
■初期登録の方法：通常登録の場合

解説１

　←遠隔点検報告書ウェブ配信サービスご利用申込書記載の電話番号を入力します

　←ご利用者様宛に配信されたメール内の仮パスワードを入力します

　←ご利用者様指定のパスワードを入力します

　←ご利用者様指定のパスワードを入力します

１－１

　　　返信等は出来ませんのでご注意下さい。

仮パスワードを入力

※「-」（ハイフン）は入力しないで下さい

　　パスワード再発行ページよりお手続き下さいますようお願い致します。

初期登録の方法--Ver.3

　　※このメールはシステムから自動配信しています。

　　････････････････････････････････････････････････

確認のため、再度パスワードを入力

希望のパスワード（確認）

仮パスワード

ご希望のパスワードを入力（半角英数8～16文字）

希望のパスワード

１・初期登録

電話番号(ハイフンなし）

ご登録の電話番号を入力

初期登録　<場面.2>

配信された仮パスワードの有効期限はメール送信から72時間となりますので、ご注意ください。

　　････････････････････････････････････････････････

ご利用者メールＢＯＸへ、仮登録完了のお知らせ自動配信

（お知らせ）フジテックご契約者様専用サイト仮登録完了のお知らせ

      〇〇　〇〇株式会社　様

初期登録　<場面.1>

【仮登録完了のお知らせ】メールから【ご契約者様専用ページ】本登録

　　再発行するにはこちら

　　https://www.fujitec.co.jp/customer/reminder

　　有効期限を過ぎました仮パスワードは使用することができません。

　　有効期限はメール送信から72時間です。

　　仮パスワードの有効期限が切れた場合は、お手数ですが、

　　仮パスワードには有効期限がございます。

　　登録を完了するにはこちら

　　ＵＲＬよりパスワードの本登録を行って下さい。

　　https://www.fujitec.co.jp/customer/registration

　　････････････････････････････････････････････････

　　〇〇　〇〇株式会社様の仮登録を完了いたしました。

　　仮パスワードを発行致しましたので、下記に記載しております

　　仮パスワード：〇〇〇〇〇〇/△△△△△△

　　････････････････････････････････････････････････

全ての登録が終わったら【本登録】をクリックして下さい。 

←発行された仮パスワードになります。 

こちらのＵＲＬをクリックしますと、 

ご契約者様専用ページに移動します。 

 

仮パスワードをコピーさせておきま 

すと、後の本登録の際にペーストさ 

せる事が出来ますのでお勧めします 

← 有効期限が過ぎた場合は、こちらのＵＲＬ 

  からアクセスします。 

http://www.fujitec.co.jp/customer/reminder
http://www.fujitec.co.jp/customer/reminder
https://www.fujitec.co.jp/customer/registration
https://www.fujitec.co.jp/customer/registration


■初期登録の方法：通常登録の場合

解説２

　←ご利用者様宛に配信されたメール内のログインＩＤを入力します

　←ご利用者様指定のパスワードを入力します

１－２

ログインＩＤ

初期登録　<場面.4>

　　※このメールはシステムから自動配信しています。

　　　返信等は出来ませんのでご注意下さい。

　　〇〇　〇〇株式会社　様

　　〇〇　〇〇株式会社様のアカウント本登録が完了致しましたので、

　　ログインはこちら

　　https://www.fujitec.co.jp/customer/login

　　････････････････････････････････････････････････

　　ご連絡致します。

　　下記に記載しておりますログインIDを使用し、ログインを行って下さい。

　　････････････････････････････････････････････････
　　ログインID：ABABAB#CDCDCD20170720

　　■■　重要！　会員情報　■■

■重要■アカウント本登録のお知らせ

ご利用者メールＢＯＸへ、アカウント本登録完了のお知らせが自動配信されます
初期登録　<場面.3>

【本登録のお知らせ】メールから【ご契約者様専用ページ】ログイン

１・初期登録

初期登録の方法--Ver.3

ログインＩＤ

パスワード

パスワードを忘れた方はこちら

パスワード

こちらのＵＲＬをクリックしますと、 

ご契約者様専用ページに移動します。 

  

