
本 リ フ ァ レ ン ス で 表 示 し て い る 画 面 図 は、
Android 版スマートフォンでの表示例です。
au と WILLCOM のケータイ電話をご使用の場合
は、先に［I’m HERE!］ボタンを実行して、GPS
機能で位置情報を取得して
から安否情報を登録する画
面に切り替わります。

ココいる NET にログインすると、「ポータル」画
面が表示されます。この画面を「お気に入り」に

登録しておくと、次回から
簡単にログインできます。

ポータル画面は次の内容
で構成されています。

【トップメニュー】
メニューは常に画面の上
部と下部に表示されてい
ます。
メッセージボタンには、
メッセージが届いている
ときにその件数が表示さ
れます。

【安否の登録】
安否情報を登録します。

【安否情報一覧】
メンバーの安否情報一覧
を表示します。安否情報
が登録されると、下図のよ
うに表示されます。

【メニュー】
ココいる NET で操作でき
るメニューは、いずれの画
面でも表示されています。

「ポータルに戻る」リンク
を実行すると、いつでも
ポータル画面に戻ります。

ココいる NET －家族版－
クイックリファレンス①

『はじめに』

動作環境
ココいる NET は、次の OS やサービスが搭載されて、インターネットに接続できる環境の PC および、モバイル端末
でご利用いただけます。
・パソコン、タブレット PC、スマートフォンに搭載されている Web ブラウザ、および、ケータイ電話

※パソコン・スマートフォンのブラウザの設定で、「Cookie」および「JavaScript」の設定が無効（OFF）の場合、コ
コいるネットにログインすることができません。
※位置情報を取得するためには、GPS 機能が搭載されていて設定が有効になっている必要があります。
※「info@koko-iru.net」からのメールが受信できる必要があります。ドメイン・アドレス指定をおこなっている場合は、
このアドレスからのメール受信の設定で有効にしてください。
※ MIMAMORI サービスをご利用の際は、Adobe Reader がインストールされているブラウザおよび、プリンターが
必要です。
上記の設定方法は、各端末やソフトウェアの説明書にてご確認ください。

ココいる NET のログイン
ココいるネット事務局（info@koko-iru.
net）から届いたメールに記載された URL

を開く、または、
「http://koko-iru.
net/login/index」
アドレスを開きます。

メ ー ル の URL を 開
いたときは、「グルー
プ識別コード」に、
お客様の識別コード
が自動的にセットさ
れます。

１ ログイン画面で、お申し込み時に登録した
「ログイン ID」と「パスワード」を入力して、

［ログイン］ボタンを
実行します。

「■簡単ログイン設
定」にチェックを入
れておくと、次回ロ
グインするときにロ
グイン ID とパスワー
ドの入力を省略する
ことができます。

２ ※「グループ識別コード」は、ログイン後に確認
することができます。

　ご不明な場合はココいるネット事務局（info@
koko-iru.net）までお問い合わせください。

※パスワードを忘れた時は、［パスワードを忘れた
方はこちら］ボタンを実行します。

メールアドレスを入力する
画面が開きますので、ココ
いる NET に登録されている
メールアドレスを入力して

［送信］ボタンを実行します。
パ ス ワ ー ド を 再 設 定 す る
URL がメールアドレスに送
信されますので、新しいパ
スワードを設定してくださ
い。
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お申込者とグループの情報確認ココいる NET ポータル画面 端末ごとのメニュー表示
メニューは、使用する端末ごとに表示形式が異
なります。
パソコンやスマートフォンではグループごと
にフォルダ化、ケータイ電話ではすべてのメ
ニューが展開されています。

