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＜登録URL＞
https://guide.nec-solutioninnovators.com/tjt/registUrlGuide

②「利用規約はこちら」をクリックして、利用規約
を読み、「利用規約に同意して、ガイド支援シス
テムを利用します。」をクリックしてチェックマー
クをつけます。

①ウェブブラウザ（インターネットエ
クスプローラー、Google Chrome等）
に左記登録URLを入力します。
※以下からも登録可能です。
http://www.ijcee.jp/ijcee/system/

③メールアドレスを入力します。
※IJCEEに届け出ているメインのアドレス（通常はPCのアドレ

ス）を入力する必要があります。本手順を実施してもメール
が届かない場合は、事務局にお問合せください。

④送信ボタンを押します。 2

初期設定（１／５）

https://guide.nec-solutioninnovators.com/tjt/registUrlGuide


⑤入力したメールアドレス宛に、ガイ
ド支援システムから、自動配信メー
ルが送信されます。

⑥記載されているURLをクリックすると、ログイン画
面が表示されます。
※クリックしても表示されない場合は、URLをコピーし、
ウェブブラウザに貼り付けてください。
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初期設定（２／５）



⑦登録メールアドレス、及び、メー
ルに記載されていたパスワードを
入力します。

⑧ログインボタンを押します。
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初期設定（３／５）

＜ログイン画面のURL＞
https://guide.nec-solutioninnovators.com/tjt/

ログイン画面は頻繁に使用するので、お気に入りへの登録やデスクトップにショートカットを
作っておくことをお勧めします。

https://guide.nec-solutioninnovators.com/tjt/


⑨「ガイド情報登録・修正・参照」
ボタンを押します。
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初期設定（４／５）



⑩ログインパスワードを変更します。
（確認のため、2回入力します。）

⑪初回のみ、個人情報の取扱いに
ついての同意文書が表示されます。
チェックボックスにチェックします。

⑫保存ボタンを押します。

以上で、システム利用のための初期
設定は終わりです。
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初期設定（５／５）
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トップページ

システムや事務局からの
お知らせが表示されます。

トップページに戻りたい場合、
このボタンを押します。

ガイド・体験案件の検索や応募
をしたい場合、このボタンを押し
ます。

基本情報やガイド情報の更新をしたい場
合や、ガイド経歴書を出力したい場合、
このボタンを押します。

マニュアルや業務日報の
雛形等、各種ドキュメントを
ダウンロードできます。
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基本情報やガイド情報の更新をしたい場
合、まずはトップページでこのボタンを押
します。

ガイド情報の更新（１／８）
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基本情報タブ（１／２）

氏名、住所、電話番号等、
基本的な情報は、事務局に
て初期設定しています。

内容に誤りが無いか、全て
の項目を必ず確認してくだ
さい。

誤りがある場合は、正しい
情報に書き換えて「保存」ボ
タンを押してください。

※1時間操作しないと、タイ

ムアウトとなり、保存してい
ない情報は失われます。こ
まめに保存することをお勧
めします。

ガイド情報の更新（２／８）
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基本情報タブ（２／２）

生年月日は必ず入力し
てください。

学歴、職歴、海外経験・
期間は、経歴書に出力さ
れます。アサインの機会
を増やすためにも、入力
することをお勧めします。

基本情報に関する特記
事項は、本ページの情報
に対する補足事項等が
ある場合に入力してくだ
さい。

ガイド情報の更新（３／８）
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通訳案内士等語学情報・資格情報タブ（１／２）

通訳案内士資格に関す
る情報は必ず入力してく
ださい。

言語習熟度や言語の補
足も、経歴書に出力され
ます。アサインの機会を
増やすためにも、入力す
ることをお勧めします。

ガイド情報の更新（４／８）
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通訳案内士等語学情報・資格情報タブ（２／２）

茶道
原則的に、IJCEEの国際茶道の認定に基づいて選択します。
初級認定→初級を選択 中級認定→中級を選択 上級認定→上級を選択

着物
原則的に、IJCEEの着物講習の認定に基づいて選択します。
着付け認定→初級を選択 着せ付け認定→中級を選択 外国人向けの着せ付け経験が豊富→上級を選択

寿司
原則的に、IJCEEの寿司研修の認定に基づいて選択します。
初級認定→初級を選択 中級認定→中級を選択 上級認定→上級を選択

書道 一般的な段位及び外国人向けの書道経験に応じて選択します。

通訳
IJCEEの通訳技術の認定、及び、逐次通訳、同時通訳等の業務スキルに基づいて選択します。
通訳技術初級認定→初級を選択 通訳技術中級認定又は逐次通訳が可能→中級を選択 同時通訳が可能→上級を選択