ログインＩＤをコピーさせておきま 

すと、後のログイン時にペーストさ 

 せる事が出来ますのでお勧めします。 

← こちらがお客様のログインＩＤとなります 

  （大切に保管お願いします。） 

https://www.fujitec.co.jp/customer/login
https://www.fujitec.co.jp/customer/login


　　　 ■初期登録の方法：仮パスワードの有効期限が切れてしまった場合

ケース１：ご利用者メールＢＯＸに【仮登録完了のお知らせ】が残っていた場合

解説１

　←遠隔点検報告書ウェブ配信サービスご利用申込書記載の電話番号を入力します

２－１ 仮パスワード有効期限切れケース１--Ver.3

※「-」（ハイフン）は入力しないで下さい

ご登録の電話番号を入力

電話番号(ハイフンなし）

　　有効期限はメール送信から72時間です。

　　再発行するにはこちら

　　仮パスワードの有効期限が切れた場合は、お手数ですが、

　　パスワード再発行ページよりお手続き下さいますようお願い致します。

　　････････････････････････････････････････････････

　　https://www.fujitec.co.jp/customer/reminder

　　････････････････････････････････････････････････

　　※このメールはシステムから自動配信しています。

　　　返信等は出来ませんのでご注意下さい。

　　仮パスワードには有効期限がございます。

有効期限切れ　ケース1　<場面.2>

２・仮パスワード有効期限

【仮登録完了のお知らせ】メールから【仮パスワード再発行】送信

配信された仮パスワードの有効期限はメール送信から72時間となりますので、ご注意ください。

有効期限切れ　ケース1　<場面.1>

ご利用者メールＢＯＸへ、仮登録完了のお知らせ自動配信

　　〇〇　〇〇株式会社様の仮登録を完了いたしました。

　　登録を完了するにはこちら

　　https://www.fujitec.co.jp/customer/registration
　　････････････････････････････････････････････････

　　有効期限を過ぎました仮パスワードは使用することができません。

　　････････････････････････････････････････････････

　　仮パスワード：〇〇〇〇〇〇/△△△△△△

　　仮パスワードを発行致しましたので、下記に記載しております

　　ＵＲＬよりパスワードの本登録を行って下さい。

（お知らせ）フジテックご契約者様専用サイト仮登録完了のお知らせ

      〇〇　〇〇株式会社　様

全ての登録が終わったら【ログイン】をクリックして下さい。 

全ての登録が終わったら【送信】をクリックして下さい。 

←有効期限が過ぎてしまった場合はこちらの 

 ＵＲＬからアクセスはしません。 

←本文内では、有効期限が過ぎてしまった 

 パスワードと仮定しています。 

  仮パスワードを新たに発行する場合は 

  こちらのＵＲＬからアクセスします。 

http://www.fujitec.co.jp/customer/reminder
https://www.fujitec.co.jp/customer/registration
https://www.fujitec.co.jp/customer/registration


