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シクミネットでできること

◆ イベント情報の確認・お申込み
◆ イベント申込履歴の確認
◆ 登録情報確認・変更
◆ お知らせ確認
◆ 各種お問い合わせ

シクミネットは、（⼀社）東京経営者協会の各種サービスをご利⽤頂くための
会員専⽤サイトです。
⼀度、個⼈アカウントを作成して頂ければ、その後のセミナー・会合等のお申
込みを簡単に⾏うことができるほか、マイページにアクセスすることでイベン
ト申込履歴の確認や、登録情報の変更もオンライン上で⾏うことができます。

シクミネットへは、当会ホームページからアクセスすることができます。

アカウントの新規作成またはマイ
ページへのログインを⾏う場合は
こちらをクリックしてください

セミナー・会合の情報を確認して申し込
む場合はこちらをクリックしてください

シクミネットへのアクセス⽅法
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②「新規登録」をクリックしてください。

①インターネットで「⼀般社団法⼈ 東京経営者協会」を検索していただき、
ホームぺージ上部の「会員ログイン」をクリックしてください。

１．新規のアカウント登録⽅法 会員ログインページから使う
〜アカウント登録をしていない⽅〜
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③お名前、メールアドレスを⼊⼒し、各種規約をご確認のうえ「同意して次へ」
をクリックしてください。

ご登録いただくことで規約等に
同意したものとみなされます

※ 注意点
・すでにシステム登録されているメールアドレスを⼊⼒した場合、アラートが表
⽰されます。過去にシステム登録をされている場合には、本画⾯の「こちら」よ
りログインページへお進みください。登録したお⼼当たりがない場合は、画⾯末
尾の「お問い合わせ」から事務局宛てにご連絡ください。
・「メールアドレス」欄に⼊⼒したアドレス宛にメールをお送りするので、実際
にメールを受け取ることができるアドレスをご登録ください。
・この画⾯でご登録いただくメールアドレスを、ログインアカウントとして利⽤
することとなります。登録するメールアドレスは、後⽇変更することができます。

※ 秘書の⽅など代理でアカウントを作成される場合
・「お名前」「お名前（カナ）」は、アカウントを利⽤されるご本⼈のお名前を
登録してください。ご登録情報をもとに各種資料を作成・送付させていただく場
合がありますので、代理の⽅のお名前や、部署名でのご登録はお控えください。
「メールアドレス」は、代理の⽅が送受信可能なアドレスであれば、ご本⼈のも
のでなくても構いません。

１．新規のアカウント登録⽅法 会員ログインページから使う
〜アカウント登録をしていない⽅〜
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⑤⼊⼒したアドレス宛に下記のメールが送られてきますので、メール内の
URLをクリックしてください。

受信できるよう
ご設定ください

ysuzuki@mail.com

④送信先メールアドレスの確認画⾯が表⽰されるので、間違いがなければ
「送信」 をクリックしてください。

１．新規のアカウント登録⽅法 会員ログインページから使う
〜アカウント登録をしていない⽅〜
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所属企業・団体等を⼊⼒して
「登録情報確認」をクリックしてください

確認結果「⼊⼒された企業・団体等の登録情報を確認できました。」
と表⽰されなければ、登録を進めることができません

※クリックすること
で、所属企業・団体
等の登録情報を確認
します
※こちらに所属先の
登録がない場合は、
個⼈アカウントを作
ることができません
※所属先の名称は省
略せずに正式名称で
⼊⼒してください

最⼤3つまでのメールアドレスを登録
することが可能です
アドレスごとに、メールを「送る／送
らない」を選択することができます
これらの情報は、登録後に変更するこ
とができます

⑥個⼈情報の⼊⼒フォーマットが表⽰されるので、必要情報を⼊⼒して
「次へ」をクリックしてください。

１．新規のアカウント登録⽅法 会員ログインページから使う
〜アカウント登録をしていない⽅〜

ysuzuki@mail.com

最初に登録したメール
アドレスが、ログイン
アカウントとして使⽤
されます
アカウントとして使う
アドレスは、初回ログ
イン後に、変更するこ
とができます
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⑦確認画⾯が表⽰されるので、⼊⼒内容を確認し、問題なければ「登録」
をクリックしてください。

「登録」をクリックすると、メー
ルを「送る」に設定したアドレス
に⾃動的にメールが送信されます

１．新規のアカウント登録⽅法 会員ログインページから使う
〜アカウント登録をしていない⽅〜
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ysuzuki@mail.com