資格の選択基準

ガイド情報の更新（５／８）
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研修の受講履歴を記載
してください。記載方法は
任意です。

※相撲、築地、早朝築地、
寿司、忍者、侍、和太鼓
については、「専門研修・
ガイド経歴情報」タブに記
載してください。
※IJCEE以外の研修でも
記載可能です。

一般研修・技能評価情報タブ

プレゼンテーション評価、通訳技
術評価等の、技能評価結果が表
示されます。

※自分で入力することはできませ
ん。事務局が入力します。

※認定を受けてからシステムへの
反映まで、時間がかかる場合があ
ります。

ガイド情報の更新（６／８）
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専門研修・ガイド経歴情報タブ（１／２）

ガイド情報の更新（７／８）

専門研修（業務実施にあたって必須と
なる研修・インターン）については、本
欄に受講日を記載します。

※過去の受講等で、受講日が分から
ない場合は、大体の日付を選択し、備
考欄にその旨を記載してください。

※本欄の記載情報が、アサインの際
の判断材料となります。情報を入力し
ていないと、アサインできない場合が
ありますので、注意してください。
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専門研修・ガイド経歴情報タブ（２／２）

ガイド情報の更新（８／８）

ガイド経歴書に出力されるガイド履歴
です。

行が多くなりすぎる場合、年間の活動
をまとめて記載することも可能です。
（例）左記の2013年
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ガイド経歴書を出力したい場合、まずは
トップページでこのボタンを押します。

ガイド経歴書の出力（１／２）



17

ガイド経歴書の出力（２／２）

ガイド経歴書を出力する際、表示する
項目を自由に選択することができます。

印刷項目を追加、削除する場合、各項
目の印刷チェックボタンをクリックしてく
ださい。

PDFボタンをクリックすると、ガイド経歴
書を出力することができます。
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ガイド・体験案件の検索や応募
をしたい場合、まずはトップペー
ジでこのボタンを押します。

ガイド・体験案件の検索・応募（１／１１）
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ガイド・体験案件の検索・応募（２／１１）

「検索結果を表示する」をクリックすると、
現時点で応募可能な募集案件及び自
分がアサインされた募集案件が全て表
示されます。

日程やタイトル、言語等で案件を絞り込むこともできます。

※「何を検索しますか」で、「応募済の募集案件」のみにす
ると、自分が応募している案件だけを表示できます。

また、「アサインされた募集案件」のみにすると、自分がア
サインされている案件だけを表示することができます。
予定の確認に活用してください。

案件の検索
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ガイド・体験案件の検索・応募（３／１１）

案件への応募（１／３）

応募したい案件のタイトルをクリッ
クします。
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ガイド・体験案件の検索・応募（４／１１）

案件への応募（２／３）

案件の詳細情報が表示されます。

応募したい役割について、応募ボタンを押し
ます。
※複数の役割に応募することも可能です。

アサインされた場合、アサイン予定日までに
通知メールが届きます。

※アサインされなかった方には通知されませ
んのでご了承ください。
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ガイド・体験案件の検索・応募（５／１１）

案件への応募（３／３）

必要に応じて、応募時コメ
ントを入力してください。ア
ピールポイント等を記載す
ることで、優先的にアサイン
される場合があります。

応募ボタンを押すと、案件
への応募が完了します。
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ガイド・体験案件の検索・応募（６／１１）

応募の取り下げ（１／２）

自分が応募中、又は、アサ
インされている案件は、黄
色く表示されます。

応募を取り下げる場合、
変更ボタンを押します。
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ガイド・体験案件の検索・応募（７／１１）

応募の取り下げ（２／２）

この画面で、応募時コメント
を修正することもできます。

応募取下ボタンを押すと、応
募を取り下げることができま
す。
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ガイド・体験案件の検索・応募（８／１１）

アサイン通知・確認（１／４）

応募取下ボタンを押すと、応
募を取り下げることができま
す。

アサインされると、システム
からアサイン通知メールが
配信されます。

アサインされた場合、システ
ム上でアサインの確認をす
る必要があります。

システムにログインしてくだ
さい。
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アサイン通知の確認をする場
合、まずはトップページでこの
ボタンを押します。

ガイド・体験案件の検索・応募（９／１１）

アサイン通知・確認（２／４）
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ガイド・体験案件の検索・応募（１０／１１）

アサイン通知・確認（３／４）

アサインされた募集案件の
みに絞って検索します。

自分がアサインされた案件が表示されます。

アサイン確認が未完了の案件のタイトルをクリッ
クします。
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ガイド・体験案件の検索・応募（１１／１１）

アサイン通知・確認（４／４）

アサイン確認ボタンを押すと、最終確認
のメッセージが表示されます。
OKを押すと、アサイン確認完了です。


