
2004.08.09 Ver1.01 Page-1 

 

大阪大学法学部同窓会 

「青雲会」会員サイト 利用マニュアル 
 

【 目   次 】 

１． ログイン ２ ･････････････････････････････････････････････････････････････････････

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

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

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

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

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

･･･････････････････････････････････

･････････････････････････････････････

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

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

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

２． メニュー ３ 

３． パスワード変更 ４ 

４． ＩＤ／パスワードを忘れた場合に備えて ５ 

５． ＩＤ／パスワードを忘れてしまった時は ７ 

６． 住所や勤務先の変更 ８ 

７． 現住所未確認者の情報をお知らせください １１ 

８． クレジットカードで年会費などを入金する １４ 

９． 過去の入金を問い合わせる １６ 

10． 青雲会事務局への依頼や連絡 １７ 

11． 掲示板 １８ 

2020.4.30 　ver.1.0.1 page-1

2004.08.09 Ver1.01 Page-1 

 

大阪大学法学部同窓会 

「青雲会」会員サイト 利用マニュアル 
 

【 目   次 】 

１． ログイン ２ ･････････････････････････････････････････････････････････････････････

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

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

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

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

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

･･･････････････････････････････････

･････････････････････････････････････

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

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

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

２． メニュー ３ 

３． パスワード変更 ４ 

４． ＩＤ／パスワードを忘れた場合に備えて ５ 

５． ＩＤ／パスワードを忘れてしまった時は ７ 

６． 住所や勤務先の変更 ８ 

７． 現住所未確認者の情報をお知らせください １１ 

８． クレジットカードで年会費などを入金する １４ 

９． 過去の入金を問い合わせる １６ 

10． 青雲会事務局への依頼や連絡 １７ 

11． 掲示板 １８ 

2004.08.09 Ver1.01 Page-1 

 

大阪大学法学部同窓会 

「青雲会」会員サイト 利用マニュアル 
 

【 目   次 】 

１． ログイン ２ ･････････････････････････････････････････････････････････････････････

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

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

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

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

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

･･･････････････････････････････････

･････････････････････････････････････

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

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

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

２． メニュー ３ 

３． パスワード変更 ４ 

４． ＩＤ／パスワードを忘れた場合に備えて ５ 

５． ＩＤ／パスワードを忘れてしまった時は ７ 

６． 住所や勤務先の変更 ８ 

７． 現住所未確認者の情報をお知らせください １１ 

８． クレジットカードで年会費などを入金する １４ 

９． 過去の入金を問い合わせる １６ 

10． 青雲会事務局への依頼や連絡 １７ 

11． 掲示板 １８ 



2004.08.09 Ver1.01 Page-2 

 

ご 注 意 

ブラウザは Windows 版 IE5 以上をご使用ください。

その他のＯＳやブラウザをご使用の場合、正常に

動作しないことがあります。 

１. ログイン 

青雲会会員の皆様１人ずつに「会員ＩＤとパスワード」を発行しています。ご

自分の「会員ＩＤとパスワード」は忘れないよう大切に保管してください。 

また、万一その「会員ＩＤとパスワード」が第三者に知れると、青雲会に登録

されているあなたの個人情報が改ざんされたり削除される可能性がありま

す。十分ご注意ください。 

 

 

① 会員のページに移動すると最初に『ログイン画面』が表示されます。 

お知らせしてある「会員ＩＤ」と「パスワード」を入力してください。 

 

② 「会員ＩＤ」または「パスワード」に誤りがあるとエラーメッセージが表示さ

れます。 

 

※ログインしても２０分以上同じ画面のまま放置すると自動的にログアウト

し、再度ログインが必要となります。 
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ブラウザは、最新型のものをご利用ください。2020年 4
月時点での IE、chrome 他、各ブラウザ最新版にて確認を
行なっています。旧式のブラウザでの閲覧の際は正常に作
動しない場合があります。
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２. メニュー 

このページが会員サイトのメニューページです。 

尚、会員のページはすべてＳＳＬによって暗号化され通信されます。皆様の

個人情報が通信途中に盗聴されたり、改ざんされることはありません。 

画面の左下のシールはその証明です。クリックすると証明書が表示されま

す。 

 

 

① ○○○○様の新着情報 

 

会員の方それぞれにお伝えしたいメッセージがある場合、ここに表示さ

れます。 

始めてログインした時には、メールアドレスの登録を促すメッセージが

表示されます。クリックして『連絡用Ｅメールアドレス』を必ずご登録くだ

さい。 
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画面中央下のシールはその証明です。クリックすると証明書が表示されます。
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３. パスワード変更 

