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団体ご登録者様向け

１．PARTNER団体マイページにログインする

①PARTNER TOPページの右上にある、
「ログイン」をクリック。

ログイン画面に移動します。

②ログインID（ご登録メールアドレス）と
パスワードを入力し、
「団体登録者ログイン」をクリック。

※3回ログインに失敗するとロックがかかります。
※2回続けてログインできなかった場合には、
30分以上時間をおいて再度お試しください。

※ログインエラーの方は、対処方法について
「よくある質問」をご参照ください。

③団体マイページ画面が表示されます。

※複数の端末から同時にログインすることはできません。
ご利用後、ログアウトをすることで、別端末からログインで
きるようになります。

※ご利用後は必ずログアウトください。

団体登録が完了すると、団体マイページにログインいただけます。

https://partner.jica.go.jp/FAQDetail?scContents=02. %E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3ID%E3%81%A8%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
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団体ご登録者様向け

２．団体登録情報を変更する

①団体マイページメニューから、
「登録内容の更新」をクリック。

②変更する箇所の情報を更新後、
「確認」ボタンをクリック。

③表示内容に問題がなければ、
「登録」ボタンをクリックし完了。

ご担当者やメールアドレスなどが変更になった場合は、登録情報をご変更いただけます。

【登録ステータスの変更について】
登録ステータスが「簡易登録団体・企業」の場合、一部の機能を利用いただけません。
（例：求人情報や研修・セミナー情報掲載等）
全ての機能をご利用いただく場合には「国際協力団体」への登録変更が必要となります。

希望される場合は、お問い合わせフォームより、変更希望の旨をご連絡ください。
※登録変更には審査がございますので、まずはご希望の旨をご連絡ください。

https://partner.jica.go.jp/inquiryEdit
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団体ご登録者様向け

３．PARTNERで国際協力人材を探す

①PARTNERにログイン後、
団体マイページの右サイドバーにある
メニューから、「人材閲覧」をクリック。

②「人材閲覧」ページで、
求める国際協力人材登録者の条件を
設定し、検索結果の並び順を選択の上、
「検索」ボタンをクリック。

③下部の検索結果欄に
条件にあった人材が表示されます。

「詳細はこちら」をクリックすることで、人材
の詳細情報を閲覧することができます。

条件を指定して、PARTNERに登録している人材を検索いただけます。

※詳しい操作方法は「人材閲覧/メールボック
ス/お気に入り登録機能活用方法のご案内」を
ご覧ください。

https://partner.jica.go.jp/resource/1599737657000/RegistrantSearchManual


４． PARTNERで国際協力人材にメールを送る
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①人材の詳細情報ページでは、ページ
下部にある「この登録者にメールを送る」
ボタンをクリックすることで、
国際協力人材登録者へメールを送ること
ができます。

※人材の詳細情報ページへのアクセス方法は、
P5「3.PARTNER登録人材を探す」をご覧くだ
さい

団体ご登録者様向け

なお、人材閲覧検索ページの「メール」に
チェックを入れることで、複数人に一括で
メールを送ることも可能です。

②送受信したメールは、
「受信履歴」と「送信履歴」で確認できます。

コンタクトを取りたい国際協力人材に、メールを送りいただけます。

※詳しい操作方法は
「人材閲覧/メールボックス/お気に入
り登録機能活用方法のご案内」を
ご覧ください。

https://partner.jica.go.jp/resource/1599737657000/RegistrantSearchManual


５．送受信したメールを確認する
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①団体マイページメニューより、
「メールボックス」をクリック。

②「メールボックス」ページにて、
直近３ヶ月以内に送受信されたメールを
確認することができます。

タイトルのリンクをクリックすると、
「メール詳細」ページに移動します。

※対象の国際協力人材登録者が、プロフィー
ル公開をしていない場合、リンクをクリックできま
せん。

団体ご登録者様向け

③「メール詳細」ページでは、
送受信したメールの詳しい内容を確認で
きます。

「差出人」の氏名をクリックすると、
差出人(国際協力人材登録者)の詳細
情報が閲覧出来ます。

メールボックスにて、送受信メールをご確認いただけます。



６．PARTNERで国際協力人材をお気に入り登録する
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国際協力人材の詳細情報ページ下部
にある「お気に入り登録する」をクリックす
ると、

団体マイページメニュー
「お気に入り/応募一覧」に登録されます。

※国際協力人材の詳細情報ページへのアクセス方法
は、P5「3.PARTNER登録人材を探す」をご覧ください

団体ご登録者様向け

気になる国際協力人材をお気に入りに登録することができます。
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団体マイページメニューにある「お気に入り/応募一覧」 ページでは、
下記の情報を一覧で確認することができます。

【人材情報お気に入り一覧】
人材閲覧よりお気に入りに登録した
人材の一覧が表示されます。
（メールの一括送信や、お気に入り登録した
国際協力人材を削除をすることもできます。）

【求人 応募一覧】
掲載した求人に応募いただいた
人材の一覧が表示されます。

【研修・セミナー 応募一覧】
掲載した研修・セミナーに応募いただいた
人材の一覧が表示されます。

応募詳細の「詳細」をクリックすると、
応募内容詳細を確認できます。

「編集」をクリックすると、
「備考欄（団体）」にメモを加えることができます。

７．お気に入り登録した人材 / 応募の一覧を確認する
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団体ご登録者様向け