【パソコンとスマートフォン】
上下のメニューとで内容
が異なります。

それぞれのメニューの詳
細については、これ以降
に説明する各項目でご確
認ください。

下部のメニューは通常は
フォルダ化されています
ので、使用するときにグ
ル ー プ 名 の リ ン ク を ク
リックすることで展開さ
れます。

【ケータイ電話】
ケータイ電話の場合は、メ
ニューがすべて一覧表示
されています。

ココいる NET のお申込者（あなた）は、プライ
ベートグループの「管理者」です。ご家族はプ
ライベートグループの「メンバー」になります。
お申込者の他に管理者を設定する場合は、家族
一覧の編集でメンバーから管理者に変更するこ
とができます。

「グループ識別コード」
は、プライベートグ
ループを作成した時
点で、お申し込み時
に登録したコードに

「-xxxx」（ ハ イ フ ン
と数字）が付与され
ます。

お申込者は、ハイフンの前までの識別コー
ドと、ハイフン付きのコードのいずれでも
ログインできますが、ご家族はハイフン
付きのコードでのみログインすることが
可能です。ココいる NET にログインする
ときに必要なコードになりますので、必
ずメモをしておくようにしてください。
例：お申し込み時のコード「ABC」
　　グループ生成時のコード「ABC-0001」

「グループキー」は、他のグループのメン
バーを自分のグループに参加させるとき
に必要なコードです。必要に応じて参照
してください。

【ユーザ情報の確認・編集】画面が開きます。
お名前、メールアドレス、電話番号、お

よび、パスワードを
変更することができ
ます。

画面上部メニューの【設定】から、「ユー
ザ情報の確認・編集」
を選択します。

グループとメンバー自身の登録情報を確認また
は編集します。

１

２

識別コード
お申込時のグループ
識別コード
ご家族用のグループ
識別コード



【パスワードを忘れてログインできないとき】
パスワードを忘れてログインができないときは、URL「http://koko-iru.
net/」の画面から「ログイン」を実行して、［【パスワードを忘れた方はこち
ら】］ボタンを実行します。入力されたメールアドレスにパスワードを変更す
る URL が送信されます。

家族登録の準備
家族を登録するために必要な情報（入力項目）
は次のとおりです。あらかじめ決めておくと、
登録がスムーズにおこなえます。

項目名 説明
氏名 お名前
氏名カナ お名前のヨミ（全角カタカナ）
ニックネーム お名前の横に表示されますので、同

姓同名の方を区別するなどに利用で
きます

メ ー ル ア ド
レス

ココいる NET で連絡を取り合うと
きのメールアドレス

ログイン ID ココいる NET にログインする ID（半
角英数字）

パスワード ログインパスワード（6 文字以上の
半角英数字）

電話番号 ココいる NET で連絡を取り合うと
きの電話番号

ユーザ区分 「メンバー」または「管理者」のい
ずれかを設定します
お申込者はあらかじめ「管理者」と
して登録されています。

安 否 情 報 公
開設定

未使用のため、「公開しない」を選
択してください。

※ログイン ID とパスワードの英文字は、大文字と
小文字を区別しますので、ご注意ください。

※ニックネームと電話番号以外はすべて登録時に
必要な情報です。

※管理者とメンバーの違いは、メンバーの登録や
削除がおこなえるか否かです。

※メールアドレスを持たない、ケータイ電話やス
マートフォン非携行の方の登録は、【MIMAMORI
登録】でおこないます。

ココいる NET －家族版－
クイックリファレンス②

『家族の登録』
KfamQRv2-me01 20130730

家族を登録するには、次の二通りの操作
があります。
１．ココいる NET の申込者が登録する
２．新規に登録する家族のケータイ電話

やスマートフォンを使って登録する

※ココいる NET では、「家族」は「プライベー
トグループ」と表現されていて、「家族の
登録」とは、「プライベートグループのメ
ンバーを登録」することをいいます。

