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1 スポットコンサル取引のご利用 

1.1 会員登録 

【メールアドレスによる会員登録手順】 

① 以下のサイトにアクセスし、ログイン画面を開きます。利用登録画面を開きます。 

会員登録するために[新規会員登録]ボタンを押下します。 

 

▼コンパスシェア ― ログイン画面 

  https://con-path.axc.ne.jp/signin 

 

 

 

  

①ボタンを押下します 
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② 各項目を入力します。 

③ 「コンパスシェア利用規約、および個人情報の取り扱い」をクリックすると、利用規

約ダイアログが表示されます。規約内容を確認して下さい。 

④ [上記の規約に同意して会員登録する]ボタンを押下します。 

 

注釈：他社サービスを利用して登録で、ビジネスｄアカウントのログインを押下する

と、ビジネスｄアカウントによる会員登録となります。 

選択する場合は、「ビジネスｄアカウントによる会員登録手順」を参照してください。 

 

②各項目を 

入力します 

③規約内容を確認します 
④最後に[上記の規約に同意して

会員登録する]ボタンを押下します 
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注釈：企業名を登録する際には、正式名称を全て全角文字（英数字も対象）で入力する

と、条件に一致する企業のリストが表示されますので、表示されたリストから選択するよ

うにしてください。また、企業名のリストが表示されるまでに数秒のタイムラグが発生す

る場合がありますので、文字入力後、数秒時間をおきながらご入力頂けますと幸いです。 

 

 

  

表示されたリストから 

選択してください 
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⑤  [新規登録完了]画面が表示されたら、会員登録は完了です。 

 

注釈：メールアドレスのユーザーが登録済みの場合、新規登録完了画面が表示されず

に、利用登録画面の上部に「! email は既に使用されています」と表示されます。 

その場合は、メールアドレスに紐づいたビジネスｄアカウントのユーザーの登録状況

を見直してください。 

 

続いて、企業の基本情報を登録するために、手順【1.2 企業プロフィールを登録する】

へお進みください。 
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【ビジネスｄアカウントによる会員登録手順】 

① 以下のサイトにアクセスし、ログイン画面を開きます。利用登録画面を開きます。 

会員登録するために[ビジネスｄアカウントのログイン]ボタンを押下します。 

 

▼コンパスシェア ― 利用登録画面 

  https://con-path.axc.ne.jp/signin 

 

 

 

  

①ボタンを押下します 
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② ビジネスｄアカウント認証に成功していない場合は認証画面が表示されます。 

お持ちのビジネスｄアカウントの ID やパスワードを入力して、認証を完了させてくだ

さい。 

 

注釈：ビジネスｄアカウント認証に成功している場合は、認証手続きは省略されま

す。手順③へ進んでください。 
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③ 認証が完了すると、利用登録画面が表示されます。各項目にはビジネスｄアカウント

に紐づいた情報が表示されているため、必要に応じて入力します。 

注釈：ビジネスｄアカウントに紐づいたメールアドレスのユーザーが登録済みの場

合、「! 既に登録されているメールアドレスです。ログイン画面に戻ってメールアドレ

ス/パスワードでのログインを行ってください」と表示されます。 

 
④ 「コンパスシェア利用規約、および個人情報の取り扱い」をクリックすると、利用規

約ダイアログが表示されます。規約内容を確認してチェックして下さい。 

⑤ [上記の規約に同意して会員登録する]ボタンを押下します。 

 

③必要に応じて

入力します 

④規約内容を確認して、

チェックします 
⑤最後に[上記の規約に同意して

会員登録する]ボタンを押下します 
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⑥ [新規登録完了]画面が表示されたら、会員登録は完了です。 

 
 

続いて、企業の基本情報を登録するために、手順【1.2 企業プロフィールを登録する】

へお進みください。 
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1.2 企業プロフィールを登録する 
① コンパスシェアにログインし、ページ上部の[マイページ]メニューをクリックします。 

② [変更する]ボタンを押下します。 

 
 

  

①[マイページ]メニュ

ーをクリックします 

②[変更する]ボタン

を押下します 
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③ 各項目を入力します。 

注釈：これらの情報（「依頼者表示名」除く）は、依頼者がコンサルタントへオファー

を出すタイミングで、コンサルタントへ表示される情報となり、それまではコンサル

タントには公開されません。「依頼者表示名」は、オファー前（企業プロフィール開示

前）の段階で表示する名称となり、オファー後は「依頼者表示名」が、ご登録頂いた

企業名に置き換わり表示されます。 

 

④ [登録する]ボタンを押下します。 

 

 

 

③各項目を入力します 

④押下します 
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⑤ 画面上部に[企業プロフィールを変更しました。]と表示が出たら完了です。 

 

 

企業プロフィールの登録が完了したら、続いて手順【1.3相談を登録する】へ進んでくださ

い。また、研修を申し込む場合は【1.4 研修を申し込む】へ進んでください。 

 

 

  

⑤[企業プロフィールを変更しました。]と

表示が出ることを確認します 
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1.3 相談を登録する 
相談を登録する方法として、下記の方法があります。 

・新規に相談を登録する方法 

【公募相談を登録する手順】、又は【指名相談を登録する手順】を参照してください。 

・コンサルタントを探して新規に相談を登録する方法 

【コンサルタントを探して相談登録する手順】を参照してください。 

・コンサルタントを指定して新規に相談を登録する方法 

【コンサルタントを再オファーして相談登録する手順】を参照してください。 

・選択した相談内容をコピーして別の案件として新規に相談を登録する方法 

【作成済みの公募相談をコピーして相談登録する手順】、又は 

【作成済みの指名相談をコピーして相談登録する手順】を参照してください。 
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【公募相談を登録する手順】 

① コンパスシェアにログインし、[相談を登録する]メニューをクリックします。 

 

  

①[相談を登録する]メニュー

をクリックします 
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② サービス選択画面が表示されます。 

依頼方法として、[公募する]ボタンを押下します。 

依頼内容として、依頼したい内容を押下します。（例では[相談を依頼する]を選択） 

③ [次へ]ボタンを押下します。 

 