　　　 ■初期登録の方法：仮パスワードの有効期限が切れてしまった場合

ケース１：ご利用者メールＢＯＸに【仮登録完了のお知らせ】が残っていた場合

解説２

２－２

      再度パスワード再発行ページよりお手続き下さいますようお願い致します。

      ■■　重要！　会員情報　■■

　　････････････････････････････････････････････････

      https://www.fujitec.co.jp/customer/registration

　　････････････････････････････････････････････････

仮パスワード有効期限切れケース１--Ver.3

      仮パスワード：□□□□□□/☆☆☆☆☆☆

      ※このメールはシステムから自動配信しています。

２・仮パスワード有効期限

【仮パスワード再発行完了】から【仮パスワード発行のお知らせ】メール受信

有効期限切れ　ケース1　<場面.4>

ご利用者メールＢＯＸへ、仮パスワード発行のお知らせが自動配信されます

      登録を完了するにはこちら

      〇〇　〇〇株式会社様のアカウント情報が変更となったため、

有効期限切れ　ケース1　<場面.3>

配信された仮パスワードの有効期限はメール送信から７２時間となりますので、ご注意ください。

      下記に記載しておりますＵＲＬよりパスワードの本登録を行って下さい。

（お知らせ）仮パスワード発行のお知らせ

      仮パスワードには有効期限がございます。

      仮パスワードの有効期限が切れた場合は、お手数ですが、

      〇〇　〇〇株式会社　様

      仮パスワードを発行しましたので、ご連絡致します。

      有効期限を過ぎました仮パスワードは使用することができません。

      有効期限はメール送信から72時間です。

         返信等は出来ませんのでご注意下さい。

こちらのＵＲＬをクリックしますと、 

ご契約者様専用ページに移動します。 

 

仮パスワードをコピーさせておきま 

すと、後の本登録の際にペーストさ 

せる事が出来ますのでお勧めします 

← 新たに発行された仮パスワードがこちらになります。 

https://www.fujitec.co.jp/customer/registration
https://www.fujitec.co.jp/customer/registration