はじめに

お申込者が家族を登録する

家族が自分のケータイ電話やスマートフォンを
使ってココいる NET に登録する手順は次のとお
りです。

家族が自分で登録する

家族の
操作

① QR コードを読み取った URL から登
録申請画面を開く

②登録申請画面で必要事項を登録すると
登録申請者に参加申請受理メールが送
信される

申込者
の操作

③お申込者に承認可否のメールが送信さ
れるので、お申込者が登録申請を承認
する

家族の
操作

④登録申請者にログイン URL が記載さ
れた承認通知メールが送信される

③の承認手続きは、グループのセキュリティ（他人
からの無断登録等）のために必要な操作です。お申
込者が家族を登録する場合は不要です。

ココいる NET の「お申込者」が家族を登録す
る手順は次のとおりです。

メニューの【プライベー
トグループ】を選択して
から、「登録：家族管理者
が登録」を選択して実行
します。

【グループメンバー登録】
画面が開きますので、入
力項目を参考に、家族の
情報を入力して、入力が
完了したら、［登録・申請］
ボタンを実行します。

登録が完了すると、登録
した家族のメールアドレ
ス宛に、ココいるネット事
務局（info@koko-iru.net）
から「ココいるネット - メ
ンバー登録」メールが送
信されます。

メール本文の URL が、そ
の方のログイン URL にな
りますので、メールを削

除しないように保護しておいたり、ログインし
た後の画面を「お気に入り」に登録するなどの
設定をしておくことをお勧めします。

① QR コードを読み取った URL から登録
　申請画面を開く

メニューの【プライベート
グループ】を選択してから、

「登録：家族が登録」を選択
して実行します。

【グループ参加ページ】画
面が開きますので、新規
に登録する家族のケータ
イ電話やスマートフォン
のカメラ機能を使って画
面に表示されている QR
コードを読み取り、そこ
に表示された URL を開き
ます。

【グループ参加申請】画面
が表示されますので、こ
こでは「メールアドレス
を入力して登録される方
はこちらから登録してく
ださい。」の「こちら」を
選択して実行します。

②登録申請画面で必要事項を登録する
【グループ参加申請】画面
が開きますので、入力項
目を参考にして、申請者
の情報を入力します。

入力が完了したら、［登録・
申請］ボタンを実行します。

申請が完了すると、登録
し た メ ー ル ア ド レ ス 宛
に、ココいるネット事務
局（info@koko-iru.net）
から「ココいるネット - グ
ループ参加申請受理」メー
ルが送信されます。（続右上）

③お申込者が登録申請を承認する
お申込者にも同時にココ
いるネット事務局（info@
koko-iru.net）から「ココ
いるネット - グループ参加
申請受理」メールが送信さ
れますので、メール本文の
URL を開いて申請者の承
認処理をおこないます。

メニュー【プライベート
グループ】の「登録希望
家族の一覧」を見ると、「1
件」と件数が表示されて
います。これは、参加申
請の承認待ちの人数です。

「登録希望家族の一覧」を
選択して実行すると、【参
加希望者メンバー一覧】
画面が表示されますので、
そこで［閲覧・編集］ボ
タンを実行して【メンバー

情報詳細】画面を表示します。申請者の内容を
確認して［承認］ボタンを実行します。

④登録申請者に承認通知メールが送信される
申請が承認されると、申
請者のメールアドレス宛
に、ココいるネット事務

局（info@koko-iru.net）から「ココいるネッ
ト - グループ参加申請 - 承認通知」メールが送
信され、メール本文にココいる NET にログイ
ンするための URL が記載されています。

家族が自分で登録する　つづき

ユーザ情報の確認・編集
ログインしている自分の登録内容を変更すると
きは、画面上部メニューの【設定】から、「ユー

ザ情報の確認・編集」か
ら操作します。

【ユーザ情報の確認・編
集】画面では自分の情報
を確認、編集、パスワー
ドの変更ができ、自分の

「エマージェンシーカー
ド」がこの画面からダウ
ンロードできます。

※エマージェンシーカード
は、自分のケータイ電話等が
使用できないときなど、他人
の機器を借りてカードの QR
コードを読み込むことで簡
単にココいる NET にアクセ
スすることができます。