 

  

②[公募する]を押下し

ます 

②[相談を依頼する]を

押下します 

③[次へ]ボタンを押下

します 
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④ テンプレート選択画面が表示されます。 

使用したいテンプレートの[このテンプレートを利用して相談登録]ボタンを押下します。 

注釈：相談の依頼目的に該当するテンプレートを選択してください。 

意見をお聞きしたい場合…「〇〇〇〇について意見を聞きたい」 

課題整理したい場合…「〇〇〇〇をしたいので課題整理をしてほしい」 

業界の動向を知りたい場合…「〇〇〇〇業界の動向が知りたい」 

上記に該当しない場合…テンプレートなし 

 
 

  

③[このテンプレートを利用して

相談登録]ボタンを押下します 

③[このテンプレートを利用して

相談登録]ボタンを押下します 

③[このテンプレートを利用して

相談登録]ボタンを押下します 

③[このテンプレートを利用して

相談登録]ボタンを押下します 
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⑤ 案件登録画面が開きます。設問に従い、登録を進めていきます。 

手順②で選択した依頼内容により、表示される設問は異なります。 

ここでは[相談を依頼する]を選択した場合の設問を表示しています。 

最初の設問「相談したいテーマ領域を教えてください。」の該当項目を選択します。 

注釈：公募相談のため、画面上部に「✓ 案件を公募する”公募案件”の内容を登録して

ください」と表示されます。 

 

 

  

⑤該当項目を選択します 
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⑥ 続いて「相談タイトルを記載してください。」に相談のタイトル名を記入します。 

この項目は、テンプレートを選択していた場合にテンプレートの内容が反映されます。 

⑦ 「相談したい内容を詳しく記載ください。」に相談内容を記入します。 

この項目は、テンプレートを選択していた場合にテンプレートの内容が反映されます。 

注釈：できる限り詳しくご相談内容をご記載ください。相談内容の情報量が事前にあ

った方が、コンサルタントがアドバイスしやすくなります。 

⑧ 「ミーティングのアジェンダについて」にアジェンダ内容を記入します。 

この項目は、テンプレートを選択していた場合にテンプレートの内容が反映されます。 

＜〇〇〇〇について意見を聞きたい選択時＞ 

 
  

⑥相談タイトルを入力します ⑦相談内容を入力します 

⑧アジェンダを入力します 
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＜〇〇〇〇をしたいので課題整理をしてほしい選択時＞ 

 
＜〇〇〇〇業界の動向が知りたい選択時＞ 

 

⑥相談タイトルを入力します ⑦相談内容を入力します 

⑧アジェンダを入力します 

⑥相談タイトルを入力します ⑦相談内容を入力します 

⑧アジェンダを入力します 
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＜テンプレートなし選択時＞ 

 
 

  

⑥相談タイトルを入力します ⑦相談内容を入力します 

⑧アジェンダを入力します 
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⑨ 続いて「説明資料、インプット資料のアップロード」には、コンサルタントの参考と

なるような説明資料や会議資料などの資料を、必要に応じてアップロードできます。 

こちらは貴社がオファーし、マッチングが完了したコンサルタントにのみ開示される

情報となります。 

⑩ 「公開期限はいつまでにしますか？」には、公開期限を選択します。最大 14 日先の日

程まで選択可能です。 

 

 

  

⑩公開期限を選択します 

（最大 14 日先まで設定できます） 

⑨必要に応じて、ファイルをアップロードします 
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⑪ 「コンサルタントに依頼したい内容を選んでください。」には、依頼するプランを選択

します。プランによって価格が変わりますのでご確認の上お進みください。 

⑫ 続いて、クーポンをお持ちの場合には、[クーポンコード]欄にお持ちのクーポンコード

を入力し、[適用]ボタンを押下します。 

注釈：[適用]ボタン押下後、クーポン適用後の料金が画面上に表示されます。クーポ

ンが反映されていることを必ずご確認頂き、残りの手順に進んでください。 

報酬額よりクーポン値引額の方が高い場合は、適用ボタン押下時にメッセージが表示

されますので、クーポンの見直しをご検討してください。 

⑬ 「支払い方法を選択してください。」では、この相談のお支払方法を選択します。 

注釈：「請求書で支払う」は、請求書払い申請を行い、利用回数が残っている場合に選

択することができ、残りの利用回数が 0 回の場合はグレーアウト表示され選択できな

くなります。 

また、クーポンの利用によりお支払金額が 0 円になった場合は、支払方法の選択項目

は不要となり非表示となります。 

 

 

  

⑪依頼するプランを選択します 

⑬お支払方法を選択します 

⑫クーポンをご利用の場合には、入

力欄にお持ちのクーポンコードを入

力し、[適用]ボタンを押下します 
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⑭ 続いて「コンサルタントに求める経験や事前確認質問を記載してください。」に事前確

認項目や質問事項などを記入します。 

この項目は、テンプレートを選択していた場合にテンプレートの内容が反映されます。 

＜〇〇〇〇について意見を聞きたい選択時＞ 

 

＜〇〇〇〇をしたいので課題整理をしてほしい選択時＞ 

 

＜〇〇〇〇業界の動向が知りたい選択時＞ 

 

⑭事前確認や質問事項を入力します 

⑭事前確認や質問事項を入力します 

⑭事前確認や質問事項を入力します 
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＜テンプレートなし選択時＞ 

 

 

 

 

  

⑭事前確認や質問事項を入力します 
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⑮ 「求めるコンサルタントが見つかりやすいよう、タグをつけましょう。」では、相談内

容に関するキーワードを「タグ」として設定します。おすすめタグを押下して選択す

るか、入力欄にご自身で任意の文字を入力し、タグとして設定します。 

⑯ 「次へ」ボタンを押下します。 

 

設定内容を一時的に保存したい場合は、[下書き保存]ボタンを押下します。 

注釈：下書き保存が成功すると、画面上部に「✓ 下書きを保存しました。」と表示され

ます。下書き保存した所から再開する場合は【下書き保存から再開する手順】を参照

してください。 

  