⑧メールを「送る」に設定したアドレス宛に、メールが送信されます。

⑨到着したメールのログインURLをクリックしてください。

１．新規のアカウント登録⽅法 会員ログインページから使う
〜アカウント登録をしていない⽅〜

メールを「送る」と設定した
メールアドレスだけにメール
が送られます

suzuki1234@freemail.com
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⑩ログイン画⾯が表⽰されるので、アカウント（最初に登録したメールアド
レス）とパスワードを ⼊⼒して「ログイン」をクリックしてください。

⑪ログインし、マイページのホーム画⾯が表⽰されます。

このままイベントへ申し込む場合は、P1３へお進みください

アカウントまたはパスワードが不明な⽅
はこちらにお進みください(P31~33)

１．新規のアカウント登録⽅法 会員ログインページから使う
〜アカウント登録をしていない⽅〜
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③ログイン画⾯に、アカウント（登録したメールアドレス）とパスワードを
⼊⼒して「ログイン」をクリックしてください。

②「ログイン」をクリックしてください。

①ホームぺージ上部の「会員ログイン」をクリックしてください。

※事務局からアカウントを受け取った⽅は、初回ログイン時にご登録情報の
確認・編集画⾯が強制的に⽴ち上がる場合があります。最新の情報に修正後、
ホーム画⾯が表⽰されます。

アカウントまたはパスワードが不明な⽅
はこちらにお進みください(P31~33)

２．マイページログイン⽅法 会員ログインページから使う
〜アカウントをお持ちの⽅〜
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ログインすると、ホーム画⾯が表⽰されます。

①【アカウント情報】 アイコンにカーソルをあわせると、アカウント情報が表⽰されます。
登録情報の確認・変更、パスワードの変更ができます。

②【お知らせ】 事務局からのお知らせが表⽰されます。
③【イベント情報】 セミナー・会合等の情報の閲覧、申込みができます。
④【イベント申込履歴】 今までに申し込んだイベントの申込履歴が表⽰されます。
⑤【ご請求・お⽀払情報】 有料セミナー等のご請求内容と、お⽀払い履歴が表⽰されます。
⑥【申し込み済みイベント】 現在お申込み中のセミナー・会合等の情報が表⽰されます。
⑦【お問い合わせ】 操作⽅法に関するご質問や、事務局へご質問の送信ができます。

①

②

③ ④ ⑤

⑥

⑦

３．ホーム画⾯ 会員ログインページから使う
〜アカウントをお持ちの⽅〜
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①マイページ内メニューの「イベント情報」をクリックしてください。

②表⽰されるイベントから、参加したいものを選択してください。

③詳細を確認し、お申し込みする場合は、
「申込はこちら」をクリックしてください。

４．イベント申込⽅法（マイページ内） 会員ログインページから使う
〜アカウントをお持ちの⽅〜
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④確認画⾯が表⽰されるので、「申し込む」をクリックしてください。

無料のイベントの場合はここまでの⼿順でお申し込みが完了です。
有料イベントに申し込んだ場合、次のページに進んでください。

⑤お申し込み内容が表⽰されるので、よろしければ「同意して申込」を
クリックしてください。

４．イベント申込⽅法（マイページ内） 会員ログインページから使う
〜アカウントをお持ちの⽅〜
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⑥有料のイベントの場合は、「⽀払い画⾯へ移動」をクリックしてください。
（※続けて他のイベントの申込をする場合は、「続けてイベントを申し込む」

をクリックしてください。②の画⾯へ戻ります。）

⑦イベント参加費のお⽀払いをすることができます。
「決済する」をクリックしてください。

⑧お⽀払い内容を確認して、「決済する」をクリックしてください。

４．イベント申込⽅法（マイページ内） 会員ログインページから使う
〜アカウントをお持ちの⽅〜
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※後⽇、ご請求担当者宛に請求書を送付させていただきます。
ご到着次第、お振込みのご対応をお願いいたします。

申し込んだイベントをキャンセルをする場合、マイページ下部の
「お問い合わせ」よりご連絡ください。
※「お問い合わせ」機能の詳細はP34へお進みください。

⑨以上でお申し込みのお⼿続きは完了となります。

４．イベント申込⽅法（マイページ内） 会員ログインページから使う
〜アカウントをお持ちの⽅〜
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②イベントの申込履歴が表⽰されます。