※カードファイル PDF 形式に
ついては、クイックリファレ
ンス③を参照してください。

【パスワードを変更する】
［パスワード変更］ボタン
を実行すると、【パスワー
ド変更】画面が開きます
ので、「パスワード」項目
に新しいパスワードを半

角英数字 6 文字以上で入力して［パスワード変
更］ボタンを実行します。

「ココいるネット - パスワード再設定完了のご連
絡」メールがメールアドレスに送信されます。



スマートフォンやケータイ電話をお持ちでない
家族は、MIMAMORI メンバーとして登録します。

メニューの【プライベート
グループ】を選択してから、

「登録：MIMAMORI 登録」
を選択して実行します。

【MIMAMORI 登録】画面
が開きますので、前ペー
ジの入力項目を参考に、
家族の情報を入力します。

MIMAMORI 登録では「誕
生日」がログイン時のパ
スワードになりますので、

「誕生日」項目に数字 4
ケタ（1 月 1 日の場合は

「0101」）を入力します。

入力が完了してから［登録］
ボタンを実行すると、

【MIMAMORI 登録・編集完了】画面が表示されま
すので、「MIMAMORI カードの PDF ダウンロー
ド」を実行して、MIMAMORI カードの PDF デー
タをダウンロードします。

「MIMAMORI カード」「ペットの MIMAMORI 
カード」「エマージェンシーカード」を発行する
ためには、次の環境が必要です。

・PDF リーダーのアプリケーションのインストール
・PDF データを印刷するためのプリンター

※PDFデータの表示には、Adobe Reader ：アドビ・
リーダー（旧 Acrobat Reader ：アクロバット・
リーダー）という閲覧ソフトが必要です。下記
のアドビシステムズ社のサイトから最新版をダ
ウンロードしてご利用ください。（無償）

 　http://get.adobe.com/jp/reader/

※印刷した「MIMAMORI カード」や「エマージェ
ンシーカード」は、二つ折りにしてラミネート
加工しておくと汚れなどを防ぐことができます。

※印刷した「ペットの MIMAMORI カード」は、
QR コードの箇所を切り抜いてチャームなどに
貼り付け、透明シールなどで保護してから首輪
などに取り付けておくと汚れなどから防ぐこと
ができます。

ココいる NET －メンバー編－
クイックリファレンス③

『MIMAMORI・ペット』
KfamQRv2-mp01 20130730

スマートフォンやケータイ電話をお持ちで
ない家族は、MIMAMORI メンバーとして登
録して MIMAMORI カードを発行できます。

ペットを登録して発行した QR コードを
チャームなどにつけて首輪等につけておく
ことで、行方不明になったペットを保護し
てくださった方から、家族に連絡してもら
うことができるようになります。

はじめに

MIMAMORI 登録
MIMAMORI 登録をした家族は、ケータイ電
話やスマートフォンをお持ちでない代わりに、

「MIMAMORI」 カ ー ド を
携行しています。
あらかじめ、その方の身
近にいる方でケータイ電
話やスマートフォンをお
持ちの方に、緊急時の対
応をお願いしておくこと
をお勧めします。

① QR コードを読み取り URL を開く
ケータイ電話やスマート
フォンのカメラ機能にあ
る「バーコード（QR コー
ド）の読み取り」を動作さ
せて、「MIMAMORI」カー
ドの QR コードを読み取

り、表示された URL を開きます。

②ココいる NET にログインする
URL を開くと、ココいる
NET のログイン画面が表
示されます。

「MIMAMORI」 カ ー ド を
持っている方の誕生日（数
字 4 ケタ）を入力して［送

信］ボタンを実行します。

③安否情報を登録する
「MIMAMORI」 カ ー ド を
持っている方の現在の状
態、周辺の状況、今後の
行動をそれぞれの選択肢
から選んでチェックを入
れ、余裕があればコメン
トに連絡事項などを入力
し て、［I'm HERE］ ボ タ
ンを実行します。