⑯押下します 

⑮任意のタグを設定する場

合はここに入力します 
⑮おすすめタグから選択する場

合には該当項目を押下します 
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⑰ 入力内容を確認の上、[登録する]ボタンを押下します。 

 
 

  

⑰押下します 
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⑱ [相談の登録が完了しました]というメッセージの画面に遷移したら、相談の登録は完了

です。 

注釈：現時点ではまだ相談が公開されていません。相談を公開するためには、事前に

企業プロフィール情報とお支払い情報の登録が必要となります。 

 

 

 クーポン利用などでお支払い金額が０円になる場合や、お支払方法の選択で請求書払い

を選択した場合は、下記の画面へ遷移します。 

 
 

 相談の公開に向け、続いて手順【1.5 お支払い情報を登録する】に進んでください。 
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【指名相談を登録する手順】 

① コンパスシェアにログインし、[相談を登録する]メニューをクリックします。 

 

  

①[相談を登録する]メニュー

をクリックします 
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② サービス選択画面が表示されます。 

依頼方法として、[指名する]ボタンを押下します。 

依頼内容として、依頼したい内容を押下します。（例では[資料作成を依頼する]を選択） 

③ [次へ]ボタンを押下します。 

 

 

  

②[指名する]を押下し

ます 

②[資料作成を依頼す

る]を押下します 

③[次へ]ボタンを押下

します 
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④ テンプレート選択画面が表示されます。 

使用したいテンプレートの[このテンプレートを利用して相談登録]ボタンを押下します。 

注釈：相談の依頼目的に該当するテンプレートを選択してください。 

調査レポートの作成…「〇〇〇〇業界の市場調査レポートを作成してほしい」 

事業計画書の作成…「〇〇〇〇の新規事業立ち上げ時の事業計画書を作成してほし

い」 

人事制度設計資料の作成…「〇〇〇〇向けの人事制度設計資料を作成してほしい」 

上記に該当しない場合…テンプレートなし 

 

  

③[このテンプレートを利用して

相談登録]ボタンを押下します 

③[このテンプレートを利用して

相談登録]ボタンを押下します 

③[このテンプレートを利用して

相談登録]ボタンを押下します 

④[このテンプレートを利用して

相談登録]ボタンを押下します 
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⑤ 新たにコンサルタントを探す画面が表示され、取引完了実績の無い全てのコンサルタ

ントを見ることができます。この中から相談にあったコンサルタントを選択します。 

過去のマッチングからコンサルタントを選択する場合は、[過去にマッチングしたコン

サルタントを探す]ボタンを押下します。（手順⑥へ進んでください） 

 

コンサルタントを絞り込む方法として、職歴から探す方法や、おすすめタグから探す

方法、評価点から探す方法があります。 

<職歴から探す手順>  

（1） 職歴から探すメニューの中から相談に合致する項目をクリックします。 

クリックすると項目が選択状態になり、選択項目に合致するコンサルタントのみを

表示します。 

<おすすめタグから探す手順>  

（2） おすすめタグから探すメニューの中から相談に合致する項目をクリックします。 

クリックすると項目が選択状態になり、選択項目に合致するコンサルタントのみを

表示します。 

<評価点から探す手順>  

（3） 評価点から探すメニューの中から相談に合致する項目をクリックします。 

クリックすると項目が選択状態になり、選択項目に合致するコンサルタントのみを

表示します。 

注釈：職歴から探すメニュー、おすすめタグから探すメニュー、評価点から探すメニュー

で選択できる項目は１件のみ選択できます。また、職歴から探すメニューで選択した項

目、おすすめタグから探すメニューで選択した項目、評価点から探すメニューで選択した

項目を合わせて検索することはできません。（職歴から探すメニューで選択した項目は、お

すすめタグから探すメニューで項目を選択、または評価点から探すメニューで項目を選択

するとクリアされます） 

 

注釈：条件に合致するコンサルタントは最大 10 名まで表示されます。 

表示されるコンサルタントには優先度があり、最も優先度が高いものは、自己紹介文と評

価点が記入されているコンサルタントとなり、評価点が高い順に表示されます。 

次に優先度が高いものは、自己紹介文が記入されたコンサルタントとなり、評価点が無い

ためランダム順で表示されます。 

次に優先度が高いものは、職歴と評価点が記入されたコンサルタントとなり、評価点が高

い順に表示されます。 

次に優先度が高いものは、職歴が記入されたコンサルタントとなり、評価点が無いためラ

ンダム順で表示されます。 

最後に、上記以外のコンダルタントになります。 
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対象となるコンサルタントが見つかったら、[このコンサルタントへオファーする]ボタ

ンを押下します。（手順⑦へ進んでください） 

注釈：コンサルタントの職歴について、デフォルトでは直近の職歴のみ表示されていま

す。職歴が複数あるコンサルタントは画面内に「過去の職務履歴をすべて表示」が記載さ

れているので、すべての職歴を確認する場合はクリックして展開してください。展開後は

「過去の職務履歴を閉じる」をクリックすると直近の職歴のみの表示に戻ります。 

 

(1)絞り込み対象の職歴

を選択します 

(2)絞り込み対象のおす

すめタグを選択します 

(3)絞り込み対象の評価

点を選択します 

クリックすると、過去の職歴

を展開します。 

⑤[このコンサルタントへオファーする]

ボタンを押下クします 
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⑥ 過去にマッチングしたコンサルタントを探す画面が表示され、取引完了実績の有る全

てのコンサルタントを見ることができます。この中から相談にあったコンサルタント

を選択します。 

注釈：[相談の情報を確認する]ボタンを押下すると、過去に行った相談内容を確認するこ

とができます。 

対象となるコンサルタントが見つかったら、[このコンサルタントへオファーする]ボタ

ンを押下します。（手順⑦へ進んでください） 

注釈：コンサルタントの職歴について、デフォルトでは直近の職歴のみ表示されていま

す。職歴が複数あるコンサルタントは画面内に「過去の職務履歴をすべて表示」が記載さ

れているので、すべての職歴を確認する場合はクリックして展開してください。展開後は

「過去の職務履歴を閉じる」をクリックすると直近の職歴のみの表示に戻ります。 

 
 