パスワードは会員自身で変更できます。５文字以上、１０文字以下の英数

字を使用ください。 

また、生年月日などは避け、他人が推測できないものを登録ください。 

尚、会員個人の責任によって、第三者が会員の会員ＩＤ／パスワードを使っ

て個人情報を参照したり、改ざんした場合、青雲会は一切の責任を負いま

せん。くれぐれもご注意ください。 

 

 

① 新しいパスワードの入力 

 

現在のパスワードと、新しく設定するパスワードを入力してください。 

新しく設定するパスワードは入力間違いがないよう、同じ内容を２度入

力してください。 

 

② メールアドレス ／パスワード忘れ対策の登録 

 

ＩＤ／パスワードを忘れた場合に備えて「リマインダ」の登録を行うこと

ができます。また、青雲会事務局から会員にメール連絡をおこなう場合

のメールアドレスの登録も、ここから行います。 
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（必ず英数混在文字をご使用ください。）

「連絡用 E メールアドレス」は必ずご登録ください。
登録されていない場合、事務局からの大切なお知らせなどをご送
信することができません。
また、一部「会員メニュー」の機能がご利用いただけません。

重要
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４. ＩＤ／パスワードを忘れた場合に備えて 

－パスワード忘れ対策（リマインダ）の登録 

 

青雲会事務局からの連絡用Ｅメールアドレスの登録と、リマインダの登録を

行います。 

 

① 連絡用Ｅメールアドレスの登録 

「連絡用Ｅメールアドレス」は必ず登録してください。登録されていない

場合、利用できない機能があります。 

登録時は、間違いを防ぐため同じメールアドレスを２度入力ください。 

尚、メールアドレスは重複できませんので、ご夫婦とも青雲会会員で同

じメールアドレスをお使いの場合でも、別々のメールアドレスをご登録く

ださい。 

 

② リマインダの登録 

もし会員ＩＤやパスワードを忘れてしまった場合、こちらから登録した質

問に正しく答えると、連絡用Ｅメールアドレスに会員ＩＤとパスワードをお

送りします。 

またその場合、お送りした会員ＩＤとパスワードでログイン後に、パスワ

ードを変更されることをお薦めします。 

 

質問と回答は２セットとも入力してください。当然貴方しか知り得ない内

容にしてください。 

また、回答は大文字・小文字、全角・半角など厳密に同じでないと正解

と見なされません。 
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「連絡用 E メールアドレス」は必ず登録してください。登録さ
れていない場合、利用できない機能があります。
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４. ＩＤ／パスワードを忘れた場合に備えて－２ 

－パスワード忘れ対策（リマインダ）の登録 

 

① 入力内容の確認 

 

入力した内容に間違いがなければ、［実行］ボタンを押してください。 
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［設定する］ボタンを押してください。
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５. ＩＤ／パスワードを忘れてしまった時は 

会員ＩＤ、パスワードを忘れてログインできなくなった場合、「連絡用Ｅメール

アドレス」と「リマインダ」を登録していると、会員ＩＤ／パスワードをメールで

お送りします。 

 

 

① Ｅメールアドレスと姓名の入力 

 

『会員ログインページ』の「会員ＩＤ／パスワードを忘れた方」をクリックし

てください。 

『リマインダの入力ページ』（右上）が表示されますので、登録した「連絡

用Ｅメールアドレス」と「姓」「名」を入力してください。 

 

② 質問に対する答えを入力 

 

登録した質問に対する答えを正確に入力してください。スペース、大文

字小文字、全角半角など登録した内容と全く同じでないと正解と見なさ

れません。 

正解の場合、会員ＩＤとパスワードは直ちにメールで送信します。 

尚、その会員ＩＤとパスワードでログイン後、念のためパスワードを変更

しておかれることをお薦めします。 
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『リマインダの入力ページ』（右上）が表示されますので、登録してい
る「連絡用 E メールアドレス」と「姓」「名」を入力してください。
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６. 住所や勤務先の変更 

青雲会に登録されているご自身の住所や勤務先の内容を、確認したり訂

正したりできます。引越や転勤などで住所や電話番号が変更になったり、

勤務先が変わった場合は、この画面から訂正をしてください。 

尚、これらの情報は他の会員の方には一切公表いたしません。 

 

 

① 現在の登録内容の表示 

 

青雲会に現在登録されている情報が表示されます。 

住所や勤務先などを訂正する場合、［修正］ボタンからお進みください。 
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［変更する］ボタンからお進みください。

尚、これらの情報は他の会員の方には一切公表いたしません。
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６. 住所や勤務先の変更－２ 

最初に現在の登録内容が表示されていますので、変更する項目を再入力

してください。 

 