④安否情報の確認
安否情報を登録すると、
家族の安否情報が表示さ
れますので、操作者から

「MIMAMORI」 カ ー ド を
持っている方に、ご家族
の方の安否を伝えていた
だきます。

ご注意
MIMAMORI のログインには
パスワードの代わりに「誕
生日」が設定されています
が、「MIMAMORI」 カ ー ド
にはそれを記入しないよう
にしてください。

MIMAMORI 安否の登録

ペットを登録します。
メニューの【プライベート
グループ】を選択してか
ら、「登録：ペットを登録」
を選択して実行します。

【ペット登録】画面が開き
ますので、ペットの名前
を 100 文字以内で登録し
ます。

入力が完了してから［登
録］ボタンを実行すると、

【ペット登録・編集完了】
画面が表示されますので、

「ペット MIMAMORI カー
ドの PDF ダウンロード」
を 実 行 し て、 ペ ッ ト の

MIMAMORI カードの PDF データをダウンロー
ドします。

ペットを登録

ペットを登録して発行した QR コードは、常に
ペットの身につけておくようにしておきます。

迷子になっているペット
の飼い主を探してくださ
る方は、きっとその QR
コードにアクセスしてあ
なたに連絡を取ってくれ
ることでしょう。

MIMAMORI カードに記載
されているような方法で
ペットの身につけておき
ます。

① QR コードを読み取り URL を開く
ケータイ電話やスマート
フォンのカメラ機能にある

「バーコード（QR コード）
の読み取り」を動作させて、
チャーム（迷子札）等の
QR コードを読み取り、表
示された URL を開きます。

②安否情報を登録する
URL を開くと、情報提供
者が入力する画面が表示
されます。

情報提供者には、ココい
る NET ご利用者の情報は
公開されません。

③安否情報の確認
情報提供者から安否情報が登録されると、家族
全員のメールアドレス宛にココいるネット事務
局 <info@koko-iru.net> から「ココいるネット
- 安否情報通知」メールが届きます。

情報提供者が入力してくれた連絡先で、連絡を
取り合うことができます。

情報提供者が GPS 機能を搭載している端末で
登録してくれた場合は、メールに位置情報の
URL が記載されています。

ペットの安否登録



ココいる NET －メンバー編－
クイックリファレンス④

『安否登録・確認』
KfamQRv2-sa01 20130910

安否の登録
災害等の発生時に安否の登録をおこないます。

ポータル画面の【安否連
絡】で、あなたの現在の
状態、周辺の状況、今後
の行動をそれぞれの選択
肢から選んでチェックを
入れます。

余裕があれば、コメント
に連絡事項などを入力し
て、［I'm HERE］ ボ タ ン
を実行します。

［I'm HERE］ ボ タ ン は、
上下にふたつ用意されて
いますが、実行時の機能
が異なりますので、必要
に応じていずれかのボタ
ンを実行してください。

上部［I'm HERE］ボタン（GPS なし）
現在の安否情報に位置情報（GPS）を付加せず
に自分の安否情報を通知します。

上部［I'm HERE］ボタン（GPS あり）
現在の安否情報に位置情報（GPS）を付加して
自分の安否情報を通知します。
位置情報（GPS）は、スマートフォンやケータ
イ電話の GPS 機能を利用して取得されます。

結果はすぐにポータル画面に反映されます。

【■コメントの表示先】
このチェックは消さないでください。
チェックを消すと家族へのコメントが表示され
なくなります。

【■メールで通知する】
自分の安否情報を家族全員にメールでも通知す
ることができます。

災害時でない場合でも、家族に非常事態などを
連絡することができます。

※スマートフォンのアンドロイド端末で GPS 機能
が有効な場合、ポータル画面に現在地の緯度経度が
表示されますが、iPhone 端末では表示されません。
使用できる機能に相違はありません。