  

⑥[このコンサルタントへオファーする]

ボタンを押下クします 

クリックすると、過去の職歴

を展開します。 
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⑦ 案件登録画面が開きます。設問に従い、登録を進めていきます。 

手順②で選択した依頼内容により、表示される設問は異なります。 

ここでは[資料作成を依頼する]を選択した場合の設問を表示しています。 

最初の設問「相談したいテーマ領域を教えてください。」の該当項目を選択します。 

注釈：指名相談のため、画面上部に「! 指名するコンサルタント「xxxxxxxxx」さんへ

オファーする内容を登録してください」と表示されます。 

 

 

  

⑦該当項目を選択します 
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⑧ 続いて「相談タイトルを記載してください。」に相談のタイトル名を記入します。 

この項目は、テンプレートを選択していた場合にテンプレートの内容が反映されます。 

⑨ 「相談したい内容を詳しく記載ください。」に相談内容を記入します。 

この項目は、テンプレートを選択していた場合にテンプレートの内容が反映されます。 

注釈：できる限り詳しくご相談内容をご記載ください。相談内容の情報量が事前にあ

った方が、コンサルタントがアドバイスしやすくなります。 

⑩ 「公開期限はいつまでにしますか？」には、公開期限を選択します。最大 14 日先の日

程まで選択可能です。 

＜〇〇〇〇業界の市場調査レポートを作成してほしい選択時＞ 

 

＜〇〇〇〇の新規事業立ち上げ時の事業計画書を作成してほしい選択時＞ 

 

⑧相談タイトルを入力します ⑨相談内容を入力します 

⑩公開期限を選択します 

（最大 14 日先まで設定できます） 

⑧相談タイトルを入力します ⑨相談内容を入力します 

⑩公開期限を選択します 

（最大 14 日先まで設定できます） 
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＜〇〇〇〇向けの人事制度設計資料を作成してほしい選択時＞ 

 

＜テンプレートなし選択時＞ 

 

 

  

⑧相談タイトルを入力します ⑨相談内容を入力します 

⑩公開期限を選択します 

（最大 14 日先まで設定できます） 

⑧相談タイトルを入力します ⑨相談内容を入力します 

⑩公開期限を選択します 

（最大 14 日先まで設定できます） 
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⑪ 「報酬額を入力してください。」には、作成してほしい資料に合わせて報酬額を設定し

てください。金額は 1,000 円～1,000,000 円の間で設定できます。 

⑫ 続いて、クーポンをお持ちの場合には、[クーポンコード]欄にお持ちのクーポンコード

を入力し、[適用]ボタンを押下します。 

注釈：[適用]ボタン押下後、クーポン適用後の料金が画面上に表示されます。クーポ

ンが反映されていることを必ずご確認頂き、残りの手順に進んでください。 

報酬額よりクーポン値引額の方が高い場合は、適用ボタン押下時にメッセージが表示

されますので、クーポンの見直しをご検討してください。 

⑬ 「支払い方法を選択してください。」では、この相談のお支払方法を選択します。 

注釈：「請求書で支払う」は、請求書払い申請を行い、利用回数が残っている場合に選

択することができ、残りの利用回数が 0 回の場合はグレーアウト表示され選択できな

くなります。 

また、クーポンの利用によりお支払金額が 0 円になった場合は、支払方法の選択項目

は不要となり非表示となります。 

 

 

  

⑬お支払方法を選択します 

⑫クーポンをご利用の場合には、入

力欄にお持ちのクーポンコードを入

力し、[適用]ボタンを押下します 

⑪資料作成を選択した場合は、

作成依頼の資料に合わせて金額

を入力します 
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⑭ 続いて「コンサルタントに求める経験や事前確認質問を記載してください。」に事前確

認項目や質問事項などを記入します。 

この項目は、テンプレートを選択していた場合にテンプレートの内容が反映されます。 

＜〇〇〇〇業界の市場調査レポートを作成してほしい選択時＞ 

 

＜〇〇〇〇の新規事業立ち上げ時の事業計画書を作成してほしい選択時＞ 

 

＜〇〇〇〇向けの人事制度設計資料を作成してほしい選択時＞ 

 

⑭事前確認や質問事項を入力します 

⑭事前確認や質問事項を入力します 

⑭事前確認や質問事項を入力します 
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＜テンプレートなし選択時＞ 

 

 

 

  

⑭事前確認や質問事項を入力します 
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⑮ 「求めるコンサルタントが見つかりやすいよう、タグをつけましょう。」では、相談内

容に関するキーワードを「タグ」として設定します。おすすめタグを押下して選択す

るか、入力欄にご自身で任意の文字を入力し、タグとして設定します。 

⑯ 「次へ」ボタンを押下します。 

 
設定内容を一時的に保存したい場合は、[下書き保存]ボタンを押下します。 

注釈：下書き保存が成功すると、画面上部に「✓ 下書きを保存しました。」と表示され

ます。下書き保存した所から再開する場合は【下書き保存から再開する手順】を参照

してください。 

 

  

⑯押下します 

⑮任意のタグを設定する場

合はここに入力します 
⑮おすすめタグから選択する場

合には該当項目を押下します 
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⑰ 入力内容を確認の上、[登録する]ボタンを押下します。 

注釈：指名相談のため、画面上部に「! 指名するコンサルタント「xxxxxxxxx」さんへ

オファーする内容を登録してください」と表示されます。 

 

 

  

⑰押下します 
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⑱ [相談の登録が完了しました]というメッセージの画面に遷移したら、相談の登録は完了

です。 

注釈：現時点ではまだ相談が公開されていません。相談を公開するためには、事前に

企業プロフィール情報とお支払い情報の登録が必要となります。 

 

 