８．求人情報 / 研修・セミナー情報を掲載する

①求人情報の掲載や研修・セミナー情報
の掲載は、団体マイページメニューから
以下の手順でご登録いただけます。

【新規で掲載を行う場合】
「求人情報掲載」または
「研修・セミナー情報掲載」をクリック。

【掲載情報の編集・コピーを行う場合】
「求人情報一覧」または
「研修・セミナー情報一覧」をクリック後、
編集または中止・コピーしたい情報を選択。

②掲載する情報を入力し、
ページ下部にある「確認」ボタンをクリック。

確認画面が表示されますので、
内容に問題がなければ「登録」をクリック。
申請が承認されたら掲載完了です。

※入力途中などで一時的に保存したい
場合は、確認画面のあと「下書き保存」をクリックください。

※PARTNER事務局で
ご登録いただいた申請内容の確認を行っています。

※登録ステータスが「簡易登録団体・企業」の方は、
本機能をご利用いただけません。

PARTNERでは、無料で求人・研修・セミナー情報を掲載いただけます。

※詳しい操作方法は
「活用マニュアル(求人掲載)」をご覧ください。

https://jicaps.my.salesforce.com/sfc/p/#7F000003gVt8/a/2v000000Y12R/fTebqk1WbPHAORPGTNS7CDj14KyCalz7dvngSkd3JGY


９. 団体からのお知らせを掲載する

団体ご登録者様向け
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①団体からのお知らせ掲載は、
団体マイページメニューから
以下の手順でご登録いただけます。

【新規で掲載を行う場合】
「お知らせ情報 登録」をクリック。

【掲載したお知らせを編集する場合】
「お知らせ情報 一覧」より、編集したい
お知らせの右下にある「修正」ボタンをクリック。

②掲載する情報を入力いただき、
「確認」ボタンをクリックしていただくと、
確認画面が表示されます。
内容を確認後、「掲載申請する」をクリック。
申請が承認されたら掲載完了です。

※承認状況はマイページの「お知らせ情報 一覧」
からご確認ください。

※入力途中などで一時的に保存したい
場合は、確認画面のあと「下書き保存」をクリックください。

■お知らせを削除する場合
①団体マイページメニューの「お知らせ情報 一覧」より、
削除したいお知らせの右下にある「修正」ボタンをクリック。

②次のページに表示される「お知らせを削除」ボタンをクリック。

お知らせ・ご案内事項を「団体からのお知らせ」に掲載いただけます。

https://partner.jica.go.jp/OrganizationAnnounPressAllList


「団体からのお知らせ」機能のご利用には、
「登録団体一覧への掲載有無」にチェックが入っている必要があります。

≪操作手順≫
-----------------------------------
①団体マイページメニュー
「登録内容の更新」をクリック。

③活動情報欄にある
「登録団体一覧への掲載有無」をチェック。

④「確認」ボタンをクリック。

⑤「登録」をクリック。

⑥確認
団体マイページ＞右側サブメニュー
下段に以下ボタンが追加されます。
「お知らせ情報 一覧」
「お知らせ情報 登録」

-----------------------------------

※本操作で「登録団体一覧への掲載有無」を
有にすると、「登録団体一覧」ページで検索が
可能になります。

９. 団体からのお知らせを掲載する
ー 「お知らせ情報」のボタンが表示されていない場合

団体ご登録者様向け
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https://partner.jica.go.jp/OrganizationSearch


①PARTNER TOPページの右上にある、
「ログイン」をクリック。

②PARTNERログイン画面下部にある、
パスワード再発行項目
「団体登録の方はこちら」をクリック。
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10．パスワードの再発行手続き

団体ご登録者様向け

(1) 秘密の質問を利用する場合



③ご本人様確認を行います。

＜ステップ１＞
・ログインID（Emailアドレス）
・設立年月（西暦）
を入力し、「確認」をクリック。

＜ステップ２＞
・「秘密の答え」を入力し、
「再発行」をクリック。

ご登録のメールアドレス宛に
自動発行された仮パスワード
（英数字8桁）が届きます。

④受信したメールに記載されているURL
から、再度ログイン画面にアクセス。

ログインID（Emailアドレス）と
発行された仮パスワードを入力し、
「団体登録者ログイン」をクリック。

※入力時には、スペース(空欄)が入らないよう
ご注意ください
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▼ステップ１入力画面

▼ステップ２入力画面

****************@****.com

********

団体ご登録者様向け



⑤仮パスワードで一度ログインすると、
パスワード変更ページに移動します。

こちらから、
新しいパスワードをご設定ください。
入力を終えたら
「パスワードを変更する」をクリック。

※パスワードは、マイページメニューの
「パスワード変更」より、いつでも変更可能です。
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⑥団体マイページが表示されます。

団体ご登録者様向け



10．パスワードの再発行手続き

②お問い合わせフォームより、
以下の情報を入力いただきますよう
お願いいたします。

1.団体名称
2.設立年月（西暦）
3.登録E-mailアドレス

PARTNER事務局にて
ご本人様確認が取れましたら、
ご登録のメールアドレス、
または変更したいメールアドレス宛に
仮パスワードを送付させていただきます。
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ログインIDや秘密の質問をお忘れに
なった場合には、以下の手順に沿って
「お問い合わせフォーム」より
ご連絡ください。

①ログイン画面ページ下部の
パスワード再発行画面より、
「お問い合わせ」ボタンをクリック。

団体ご登録者様向け

(2) ログインIDや秘密の質問をお忘れの場合