　アンドロイド端末　　　　iPhone 端末

ココいる NET の安否登録で位置情報を取
得するには、使用する端末に GPS 機能が
搭載されている必要があります。
※エリアによっては正確な位置情報が取得で

きない場合もありますので、あらかじめご
了承ください。

※ au と WILLCOM のケータイ電話をご使
用の場合は、「安否の登録」の手順が異な
りますので、クイックリファレンス⑦『補
足』の「au & WILLCOM ケータイでの安
否登録」を参照してください。

はじめに

※最新の安否情報をリセットする
安否情報はメンバー自
身 で 自 分 の 情 報 を リ
セット（消去）するこ
とができます。
コ コ い る NET の 導 入
後や動作チェックなど
の テ ス ト 目 的 で「I'm 
HERE」を実行した場合
など、その情報をリセッ
トすることで、「安否未
確認」の状態に戻すこ
とができます。

上部メニューの［設定］
から［最新の安否情報をリセットする］を選
択して実行すると、【最新安否情報のリセッ
ト】画面が開きます。［リセット］ボタンで安
否情報が削除されます。

MIMAMORI メンバーとペットは、プライベー
トグループメニューの［家族一覧］から閲覧・
編集で開いた【メンバー詳細】画面でリセッ
トできます。（管理者のみ）

安否情報は、ポータル画面とメニューの「家族
安否確認」から確認でき、
次の操作がおこなえます。

・［名前］のリンク
その人宛に直接メッセー
ジを送信できます。

【メッセージの作成】画面
が開きますので、件名や
メッセージを入力して［登
録・送信］ボタンを実行
します。「メールも送る」
にチェックを入れると、
その人のメールアドレス
にも同時に送信されます。

・［地図・詳細］リンク
【安否情報詳細】画面が開
きます。家族の安否情報
の詳細が確認でき、次の
操作がおこなえます。

［名前］のリンクでその人
宛に直接メッセージを送
信できます。

「メールも同時に送る」に
チェックを入れると、安
メッセージをメールにも
送信できます。

【地図へ】リンクを実行す
ると、GPS 機能により取
得された位置情報の地図
が表示されます。

・［X 名の方が確認済み］
リンク
家族の安否情報を確認（表

示）した人数を表示。リンクを実行すると確認
した家族の一覧が表示されます。

メニューの「家族安否確
認」と「家族のコメント
一覧」でも、安否情報を
確認できます。

・家族安否確認
ポータル画面と同じ情報
が表示されます。

・メンバーのコメント一覧
家族がこれまでに安否登
録した際のコメントを、
履歴を含めて一覧で確認
できます。

いずれの画面でも、［名前］
のリンクではメッセージ
が送信でき、［地図・詳細］
リンクではその詳細を確
認することができます。

安否の確認

安否情報で送信されたメッセージは、ポータル
画面上部のメニュー［メッセージ］ボタンから
確認できます。

未読メッセージがあるとき
は、［メッセージ］ボタンに
その件数が表示されます。

メッセージは、家族（メンバー）からのメッセー
ジのほか、ココいるネット事務局からのメッ
セージも受信することがあります。

【メッセージ】画面からい
ずれかのリンクを選択し
て実行すると、【メンバー
からのメッセージ】画面
が開き、届いているメッ
セージの一覧が「未読」「既
読」がわかる状態で表示
されています。

読みたいメッセージの［件
名］リンクを実行すると、
その詳細を見ることがで
きます。

既読済みのメッセージは、
［非表示化］ボタンを実行

することで「過去のメッセージ」として保管し
ておくことができます。

メッセージは、送信時に
「メールも送る」にチェッ
クを入れておくことで、
相手のメールアドレスに
も同時に送信されます。

このメールには、入力し
たメッセージの内容のほ
か、メール受信者がココ

いる NET にログインするための URL が記載さ
れています。

※メールアドレスに送信されるメールは、送信者
（From）がココいるネット事務局「info@koko-
iru.net」になります。ケータイ電話やスマート
フォンでドメインやアドレス指定をおこなって
いる場合は、「info@koko-iru.net」からのメー
ル受信の設定を有効にしてください。