① お名前 

結婚されたり改名された場合、現在の姓または名を旧姓名に移して、

変更後の姓名を氏名欄に入力してください。 

② 自宅住所 

郵便番号から個人用のメールアドレスまでを入力ください。 

郵便番号を入力して右側の［郵便番号→住所変換］ボタンを押すと、自

動で都道府県から町名までが入力されます。 

③ 勤務先情報・勤務先住所 

勤務先名や勤務先の住所、会社でのメールアドレスまでを入力してくだ

さい。入力された職業を退職されて、現在無職の方は、「退職」にチェッ

クをしてください。 

④ 留守宅住所 

単身赴任や海外勤務などで、自宅住所での連絡が困難な方は、こちら

に連絡先の住所を入力してください。 

⑤ 事務局からの連絡 希望送付先 

事務局から「青雲会会報」や「青雲会総会の通知」などのご連絡を差し

上げる場合、希望する送付先を指定してください。 
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６. 住所や勤務先の変更－２ 

最初に現在の登録内容が表示されていますので、変更する項目を再入力

してください。 

 

① お名前 

結婚されたり改名された場合、現在の姓または名を旧姓名に移して、

変更後の姓名を氏名欄に入力してください。 

② 自宅住所 

郵便番号から個人用のメールアドレスまでを入力ください。 

郵便番号を入力して右側の［郵便番号→住所変換］ボタンを押すと、自

動で都道府県から町名までが入力されます。 

③ 勤務先情報・勤務先住所 

勤務先名や勤務先の住所、会社でのメールアドレスまでを入力してくだ

さい。入力された職業を退職されて、現在無職の方は、「退職」にチェッ

クをしてください。 

④ 留守宅住所 

単身赴任や海外勤務などで、自宅住所での連絡が困難な方は、こちら

に連絡先の住所を入力してください。 

⑤ 事務局からの連絡 希望送付先 

事務局から「青雲会会報」や「青雲会総会の通知」などのご連絡を差し

上げる場合、希望する送付先を指定してください。 
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修正が完了したら［次へ］ボタンを押してください。

郵便番号から携帯電話のメールアドレスまでを入力ください。
郵便番号を入力すると自動で都道府県から町名までが入力されます。

（自動で表示されない場合は、お手数ですが手動でご入力ください。）

その他
青雲会でのクラブ活動（同好会加入状況）や出身高校、出身ゼミ名を入力してください。

⑥
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６. 住所や勤務先の変更－３ 

 

① 変更内容の確認 

 

内容に間違いがなければ［実行］ボタンを押してください。 

変更内容は即座に反映されます。 
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［更新する］ボタンを押してください。

［更新する］ボタンを押さないと、変更は完了しません。



2004.08.09 Ver1.01 Page-14 

 

８. クレジットカードで年会費などを入会する 

 

年会費は、郵便振替に加えてクレジットカードでも入金していただけます。

ただし、ＪＣＢ・ＶＩＳＡ青雲会カードや口座引き落としをご利用の会員は、従

来通り年１回銀行口座から自動引き落としさせていただきますので、クレジ

ットでの入金はできません。 

その他年会費以外でも、例年の総会費などの各種入金にクレジットカード

が利用いただけます。各種入金につきましては都度会員の皆様にご案内

いたします。 

 

① お申し込みフォーム 

「年会費欄」と「その他ご入金欄」に分かれています。 

「年会費欄」では本年度の会費が未入金の方は、選択欄で選択ができ

るようになります。 

「その他ご入金欄」には、総会費などの入金を受け付けている期間は、

その内容が表示され、選択欄で選択ができるようになります。 

選択方法は内容によって異なり、１．チェックをする。 ２．数量を入力

する。 ３．金額を入力する。の３通りがあります。 

② お申し込み内容の確認 

ご入金される内容に間違いないか確認してください。 

③ クレジットカード情報の入力 

クレジットカード情報を正確に入力してください。 

使用できるクレジットカードは右の４種類です。 

お支払方法は「一括払い」のみになります。 
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年会費は、郵便振替やコンビニ決済に加えてクレジットカードでもご入金いた
だけます。
クレジットカードは、VISA、MASTER、JCB、AMERICANEXPRESS、ダイナース
がご利用いただけます。

選択方法は内容によって異なり、1. チェックをする。　２. 金額を入力し
てチェックする。の２通りがあります。

［次へ］のボタンを押すと、決済代行会社（GMO ペイメントゲートウェイ）
のシステムへ移行します。画像は次ページ
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８. クレジットカードで年会費などを入会する－２ 

 