 クーポン利用などでお支払い金額が０円になる場合や、お支払方法の選択で請求書払い

を選択した場合は、下記の画面へ遷移します。 

 
 

 相談の公開に向け、続いて手順【1.5 お支払い情報を登録する】に進んでください。 
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【コンサルタントを探して相談登録する手順】 

① コンパスシェアにログインし、[コンサルタントを探す]メニューをクリックします。 

 

 

  

①[コンサルタントを探す]

メニューをクリックします 
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② 新たにコンサルタントを探す画面が表示され、取引完了実績の無い全てのコンサルタ

ントを見ることができます。この中から相談にあったコンサルタントを選択します。 

過去のマッチングからコンサルタントを選択する場合は、[過去にマッチングしたコン

サルタントを探す]ボタンを押下します。（手順③へ進んでください） 

 

コンサルタントを絞り込む方法として、職歴から探す方法や、おすすめタグから探す

方法、評価点から探す方法があります。 

<職歴から探す手順>  

（1） 職歴から探すメニューの中から相談に合致する項目をクリックします。 

クリックすると項目が選択状態になり、選択項目に合致するコンサルタントのみを

表示します。 

<おすすめタグから探す手順>  

（2） おすすめタグから探すメニューの中から相談に合致する項目をクリックします。 

クリックすると項目が選択状態になり、選択項目に合致するコンサルタントのみを

表示します。 

<評価点から探す手順>  

（3） 評価点から探すメニューの中から相談に合致する項目をクリックします。 

クリックすると項目が選択状態になり、選択項目に合致するコンサルタントのみを

表示します。 

注釈：職歴から探すメニュー、おすすめタグから探すメニュー、評価点から探すメニュー

で選択できる項目は１件のみ選択できます。また、職歴から探すメニューで選択した項

目、おすすめタグから探すメニューで選択した項目、評価点から探すメニューで選択した

項目を合わせて検索することはできません。（職歴から探すメニューで選択した項目は、お

すすめタグから探すメニューで項目を選択、または評価点から探すメニューで項目を選択

するとクリアされます） 

 

注釈：条件に合致するコンサルタントは最大 10 名まで表示されます。 

表示されるコンサルタントには優先度があり、最も優先度が高いものは、自己紹介文と評

価点が記入されているコンサルタントとなり、評価点が高い順に表示されます。 

次に優先度が高いものは、自己紹介文が記入されたコンサルタントとなり、評価点が無い

ためランダム順で表示されます。 

次に優先度が高いものは、職歴と評価点が記入されたコンサルタントとなり、評価点が高

い順に表示されます。 

次に優先度が高いものは、職歴が記入されたコンサルタントとなり、評価点が無いためラ

ンダム順で表示されます。 

最後に、上記以外のコンダルタントになります。 
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対象となるコンサルタントが見つかったら、[このコンサルタントへオファーする]ボタ

ンを押下します。（手順④へ進んでください） 

注釈：コンサルタントの職歴について、デフォルトでは直近の職歴のみ表示されていま

す。職歴が複数あるコンサルタントは画面内に「過去の職務履歴をすべて表示」が記載さ

れているので、すべての職歴を確認する場合はクリックして展開してください。展開後は

「過去の職務履歴を閉じる」をクリックすると直近の職歴のみの表示に戻ります。 

 

(1)絞り込み対象の職歴

を選択します 

(2)絞り込み対象のおす

すめタグを選択します 

(3)絞り込み対象の評価

点を選択します 

クリックすると、過去の職歴

を展開します。 

②[このコンサルタントへオファーする]

ボタンを押下クします 
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③ 過去にマッチングしたコンサルタントを探す画面が表示され、取引完了実績の有る全

てのコンサルタントを見ることができます。この中から相談にあったコンサルタント

を選択します。 

注釈：[相談の情報を確認する]ボタンを押下すると、過去に行った相談内容を確認するこ

とができます。 

対象となるコンサルタントが見つかったら、[このコンサルタントへオファーする]ボタ

ンを押下します。（手順④へ進んでください） 

注釈：コンサルタントの職歴について、デフォルトでは直近の職歴のみ表示されていま

す。職歴が複数あるコンサルタントは画面内に「過去の職務履歴をすべて表示」が記載さ

れているので、すべての職歴を確認する場合はクリックして展開してください。展開後は

「過去の職務履歴を閉じる」をクリックすると直近の職歴のみの表示に戻ります。 

 
 

  

③[このコンサルタントへオファーする]

ボタンを押下クします 

クリックすると、過去の職歴

を展開します。 
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④ サービス選択画面が表示されます。 

コンサルタントを指名しているため、[指名する]ボタンは選択状態になります。 

依頼内容として、依頼したい内容を押下します。（例では[相談を依頼する]を選択） 

⑤ [次へ]ボタンを押下します。 

 

 

  

⑤[次へ]ボタンを押下

します 

④[相談を依頼する]を

押下します 
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⑥ テンプレート選択画面が表示されます。 

使用したいテンプレートの[このテンプレートを利用して相談登録]ボタンを押下します。 

注釈：相談の依頼目的に該当するテンプレートを選択してください。 

意見をお聞きしたい場合…「〇〇〇〇について意見を聞きたい」 

課題整理したい場合…「〇〇〇〇をしたいので課題整理をしてほしい」 

業界の動向を知りたい場合…「〇〇〇〇業界の動向が知りたい」 

上記に該当しない場合…テンプレートなし 

 
 

  

⑥[このテンプレートを利用して

相談登録]ボタンを押下します 

⑥[このテンプレートを利用して

相談登録]ボタンを押下します 

⑥[このテンプレートを利用して

相談登録]ボタンを押下します 

⑥[このテンプレートを利用して

相談登録]ボタンを押下します 
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⑦ 案件登録画面が開きます。設問に従い、登録を進めていきます。 