※ココいるネット事務局からのメッセージが届く
場合があります。このメッセージは「管理者か
らのメッセージ」に届きますので必ず内容を確
認するようにしてください。

メッセージの確認
安否情報で送信されたメッセージは、ポータル
画面上部のメニュー［メッセージ］ボタンから
確認できます。

未読メッセージがあるとき
は、［メッセージ］ボタンに
その件数が表示されます。

メッセージは、家族（メンバー）からのメッセー
ジのほか、ココいるネット事務局からのメッ
セージも受信することがあります。

【メッセージ】画面からい
ずれかのリンクを選択し
て実行すると、【メンバー
からのメッセージ】画面
が開き、届いているメッ
セージの一覧が「未読」「既
読」がわかる状態で表示
されています。

読みたいメッセージの［件
名］リンクを実行すると、
その詳細を見ることがで
きます。

既読済みのメッセージは、
［非表示化］ボタンを実行

することで「過去のメッセージ」として保管し
ておくことができます。

メッセージは、送信時に
「メールも送る」にチェッ
クを入れておくことで、
相手のメールアドレスに
も同時に送信されます。

このメールには、入力し
たメッセージの内容のほ
か、メール受信者がココ

いる NET にログインするための URL が記載さ
れています。

※メールアドレスに送信されるメールは、送信者
（From）がココいるネット事務局「info@koko-
iru.net」になります。ケータイ電話やスマート
フォンでドメインやアドレス指定をおこなって
いる場合は、「info@koko-iru.net」からのメー
ル受信の設定を有効にしてください。

※ココいるネット事務局からのメッセージが届く
場合があります。このメッセージは「管理者か
らのメッセージ」に届きますので必ず内容を確
認するようにしてください。

メッセージの確認



ココいる NET －家族版－
クイックリファレンス⑤

『その他の機能』
KfamQRv2-et01 20130730

家族の登録情報を確認
【家族一覧】

メールアドレスの確認
【メール送信エラー一覧】

大切なメッセージを見逃さないために、登録し
ている家族のメールアドレスや電話番号は、常
に最新の内容に更新しておきます。
プライベートグループの管理者は、登録されて
いる家族の情報を編集することができます。

メニューから、「家族一覧」
を選択して実行します。

【メンバー一覧】画面が開
き、家族の一覧が表示さ
れます。

［閲覧・編集］ボタンを実
行すると【メンバ情報詳
細】画面が開きますので、
適宜修正をしたら［保存・
登録］ボタンを実行しま
す。
MIMAMORI メ ン バ ー
やペット登録した場合、
MIMAMORI カードがダウ
ンロードできます。

家族が自分のポータルにロ
グインして登録内容を変更
するときは、画面上部の【設
定】メニューの「ユーザ情
報の確認・編集」から操作
します。

家族を登録したとき、または、家族が自分でメ
ンバー登録をしたときに送信される「メンバー
登録の確認」メールが、メールアドレスの間違
いなどにより送信できなかった場合に、メニュー
の「メールエラー」に件数が表示されます。