① お申込内容、クレジットカード情報の確認 

最終の確認画面です。 

内容に間違いがなければ［実行］ボタンを押してください。 

ご利用金額は、クレジット会社により所定の期日に銀行口座より引き落

とされます。 

※万一間違って［実行］ボタンを押してしまった場合、すぐに『事務局へ

の依頼・連絡』からご連絡ください。 

② 受付終了画面 

正常に処理されると右下の受付終了画面が表示されます。 
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①支払い情報の確認（お支払い方法の選択）
　決済代行会社（GMO ペイメントゲートウェイ）の支払い画面へ移動します。

　画面に表示されている金額が正確かどうかを確認して間違いがなければ、

　「お支払い方法をお選びください」の項目にあるクレジットのチェックマーク（◯印）

　をクリックした後、ページ下部の〔進む〕ボタンを押してください。

　※支払い方法はクレジットカードしか選べません。

②クレジットカード情報の入力（必要事項を記入）
　クレジットカード情報を正確に入力してください。

　使用できるカードは右の 5 種類です。

　お支払い方法は「一括払い」のみになります。

　カード情報を入力後〔確認する〕ボタンを押してください。

③お申込内容、クレジットカード情報の確認（確認して手続き）
　最終の確認画面です。

　内容に間違いがなければ〔決済する〕ボタンを押してください。

　支払いが完了します。　  （お支払い手続き完了）画面へ

　ご利用金額はクレジット会社により所定の期日に銀行口座より引き落とされます。

※〔決済する〕ボタンを押さずに戻りますと、決済が完了しません。必ず〔決済する〕ボタンを

押して決済を完了した後、会員システムへ戻ってください。

※万一間違って［決済する］ボタンを押してしまった場合は、すぐに

（17 ページ参照）からご連絡ください。

7 . クレジットカードで年会費などを7
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９. 過去の入金を問い合わせる 

 

① お申込内容、クレジットカード情報の確認 

１９９８年度以降の年会費入金、および２００４年度以降の各種入金を

ご自分で確認できます。 

 

※２００４年８月９日時点では、２００３年以前の年会費はデータ整備中

につき確認していただくことはできません。 
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７. 現住所未確認者の情報をお知らせください 

 

青雲会から郵送した会報や各種案内が宛先不明になったりして、現住所

が分からなくなった会員のリストです。 

ご友人でご存じの方がいらっしゃれば、ぜひ事務局にご連絡ください。 

 

 

① 卒業年の選択 

 

卒業年を選択してください。 

表示されていない卒業年がある場合、その卒業年には住所が分から

ない会員はいらっしゃいません。 
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７. 現住所未確認者の情報をお知らせください－２ 

 

① 氏名の選択 

 

連絡先をご存じの方がいらっしゃれば氏名を選択してください。 

次に情報入力用の画面が表示されます。 
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７. 現住所未確認者の情報をお知らせください－３ 

入力フォームにご本人と連絡が取れるような情報を入力してください。 

メールアドレスやご自宅の電話番号だけでも結構です。 

入力いただいた情報を元に事務局でご本人に連絡し、直接住所等の確認

を行います。 

よって、正しい情報であった場合も「現住所未確認者リスト」からその方が

削除されるまでには多少の時間がかかります。 

 

 

① 連絡先の入力 

 

ご本人やご家族の方と連絡が取れるような情報をご記入ください。 

都市名や会社名だけでは連絡は取れません。 

すべての項目を入力しなくても結構です。 

また、事務局に直接伝えたいメッセージがある場合、通信欄にご記入く

ださい。 

 

②  入力内容の確認 

 

次に入力内容の確認画面が表示されますので、内容に間違いがなけ

れば［実行］ボタンを押してください。 
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情報の入力が完了したら［次へ］ボタンを押してください。

［登録］ボタンを押してください。
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10. 青雲会事務局への依頼や連絡 

青雲会事務局への問い合わせや各種の依頼事項は、こちらからご連絡く

ださい。青雲会担当者に直接メールが届きます。 

 

 

① 依頼／連絡文の入力 

 

「依頼・連絡の種類」を選択して内容をご記入ください。 

氏名やメールアドレスを記入する必要はありませんが、「事務局からの

連絡用Ｅメールアドレス」が未登録の場合、このページから事務局への

連絡はできません。 

 

 

② 入力内容の確認 

 

内容に間違いがなければ［送信］ボタンを押してください。 
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氏名やメールアドレスを記入する必要はありませんが、事務局からの「連
絡用 E メールアドレス」が未登録の場合、このページから事務局への連絡
はできません。
※このページ上部の「こちらから」より、「連絡用 E メールアドレス」を登
録することができます。