手順⑤で選択した依頼内容により、表示される設問は異なります。 

ここでは[相談を依頼する]を選択した場合の設問を表示しています。 

最初の設問「相談したいテーマ領域を教えてください。」の該当項目を選択します。 

注釈：指名相談のため、画面上部に「! 指名するコンサルタント「xxxxxxxxx」さんへ

オファーする内容を登録してください」と表示されます。 

 

 

  

⑦該当項目を選択します 
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⑧ 続いて「相談タイトルを記載してください。」に相談のタイトル名を記入します。 

この項目は、テンプレートを選択していた場合にテンプレートの内容が反映されます。 

⑨ 「相談したい内容を詳しく記載ください。」に相談内容を記入します。 

この項目は、テンプレートを選択していた場合にテンプレートの内容が反映されます。 

注釈：できる限り詳しくご相談内容をご記載ください。相談内容の情報量が事前にあ

った方が、コンサルタントがアドバイスしやすくなります。 

⑩ 「ミーティングのアジェンダについて」にアジェンダ内容を記入します。 

この項目は、テンプレートを選択していた場合にテンプレートの内容が反映されます。 

＜〇〇〇〇について意見を聞きたい選択時＞ 

 
  

⑧相談タイトルを入力します ⑨相談内容を入力します 

⑩アジェンダを入力します 
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＜〇〇〇〇をしたいので課題整理をしてほしい選択時＞ 

 
＜〇〇〇〇業界の動向が知りたい選択時＞ 

 

⑧相談タイトルを入力します ⑨相談内容を入力します 

⑩アジェンダを入力します 

⑧相談タイトルを入力します ⑨相談内容を入力します 

⑩アジェンダを入力します 
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＜テンプレートなし選択時＞ 

 
 

  

⑧相談タイトルを入力します ⑨相談内容を入力します 

⑩アジェンダを入力します 
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⑪ 続いて「説明資料、インプット資料のアップロード」には、コンサルタントの参考と

なるような説明資料や会議資料などの資料を、必要に応じてアップロードできます。 

こちらは貴社がオファーし、マッチングが完了したコンサルタントにのみ開示される

情報となります。 

⑫ 「公開期限はいつまでにしますか？」には、公開期限を選択します。最大 14 日先の日

程まで選択可能です。 

 

 

  

⑫公開期限を選択します 

（最大 14 日先まで設定できます） 

⑪必要に応じて、ファイルをアップロードします 



59 
 

⑬ 「コンサルタントに依頼したい内容を選んでください。」には、依頼するプランを選択

します。プランによって価格が変わりますのでご確認の上お進みください。 

⑭ 続いて、クーポンをお持ちの場合には、[クーポンコード]欄にお持ちのクーポンコード

を入力し、[適用]ボタンを押下します。 

注釈：[適用]ボタン押下後、クーポン適用後の料金が画面上に表示されます。クーポ

ンが反映されていることを必ずご確認頂き、残りの手順に進んでください。 

報酬額よりクーポン値引額の方が高い場合は、適用ボタン押下時にメッセージが表示

されますので、クーポンの見直しをご検討してください。 

⑮ 「支払い方法を選択してください。」では、この相談のお支払方法を選択します。 

注釈：「請求書で支払う」は、請求書払い申請を行い、利用回数が残っている場合に選

択することができ、残りの利用回数が 0 回の場合はグレーアウト表示され選択できな

くなります。 

また、クーポンの利用によりお支払金額が 0 円になった場合は、支払方法の選択項目

は不要となり非表示となります。 

 

 

  

⑬依頼するプランを選択します 

⑮お支払方法を選択します 

⑭クーポンをご利用の場合には、入

力欄にお持ちのクーポンコードを入

力し、[適用]ボタンを押下します 
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⑯ 続いて「コンサルタントに求める経験や事前確認質問を記載してください。」に事前確

認項目や質問事項などを記入します。 

この項目は、テンプレートを選択していた場合にテンプレートの内容が反映されます。 

＜〇〇〇〇について意見を聞きたい選択時＞ 

 

＜〇〇〇〇をしたいので課題整理をしてほしい選択時＞ 

 

＜〇〇〇〇業界の動向が知りたい選択時＞ 

 

⑯事前確認や質問事項を入力します 

⑯事前確認や質問事項を入力します 

⑯事前確認や質問事項を入力します 
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＜テンプレートなし選択時＞ 

 

 

  

⑯事前確認や質問事項を入力します 
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⑰ 「求めるコンサルタントが見つかりやすいよう、タグをつけましょう。」では、相談内

容に関するキーワードを「タグ」として設定します。おすすめタグを押下して選択す

るか、入力欄にご自身で任意の文字を入力し、タグとして設定します。 

⑱ 「次へ」ボタンを押下します。 

 

設定内容を一時的に保存したい場合は、[下書き保存]ボタンを押下します。 

注釈：下書き保存が成功すると、画面上部に「✓ 下書きを保存しました。」と表示され

ます。下書き保存した所から再開する場合は【下書き保存から再開する手順】を参照

してください。 

  

⑱押下します 

⑰任意のタグを設定する場

合はここに入力します 
⑰おすすめタグから選択する場

合には該当項目を押下します 
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⑲ 入力内容を確認の上、[登録する]ボタンを押下します。 

注釈：指名相談のため、画面上部に「! 指名するコンサルタント「xxxxxxxxx」さんへ

オファーする内容を登録してください」と表示されます。 

 

⑱押下します 
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⑳ [相談の登録が完了しました]というメッセージの画面に遷移したら、相談の登録は完了

です。 

注釈：現時点ではまだ相談が公開されていません。相談を公開するためには、事前に

企業プロフィール情報とお支払い情報の登録が必要となります。 

 

 

 クーポン利用などでお支払い金額が０円になる場合や、お支払方法の選択で請求書払い

を選択した場合は、下記の画面へ遷移します。 

 
 

 相談の公開に向け、続いて手順【1.5 お支払い情報を登録する】に進んでください。 
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【コンサルタントを再オファーして相談登録する手順】 

この手順は、取引完了実績のあるコンサルタントに対して再オファーを働きかける相談の

登録手順になります。 

 