メニューの「メールエラー」
を実行すると、エラーに
なっている家族の情報が
表示されますので、［閲覧・

編集］ボタンを実行し
てメールアドレスを正
しく入力し直してくだ

さい。

■家族一覧
・お申込者がメンバー登録
をしたとき
・登録済みの家族が自分で
メールアドレスを変更し
たとき

■参加希望家族の一覧
・家族が自分でメンバー登録をしたとき

自分の家族グループと一緒に、お友達や親族な
どの他の家族グループと安否情報を共有するこ

とができます。
他のグループに参加する
ときは、参加するグルー
プの「グループキー」が
必要ですので、申請する
相手からあらかじめ聞い
ておきます。

※「グループキー」は、ポー
タルメニュー【（グループ
名）】の「グループ情報の閲
覧・編集」から参照できます。

ここではわかりやすいよ
うに次の例を挙げて参加
手順をご説明します。

参加申請する人：安否あけみ
参加承認する人：吉永玲子

①グループキーの確認

安否あけみさんは、吉永玲子さんからグループ
キーを教えてもらいます。

②グループの参加申請

安否あけみさんが、自分のポータルメニューか
ら「他のグループにも参加する」を実行します。

【他のグループにも参加する】画面では、吉永
玲子さんから教えてもらった「グループキー」
と、ニックネーム（任意）を入力します。
パスワードは現在使っているパスワードを確認
用に入力して［登録・申請］ボタンを実行します。

③グループの参加承認

吉永玲子さんのメールア
ドレスに、ココいるネッ
ト事務局から「ココいる
ネット - グループ参加申請
受理」メールが届きます。

メール本文の URL を開く
とメニューの「登録希望
家族の一覧」に（1 件）と
表示されています。

「登録希望家族の一覧」を
実行して参加希望者が安
否あけみさんであること
を確認してから［閲覧・
編集］ボタンを実行しま
す。

【メンバー情報詳細】画面で［承認］ボタンを
実行します。

※［ユーザ区分］項目で「管理者」を選択すると、
安否あけみさんは吉永玲子さんの家族の編集や削
除が可能になります。通常は「メンバー」を選択
してください。

友達や親族のグループに参加
【他のグループにも参加する】

他グループのメンバーから参加申請があった
ときは、次の点に注意してください。
・参加したメンバーのポータルには、自分の

家族全員の安否情報が表示されます。
・自分の家族にも、参加したメンバーの安否

情報が表示されます。
・参加したメンバーは、自分の家族全員に

メッセージを送信できるようになります。
・参加したメンバーの家族を自分の家族全員

で共有するときは、その家族全員の参加を
承認します。

他グループメンバーを参加させる際の注意点 他のグループにも参加する　つづき

吉永玲子さんが承認すると、安否あけみさんの
メールアドレスに「ココいるネット - メンバー
参加申請 - 承認通知」メールが届きます。

・他グループ参加後のポータル画面

吉永玲子さんのグループ
に参加した安否あけみさ
んのポータル画面です。

【安否登録】では、状態や
状況は両グループに送信
されますが、コメントや
メールの送信先をどちら
のグループにするか選択
できるようになります。

【安否情報一覧】では、自
分（安否あけみさん）の
家族の安否が表示されて
いますが、「全グループの
安否情報」リンクを実行
すると、吉永玲子さんの
グループのメンバー全員
の安否情報を確認するこ
とができます。

【メニュー】では、自分（安
否あけみさん）のグルー
プのメニューと、吉永玲
子 さ ん の グ ル ー プ の メ
ニューが表示されるよう
になります。

この時点で、安否あけみ
さんには吉永玲子さんの
家族の安否確認などがで
きるようになりました。

安否あけみさんの家族に
も同様に吉永玲子さんの

家族の情報を見れるようにするときは、安否あ
けみさんの家族の方自身のポータルメニューか
ら「他のグループにも参加する」手順を実行し
てください。

※ポータルに表示される
「安否情報一覧」はひとつ
のグループのみです。ポー

タルに表示するグループを変更したい場合は、
「ユーザ情報の確認・編集」で切り替えること
ができます。

・他グループメンバー承認後の安否情報

安否あけみさんの参加を
承認した吉永玲子さんの
ポータル画面【安否情報
一覧】では、吉永玲子さん
の家族の一員として安否あ
けみさんの安否情報を確認
することができます。

また、吉永玲子さんの家族全員が安否あけみさ
んの情報を共有できることになります。

・他グループメンバーの解除（削除）

グループの参加申請で承
認した後に、そのメンバー
を自分のグループから削
除するときは、メニュー
の「家族一覧」から該当
者の［閲覧・編集］ボタ
ンを実行して開いた詳細
画面から［削除］ボタン

を実行します。