　　　 ■初期登録の方法：仮パスワードの有効期限が切れてしまった場合

ケース１：ご利用者メールＢＯＸに【仮登録完了のお知らせ】が残っていた場合

解説３

　←遠隔点検報告書ウェブ配信サービスご利用申込書記載の電話番号を入力します

　←ご利用者様宛に配信されたメール内の仮パスワードを入力します

　←ご利用者様指定のパスワードを入力します

　←ご利用者様指定のパスワードを入力します

２－３

希望のパスワード（確認）

希望のパスワード

有効期限切れ　ケース1　<場面.6>

仮パスワード有効期限切れケース１--Ver.3

２・仮パスワード有効期限

仮パスワードを入力

電話番号(ハイフンなし）

ご登録の電話番号を入力

仮パスワード

ご希望のパスワードを入力（半角英数8～16文字）

確認のため、再度パスワードを入力

※「-」（ハイフン）は入力しないで下さい

【ご契約者様専用ページ】本登録から【ご契約様専用ページ】ログイン

有効期限切れ　ケース1　<場面.5>

配信された仮パスワードの有効期限はメール送信から７２時間となりますので、ご注意ください。

全ての登録が終わったら【本登録】をクリックして下さい。 



　　　 ■初期登録の方法：仮パスワードの有効期限が切れてしまった場合

ケース１：ご利用者メールＢＯＸに【仮登録完了のお知らせ】が残っていた場合

解説４

　←ご利用者様のログインＩＤが登録されている

　←ご利用者様指定のパスワードが登録されている

２－４

有効期限切れ　ケース1　<場面.7>

有効期限切れ　ケース1　<場面.8>

●●●●●●●●

ABABAB#CDCDCD20170720

２・仮パスワード有効期限

ログインＩＤ

【ご契約者様専用ページ】ログイン確認から【ご契約者様専用ページ】閲覧

配信された仮パスワードの有効期限はメール送信から７２時間となりますので、ご注意ください。

パスワード

仮パスワード有効期限切れケース１--Ver.3

ログアウトをクリックします。 



　　　 ■初期登録の方法：仮パスワードの有効期限が切れてしまった場合

ケース１：ご利用者メールＢＯＸに【仮登録完了のお知らせ】が残っていた場合

解説５

　←ご利用者様宛に配信されたメール内のログインＩＤを入力します

　←ご利用者様指定のパスワードを入力します

２－５

有効期限切れ　ケース1　<場面.9>

２・仮パスワード有効期限

ご利用者メールＢＯＸへ、アカウント本登録完了のお知らせが自動配信されます

仮パスワード有効期限切れケース１--Ver.3

有効期限切れ　ケース1　<場面.10>

パスワード

ログインＩＤ

パスワードを忘れた方はこちら

　　････････････････････････････････････････････････

パスワード

ログインＩＤ

　　※このメールはシステムから自動配信しています。

　　　返信等は出来ませんのでご注意下さい。

　　ご連絡致します。

　　ログインID：ABABAB#CDCDCD20170720

　　〇〇　〇〇株式会社様のアカウント本登録が完了致しましたので、

　　https://www.fujitec.co.jp/customer/login

　　下記に記載しておりますログインIDを使用し、ログインを行って下さい。

　　ログインはこちら

　　■■　会員情報　■■

（お知らせ）アカウント本登録のお知らせ

配信された仮パスワードの有効期限はメール送信から７２時間となりますので、ご注意ください。

【本登録完了のお知らせ】メール受信から【ご契約者様専用ページ】ログイン

　　････････････････････････････････････････････････

　　〇〇　〇〇株式会社　様

全ての登録が終わったら【ログイン】をクリックして下さい。 

こちらのＵＲＬをクリックしますと、 

ご契約者様専用ページに移動します。 

  

ログインＩＤをコピーさせておきま 

すと、後のログイン時にペーストさ 

 せる事が出来ますのでお勧めします。 

← こちらがお客様のログインＩＤとなります 

  （大切に保管お願いします。） 

https://www.fujitec.co.jp/customer/login
https://www.fujitec.co.jp/customer/login


■パスワードを忘れてしまった場合

解説１

　←”こちら”にカーソルを移動すると赤色に文字が変化するので
　　　その時にクリックして下さい。

　←遠隔点検報告書ウェブ配信サービスご利用申込書記載の電話番号を入力します

３－１

ご登録の電話番号を入力

パスワードを忘れてしまった場合--Ver.3

※「-」（ハイフン）は入力しないで下さい

パスワード

電話番号(ハイフンなし）

３・パスワード忘れ

配信された仮パスワードの有効期限はメール送信から７２時間となりますので、ご注意ください。

パスワード忘れ　<場面.2>

パスワードを忘れた方はこちら

パスワード忘れ　<場面.1>

【ご契約者様専用ページ】”こちら”から【仮パスワード再発行】送信

ログインＩＤ

ログインＩＤ

パスワード

全ての登録が終わったら【送信】をクリックして下さい。 



■パスワードを忘れてしまった場合

解説２

３－２

      仮パスワード：□□□□□□/☆☆☆☆☆☆

      ■■　会員情報　■■

      仮パスワードを発行しましたので、ご連絡致します。

      下記に記載しておりますＵＲＬよりパスワードの本登録を行って下さい。

      仮パスワードには有効期限がございます。
      有効期限を過ぎました仮パスワードは使用することができません。
      有効期限はメール送信から72時間です。
      仮パスワードの有効期限が切れた場合は、お手数ですが、
      再度パスワード再発行ページよりお手続き下さいますようお願い致します。

（お知らせ）仮パスワード発行のお知らせ
      〇〇　〇〇株式会社　様

      〇〇　〇〇株式会社様のアカウント情報が変更となったため、

　　････････････････････････････････････････････････

      登録を完了するにはこちら

      https://www.fujitec.co.jp/customer/registration

　　････････････････････････････････････････････････

      ※このメールはシステムから自動配信しています。
         返信等は出来ませんのでご注意下さい。

ご利用者メールＢＯＸへ、仮パスワード発行のお知らせが自動配信されます

【仮パスワード再発行完了】から【仮パスワード発行のお知らせ】メール受信

３・パスワード忘れ

配信された仮パスワードの有効期限はメール送信から７２時間となりますので、ご注意ください。
パスワード忘れ　<場面.3>

パスワード忘れ　<場面.4>

パスワードを忘れてしまった場合--Ver.3

こちらのＵＲＬをクリックしますと、 

ご契約者様専用ページに移動します。 

 