① コンパスシェアにログインし、研修で取引完了したコンサルタントに対して再オファ

ーを行いたい場合は、研修申込みリストの[申込み履歴を見る]ボタンを押下します。 

相談で取引完了したコンサルタントに対して再オファーを行いたい場合は、登録相談

リストの[申込み履歴を見る]ボタンを押下します。 

 

  

①相談で取引完了したコンサルタントに再

オファーする場合、登録相談リストの[申込

み履歴を見る]ボタンを押下します 

①研修で取引完了したコンサルタントに再

オファーする場合、研修申込みリストの[申

込み履歴を見る]ボタンを押下します 
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② 研修の場合は、[申込み済]をクリックして取引完了したコンサルタントの[再オファー

する]ボタンを押下します。 

相談の場合は、[募集終了]をクリックして取引完了したコンサルタントの[再オファー

する]ボタンを押下します。 

注釈：再オファーを実行する手順は他にもあります。 

取引完了実績のあるコンサルタントが担当している相談の[確認する]ボタンを押下し

て、表示される取引内容の中にあるコンサルタント詳細情報に[再オファーする]ボタ

ンが表示されるので押下します。 

又は、取引完了実績のあるコンサルタント名をクリックして表示されるコンサルタン

ト詳細情報に[再オファーする]ボタンが表示されるので押下します。 

＜研修の場合＞ 

 
＜相談の場合＞ 

 

②[募集終了]をクリックします 

②[再オファーする]ボタン

を押下クします 

②[申込み済]をクリックします 

②[再オファーする]ボタン

を押下クします 
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③ 以降は研修も相談も共通の画面となり、サービス選択画面が表示されます。 

コンサルタントを指名しているため、[指名する]ボタンは選択状態になります。 

依頼内容として、依頼したい内容を押下します。（例では[資料作成を依頼する]を選択） 

④ [次へ]ボタンを押下します。 

 

 

  

④[次へ]ボタンを押下

します 

③[資料作成を依頼する]

を押下します 
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⑤ テンプレート選択画面が表示されます。 

使用したいテンプレートの[このテンプレートを利用して相談登録]ボタンを押下します。 

注釈：相談の依頼目的に該当するテンプレートを選択してください。 

調査レポートの作成…「〇〇〇〇業界の市場調査レポートを作成してほしい」 

事業計画書の作成…「〇〇〇〇の新規事業立ち上げ時の事業計画書を作成してほし

い」 

人事制度設計資料の作成…「〇〇〇〇向けの人事制度設計資料を作成してほしい」 

上記に該当しない場合…テンプレートなし 

 
  

⑤[このテンプレートを利用して

相談登録]ボタンを押下します 

⑤[このテンプレートを利用して

相談登録]ボタンを押下します 

⑤[このテンプレートを利用して

相談登録]ボタンを押下します 

⑤[このテンプレートを利用して

相談登録]ボタンを押下します 
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⑥ 案件登録画面が開きます。設問に従い、登録を進めていきます。 

手順④で選択した依頼内容により、表示される設問は異なります。 

ここでは[資料作成を依頼する]を選択した場合の設問を表示しています。 

最初の設問「相談したいテーマ領域を教えてください。」の該当項目を選択します。 

注釈：指名相談のため、画面上部に「! 指名するコンサルタント「xxxxxxxxx」さんへ

オファーする内容を登録してください」と表示されます。 

 

 

  

⑦該当項目を選択します 
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⑦ 続いて「相談タイトルを記載してください。」に相談のタイトル名を記入します。 

この項目は、テンプレートを選択していた場合にテンプレートの内容が反映されます。 

⑧ 「相談したい内容を詳しく記載ください。」に相談内容を記入します。 

この項目は、テンプレートを選択していた場合にテンプレートの内容が反映されます。 

注釈：できる限り詳しくご相談内容をご記載ください。相談内容の情報量が事前にあ

った方が、コンサルタントがアドバイスしやすくなります。 

⑨ 「公開期限はいつまでにしますか？」には、公開期限を選択します。最大 14 日先の日

程まで選択可能です。 

＜〇〇〇〇業界の市場調査レポートを作成してほしい選択時＞ 

 

＜〇〇〇〇の新規事業立ち上げ時の事業計画書を作成してほしい選択時＞ 

 

⑦相談タイトルを入力します ⑧相談内容を入力します 

⑨公開期限を選択します 

（最大 14 日先まで設定できます） 

⑦相談タイトルを入力します ⑧相談内容を入力します 

⑨公開期限を選択します 

（最大 14 日先まで設定できます） 
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＜〇〇〇〇向けの人事制度設計資料を作成してほしい選択時＞ 

 

＜テンプレートなし選択時＞ 

 

 

  

⑦相談タイトルを入力します ⑧相談内容を入力します 

⑨公開期限を選択します 

（最大 14 日先まで設定できます） 

⑦相談タイトルを入力します ⑧相談内容を入力します 

⑨公開期限を選択します 

（最大 14 日先まで設定できます） 
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⑩ 「報酬額を入力してください。」には、作成してほしい資料に合わせて報酬額を設定し

てください。金額は 1,000 円～1,000,000 円の間で設定できます。 

⑪ 続いて、クーポンをお持ちの場合には、[クーポンコード]欄にお持ちのクーポンコード

を入力し、[適用]ボタンを押下します。 

注釈：[適用]ボタン押下後、クーポン適用後の料金が画面上に表示されます。クーポ

ンが反映されていることを必ずご確認頂き、残りの手順に進んでください。 

報酬額よりクーポン値引額の方が高い場合は、適用ボタン押下時にメッセージが表示

されますので、クーポンの見直しをご検討してください。 

⑫ 「支払い方法を選択してください。」では、この相談のお支払方法を選択します。 

注釈：「請求書で支払う」は、請求書払い申請を行い、利用回数が残っている場合に選

択することができ、残りの利用回数が 0 回の場合はグレーアウト表示され選択できな

くなります。 

また、クーポンの利用によりお支払金額が 0 円になった場合は、支払方法の選択項目

は不要となり非表示となります。 

 