①マイページ内メニューの「イベント申込履歴」をクリックしてください。

５．イベント申込履歴確認⽅法 会員ログインページから使う
〜アカウントをお持ちの⽅〜

17



②現在のご請求内容と、過去のお⽀払い履歴が表⽰されます。

①マイページ内メニューの「ご請求・お⽀払情報」をクリックしてください。

６．お⽀払い履歴確認⽅法 会員ログインページから使う
〜アカウントをお持ちの⽅〜
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①マイページ右上のアイコンにカーソルをあわせて、アカウント情報を表⽰
させ、「ご登録情報の確認・編集」をクリックしてください。

②「編集する」をクリックして、登録内容を変更し、⼀番下の「次へ」を
クリックしてください。

７．登録情報変更⽅法 会員ログインページから使う
〜アカウントをお持ちの⽅〜
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③確認画⾯が表⽰されるので、変更内容を確認し「更新」をクリックして
ください。

④変更内容が更新され、登録されているメールアドレスのうち、「送付す
る」に設定してあるものに「会員情報変更のご案内」が送信されます。

７．登録情報変更⽅法 会員ログインページから使う
〜アカウントをお持ちの⽅〜
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①マイページ右上のアイコンにカーソルをあわせて、アカウント情報を表⽰
させ、「パスワードの変更」をクリックしてください。

②「現在のパスワード」と、「新しいパスワード」
「新しいパスワード（確認⽤）」を⼊⼒して
「変更」をクリックしてください。パスワードが変更されます。

８．パスワード変更⽅法 会員ログインページから使う
〜アカウントをお持ちの⽅〜
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イベント
ページ

イベント⼀覧
画⾯から
任意の

イベントを
選択

選択

「ログイン」or
「個⼈登録」
の選択画⾯が

表⽰
「個⼈登録」

を選択

・初めてイベントに申込む⽅は個⼈登録を実施し、イベントへ申込んでください。
・個⼈登録時に、会員企業の従業員or⾮会員企業の従業員かを判定します。

⾮会員企業の従業員の⽅はお申込みすることができません。

個⼈登録

画⾯の指⽰
に従って
個⼈登録を

実施

ログイン

アドレスとPW
を⼊⼒して
ログイン

イベント
ページ

イベント⼀覧画⾯
から任意の

イベントを選択

選択

「ログイン」or
「個⼈登録」の
選択画⾯が表⽰

「ログイン」を選択

・個⼈登録した⽅は、2回⽬以降ログインをしてから申込みをお願いいたします。
・同じアドレスでの重複登録は⾏えません。
・事務局からアカウントの通知があった⽅は、こちらの⼿順にてお申込み

ください。

ログイン画⾯

アドレスとPWを
⼊⼒しログイン

申込確認画⾯

再度
イベントページが

表⽰され
確認＆申込確定

初回申込(アカウント登録を⾏っていない⽅)

2回⽬以降(すでにアカウント登録済みの⽅)

イベント
詳細ページ
再度イベント
ページが
表⽰され

確認＆申込確定

１．イベント申込の流れについて イベント⼀覧ページから使う

22



③詳細を確認し、お申し込みする
場合は、「申込はこちら」を
クリックしてください。

②表⽰されるイベントから、参加したいイベントを選択してください。

①ホームぺージ内の「セミナー・会合」をクリックしてください。

２．イベント情報の確認⽅法 イベント⼀覧ページから使う
〜アカウント登録をしていない⽅〜
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④名前とメールアドレスを⼊⼒して「同意して次へ」をクリックしてください。

⑤メールアドレスの確認画⾯が表⽰されるので、間違いがなければ「送信」
をクリックしてください。その後、ご⾃⾝のメール受信BOXを確認し、
メール内のURLをクリックしてください。

ysuzuki@mail.com

すでにアカウントをお持ちの場合、
メールアドレスがすでに登録されて
いる旨のアラートが表⽰されます

その場合は、本画⾯の「こちら」よ
りログインページへお進みください

３．新規のアカウント登録⽅法 イベント⼀覧ページから使う
〜アカウント登録をしていない⽅〜
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⑥個⼈情報の⼊⼒フォーマットが表⽰されるので、必要情報を⼊⼒して
「次へ」をクリックしてください。