仮パスワードをコピーさせておきま 

すと、後の本登録の際にペーストさ 

せる事が出来ますのでお勧めします 

← 新たに発行された仮パスワードがこちらになります。 

https://www.fujitec.co.jp/customer/registration
https://www.fujitec.co.jp/customer/registration


■パスワードを忘れてしまった場合

解説３

　←遠隔点検報告書ウェブ配信サービスご利用申込書記載の電話番号を入力します

　←ご利用者様宛に配信されたメール内の仮パスワードを入力します

　←ご利用者様指定のパスワードを入力します

　←ご利用者様指定のパスワードを入力します

３－３ パスワードを忘れてしまった場合--Ver.3

仮パスワード

【ご契約者様専用ページ】本登録から【ご契約様専用ページ】ログイン

ご希望のパスワードを入力（半角英数8～16文字）

希望のパスワード（確認）

確認のため、再度パスワードを入力

仮パスワードを入力

電話番号(ハイフンなし）

配信された仮パスワードの有効期限はメール送信から７２時間となりますので、ご注意ください。

希望のパスワード

ご登録の電話番号を入力

※「-」（ハイフン）は入力しないで下さい

パスワード忘れ　<場面.6>

３・パスワード忘れ

パスワード忘れ　<場面.5>

全ての登録が終わったら【本登録】をクリックして下さい。 



　　　

解説４

　←ご利用者様のログインＩＤが登録されている

　←ご利用者様指定のパスワードが登録されている

３－４

ログインＩＤ

【ご契約者様専用ページ】ログイン確認から【ご契約者様専用ページ】閲覧

■パスワードを忘れてしまった場合

ABABAB#CDCDCD20170720

パスワード

パスワードを忘れてしまった場合--Ver.3

パスワード忘れ　<場面.8>

配信された仮パスワードの有効期限はメール送信から７２時間となりますので、ご注意ください。

３・パスワード忘れ

●●●●●●●●

パスワード忘れ　<場面.7>

ログアウトをクリックします。 

全ての登録が終わったら【ログイン】をクリックして下さい。 



解説５

　←ご利用者様宛に配信されたメール内のログインＩＤを入力します

　←ご利用者様指定のパスワードを入力します

３－５

　　　返信等は出来ませんのでご注意下さい。

パスワード

パスワードを忘れた方はこちら

ログインＩＤ

ログインＩＤ

パスワード

パスワード忘れ　<場面.10>

　　※このメールはシステムから自動配信しています。

　　ログインはこちら

　　https://www.fujitec.co.jp/customer/login

　　････････････････････････････････････････････････

ご利用者メールＢＯＸへ、アカウント本登録完了のお知らせが自動配信されます

　　下記に記載しておりますログインIDを使用し、ログインを行って下さい。

　　■■　重要！　会員情報　■■

　　〇〇　〇〇株式会社様のアカウント本登録が完了致しましたので、
　　ご連絡致します。

パスワード忘れ　<場面.9>

（お知らせ）アカウント本登録のお知らせ

　　〇〇　〇〇株式会社　様

　　ログインID：ABABAB#CDCDCD20170720
　　････････････････････････････････････････････････

配信された仮パスワードの有効期限はメール送信から７２時間となりますので、ご注意ください。

■パスワードを忘れてしまった場合

【本登録完了のお知らせ】メール受信から【ご契約者様専用ページ】ログイン

３・パスワード忘れ

パスワードを忘れてしまった場合--Ver.3

こちらのＵＲＬをクリックしますと、 

ご契約者様専用ページに移動します。 

  

ログインＩＤをコピーさせておきま 

すと、後のログイン時にペーストさ 

 せる事が出来ますのでお勧めします。 

← こちらのお客様のログインＩＤとなります 

  （大切に保管お願いします。） 

https://www.fujitec.co.jp/customer/login
https://www.fujitec.co.jp/customer/login

