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マニュアル

（利用者操作用）
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下記サイトにアクセス（インターネット接続）

https://ichikawa-support.com/

はじめに

＜トップ画面＞

いちかわ支え合いネット
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https://ichikawa-support.com/


１．メニュー検索

１ メニューを選択し、検索

メニューを押す

項目を選択。（複数選択可能）

選択したら「検索」を押す
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１．メニュー検索

検索結果２

宅配① 宅配②

宅配③

宅配④ 宅配⑤ 宅配⑥

●●企業

●●企業

●●企業

●●企業●●●

●●●
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別メニューを検索する場合、一度「検索条件リセット」を
押してから、再度メニュー検索をしてください。
検索条件をリセットしないと、前回検索したメニューもあわ
せて表示されます。



１．メニュー検索

キーワード検索

１

キーワード検索２

トップ画面で「キーワードで検索する」を選択

検索窓にキーワードを入力

入力したら を押す
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１．メニュー検索

条件から検索

１

条件から検索２

トップ画面で「条件から検索する」を選択

入力したら を押す

入力欄の項目に
沿って入力
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２．

メニューを検索する１

詳細を確認２

ご希望のメニューを押す

各サービスによって
申込方法が異なります。

「お弁当・食材・日用品等宅配」
「家事援助」「外出支援」

は本サイトからの
Web申込みができません。

「申込方法」を確認の上、
申込みをしてください。

「お弁当・食材・日用品等宅配」「家事援助」「外出支援」を探す
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３．「集いの場」「活動の場」に参加する

メニューを検索する１

募集内容・活動日・申込方法を確認して応募(申込み)する２

募集中のメニューを押す

※利用者登録（P１０参照）を
していただくとWebから
申込みできるメニューもあります。

【 Webから申込みをする場合】
募集内容・活動日を確認して
「応募」ボタンを押す
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応募完了【 Webから申込みをする場合】４

応募完了通知が届く【Webから申込みをする場合】５

登録したメールアドレス宛に応募完了メールが届きます。

確認画面【Webから申込みをする場合】３

応募する⇒ＯＫを押す
応募しない⇒キャンセルを押す

３．「集いの場」「活動の場」に参加する
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４．利用者登録

トップ画面の「利用者登録」を選択１

新規登録２

入力欄の項目に
沿って入力

利用規約チェックボックスを押す。

＊規約内容の

確認をお願いします。

「利用者登録」を押す

利用者登録をするとお気に入り登録や事業者・団体へ質問等のメッセージ
を送ることができます。また、「集いの場」「活動の場」へ申込みすること
ができます。（一部申込みできないメニューもあります。）
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４．利用者登録

確認画面３

仮登録完了４

入力間違いがないか、
必ず確認してください。

「利用者登録」を押す

※入力修正は、「修正」を押す

登録したメールアドレスに、確認メールが届きます。
必ず24時間以内にメール確認を行ってください。
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「いちかわ支え合いネット」の仮登録が完了いたしました。
登録いただいたメールアドレスへ「確認用URL」を送信させていただきます。



４．利用者登録

受信メールの確認URLを押す５

登録完了６

いちかわ支え合いネット

「確認URL」を押してください。
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４．利用者登録（確認メールが届かない場合の再送付方法）

１５ページを参考に「ログイン」する１

アカウント設定を押す２

仮登録後、登録したメールアドレスに確認メールが届かない場合は、
以下の手順に沿ってメールを再送してください。

を押す
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４．利用者登録（確認メールが届かない場合の再送付方法）

アカウント設定画面（アドレス確認）３

メールアドレスを確認・修正して

ボタンを押す

メールが再送されますので、 １２ページ の手順で
登録を完了させてください。

確認メール再送４

再度 を押しメールを再送してください。

押す
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5

※「再送」ボタンは 仮登録状態のみ表示されます



５．ログイン方法

トップ画面の「ログイン」を選択１

ログイン画面２

ログイン確認方法確認

１.利用者登録で登録した
・Eメールアドレス
・パスワード

を入力

ログインボタンを押す

TOP画面上部が、

「会員マイページ」

になっていれば
ログイン成功です。
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６．活動団体へお問い合わせ

ログインしてください１

問い合わせする団体を選択２

※会員マイページと表示になっているか確認

を押す

16



６．活動団体へお問い合わせ

問い合わせ内容を入力３

問い合わせ内容が反映されます４

問い合わせしたい内容を入力後

を押す。
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６．活動団体へお問い合わせ

団体から回答があると、登録したメールアドレス宛に
メールが届く

５

ログインをして、「会員マイページ」を選択６

この度はいちかわ支え合いネットをご利用いただき、ありがとうございます。

会員マイページより

を押す

18



６．活動団体へお問い合わせ

活動団体からの返信内容７

活動団体からの
返信内容

回答への返信があればメッセージを入力し送信する
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７．お気に入り登録

メニューを検索する１

お気に入り登録２

★を押すと、お気に入りに

登録することができます

よく利用・閲覧するメニューをお気に入りに登録することができます。

お気に入りに登録完了

お気に入りに登録されると

★ に色がつきます

※お気に入りを解除する場合は再度
★を押してください
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※ お気に入り機能を利用するには、
会員登録が必要です



７．お気に入り登録

お気に入り登録したメニューの確認３

会員マイページより

を押す

「会員マイページ」の「お気に入り」より閲覧できます。

お気に入りに
登録したメニューを

閲覧できます
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８．マイページ操作方法

１

各種機能を選択２

トップ画面で「会員マイページ」を選択

機能 できること

① アカウント設定 会員情報の更新

② 活動履歴 申込確認

③ 団体問合わせ履歴 団体からのメッセージ確認

④ お気に入り お気に入り登録した団体の確認

⑤ ボタン説明 会員マイページの操作説明

⑥ お知らせ 市からのお知らせ確認

⑦ お問合わせ・ご意見 お問い合わせメール送信

⑧ よくある質問 よくある質問の確認

⑨ 利用規約 利用規約の確認
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８．問い合わせ先

ＷＥＢでお問い合わせ

「会員マイページ」の
から問い合わせ（※Ｐ２２を確認）

お問い合わせ・ご意見

電話でお問い合わせ

いちかわ・支え合いネット事務局
(カラダライブコールセンター)

0570-077-122
受付対応時間：9:00〜17:00（平日のみ）

市川市福祉部 地域支えあい課
047-712-8518
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