３．新規のアカウント登録⽅法 イベント⼀覧ページから使う
〜アカウント登録をしていない⽅〜

所属企業・団体等を⼊⼒して
「登録情報確認」をクリックしてください

確認結果「⼊⼒された企業・団体等の登録情報を確認できました。」
と表⽰されなければ、登録を進めることができません

※クリックすること
で、所属企業・団体
等の登録情報を確認
します
※こちらに所属先の
登録がない場合は、
個⼈アカウントを作
ることができません
※所属先の名称は省
略せずに正式名称で
⼊⼒してください

最⼤3つまでのメールアドレスを登
録することが可能です
アドレスごとに、メールを「送る
／送らない」を選択することがで
きます
これらの情報は、登録後に変更す
ることができます

ysuzuki@mail.com

最初に登録したメール
アドレスが、ログイン
アカウントとして使⽤
されます
アカウントとして使う
アドレスは、初回ログ
イン後に、変更するこ
とができます
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⑦確認画⾯が表⽰されるので、⼊⼒内容を確認し、問題なければ「登録」を
クリックしてください。

３．新規のアカウント登録⽅法 イベント⼀覧ページから使う
〜アカウント登録をしていない⽅〜
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⑧「ログインしてイベント申込へ」クリックしてください。

無料参加可能なイベントの場合はここまでの⼿順でお申し込みが完了です。
有料イベントに申し込んだ場合、P15に進んでください。
マイページでできることの詳細は、P13以降をご確認ください。

⑨お申し込み内容が表⽰されるので、「同意して申込」をクリックして
ください。

４．イベントの申込み完了 イベント⼀覧ページから使う
〜アカウント登録をしていない⽅〜

ysuzuki@mail.com

suzuki1234@freemail.com

メールを「送る」と設定した
メールアドレスだけにメール
が送られます

27



③詳細を確認し、お申し込みする
場合は、「申込はこちら」を
クリックしてください。

②表⽰されるイベントから、参加したいイベントを選択してください。

①ホームぺージ内の「セミナー・会合」をクリックしてください。

５．イベント情報の確認 イベント⼀覧ページから使う
〜アカウントをお持ちの⽅〜
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④確認画⾯が表⽰されるので、「申し込む」をクリックしてください。

⑤「ログイン」をクリックしてください。

５．イベント情報の確認 イベント⼀覧ページから使う
〜アカウントをお持ちの⽅〜
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⑥ログイン画⾯に、アカウント（登録したメールアドレス）とパスワードを
⼊⼒して「ログイン」をクリックしてください。

無料参加可能なイベントの場合はここまでの⼿順でお申し込みが完了です。
有料イベントに申し込んだ場合、P15に進んでください。

⑦お申し込み内容が表⽰されるので、「同意して申込」をクリックして
ください。

６．ログイン・イベントの申込み完了 イベント⼀覧ページから使う
〜アカウントをお持ちの⽅〜

アカウントまたはパスワードが不明な⽅
はこちらにお進みください(P31~33)
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【アカウントを忘れてしまった場合】

①ログイン画⾯で「アカウントを忘れた⽅はこちら」をクリック
してください。

②アカウント照会画⾯に登録している「⽒名」と「⽣年⽉⽇」
「メールアドレス」を⼊⼒のうえ、「次へ」をクリックしてください。

１．アカウントを忘れた場合 その他
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③登録している「秘密の質問」が表⽰されますので、
登録している「答え」を⼊⼒して「次へ」をクリックしてください。

④答えが正しければ、アカウントが表⽰されます。

yoshida.s@mail.com

１．アカウントを忘れた場合 その他
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yoshida.s@mail.com

③⼊⼒したメールアドレスに、仮パスワードが届きますので、仮パスワードで
ログインしてください。
※ログインしたら、新しいパスワード設定画⾯が表⽰されるので、ご⾃⾝で

新しいパスワードを設定してください。

【パスワードを忘れてしまった場合】

①ログイン画⾯で「パスワードを忘れた⽅はこちら」をクリックしてください。

②登録している「アカウント(メールアドレス)」、「お名前」を⼊⼒して
「次へ」をクリックしてください。
確認画⾯が表⽰されるので、メールアドレスに問題がなければ「送信」を
クリックしてください。

２．パスワードを忘れた場合 その他
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①マイページ下部の「お問い合わせ」をクリックしてください。

②操作⽅法に関するご質問や、東京経営者協会へのご質問を⼊⼒して
「確認」ボタンをクリック。

③内容を確認して、「送信」をクリックしてください。

３．事務局へのお問い合わせ その他
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