 

  

⑫お支払方法を選択します 

⑪クーポンをご利用の場合には、入

力欄にお持ちのクーポンコードを入

力し、[適用]ボタンを押下します 

⑩資料作成を選択した場合は、

作成依頼の資料に合わせて金額

を入力します 
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⑬ 続いて「コンサルタントに求める経験や事前確認質問を記載してください。」に事前確

認項目や質問事項などを記入します。 

この項目は、テンプレートを選択していた場合にテンプレートの内容が反映されます。 

＜〇〇〇〇業界の市場調査レポートを作成してほしい選択時＞ 

 

＜〇〇〇〇の新規事業立ち上げ時の事業計画書を作成してほしい選択時＞ 

 

＜〇〇〇〇向けの人事制度設計資料を作成してほしい選択時＞ 

 

⑬事前確認や質問事項を入力します 

⑬事前確認や質問事項を入力します 

⑬事前確認や質問事項を入力します 
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＜テンプレートなし選択時＞ 

 

 

  

⑬事前確認や質問事項を入力します 
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⑭ 「求めるコンサルタントが見つかりやすいよう、タグをつけましょう。」では、相談内

容に関するキーワードを「タグ」として設定します。おすすめタグを押下して選択す

るか、入力欄にご自身で任意の文字を入力し、タグとして設定します。 

⑮ 「次へ」ボタンを押下します。 

 
設定内容を一時的に保存したい場合は、[下書き保存]ボタンを押下します。 

 

設定内容を一時的に保存したい場合は、[下書き保存]ボタンを押下します。 

注釈：下書き保存が成功すると、画面上部に「✓ 下書きを保存しました。」と表示され

ます。下書き保存した所から再開する場合は【下書き保存から再開する手順】を参照

してください。 

 

  

⑮押下します 

⑭任意のタグを設定する場

合はここに入力します 
⑭おすすめタグから選択する場

合には該当項目を押下します 
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⑯ 入力内容を確認の上、[登録する]ボタンを押下します。 

注釈：指名相談のため、画面上部に「! 指名するコンサルタント「xxxxxxxxx」さんへ

オファーする内容を登録してください」と表示されます。 

 

 

  

⑯押下します 
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⑰ [相談の登録が完了しました]というメッセージの画面に遷移したら、相談の登録は完了

です。 

注釈：現時点ではまだ相談が公開されていません。相談を公開するためには、事前に

企業プロフィール情報とお支払い情報の登録が必要となります。 

 

 

 クーポン利用などでお支払い金額が０円になる場合や、お支払方法の選択で請求書払い

を選択した場合は、下記の画面へ遷移します。 

 
 

 相談の公開に向け、続いて手順【1.5 お支払い情報を登録する】に進んでください。 
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【作成済みの公募相談をコピーして相談登録する手順】 

① コンパスシェアにログインし、[案件管理]メニューをクリックしてします。 

② メニュートップ画面が表示されます。画面内の登録相談リストの[申込み履歴を見る]ボ

タンを押下します。 

 

 

 

  

①[案件管理]メニューを

クリックします 

②[申込み履歴を見る]ボタン

を押下します 
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③ 相談管理画面が表示されます。この中からコピー元となる公募相談の[相談をコピーし

て新規作成する]ボタンを押下します。 

 

 

 

  

③[相談をコピーして新規作成する]

ボタンを押下します 
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④ 案件登録画面が開きます。設問に従い、登録を進めていきます。 

コピー元で選択した依頼内容により、表示される設問は異なります。 

ここではコピー元が[相談を依頼する]を選択した場合の設問を表示しています。 

最初の設問「相談したいテーマ領域を教えてください。」にはコピー元の相談内容が選

択されているため、変更が必要な場合は再選択してください。 

注釈：公募相談のため、画面上部に「✓ 案件を公募する”公募案件”の内容を登録して

ください」と表示されます。 

 

 

  

④変更が必要な場合は

再選択します 
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⑤ 続いて「相談タイトルを記載してください。」にもコピー元の相談内容が記入されてい

るため、変更が必要な場合は再記入してください。 

⑥ 「相談したい内容を詳しく記載ください。」にもコピー元の相談内容が記入されている

ため、変更が必要な場合は再記入してください。 

注釈：できる限り詳しくご相談内容をご記載ください。相談内容の情報量が事前にあ

った方が、コンサルタントがアドバイスしやすくなります。 

⑦ 「ミーティングのアジェンダについて」にもコピー元の相談内容が記入されているた

め、変更が必要な場合は再記入してください。 

 
 

  

⑤変更が必要な場合は

再記入します 

⑥変更が必要な場合は

再記入します 

⑦変更が必要な場合は

再記入します 
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⑧ 続いて「説明資料、インプット資料のアップロード」には、コンサルタントの参考と

なるような説明資料や会議資料などの資料を、必要に応じてアップロードできます。 

こちらは貴社がオファーし、マッチングが完了したコンサルタントにのみ開示される

情報となります。 

⑨ 「公開期限はいつまでにしますか？」にもコピー元の相談内容が選択されているため、

変更が必要な場合は再選択してください。最大 14 日先の日程まで選択可能です。 

 

 

  

⑧必要に応じて、ファイルをアップロードします 

⑨変更が必要な場合は、公開期限

を再選択します 

（最大 14 日先まで設定できます） 
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⑩ 「コンサルタントに依頼したい内容を選んでください。」にもコピー元の相談内容が選

択されているため、変更が必要な場合は再選択してください。プランによって価格が

変わりますのでご確認の上お進みください。 

⑪  [クーポンコード]欄にもコピー元の相談内容が記入されているため、変更が必要な場

合はお持ちのクーポンコードを入力し、[適用]ボタンを押下します。 

注釈：[適用]ボタン押下後、クーポン適用後の料金が画面上に表示されます。クーポ

ンが反映されていることを必ずご確認頂き、残りの手順に進んでください。 

報酬額よりクーポン値引額の方が高い場合は、適用ボタン押下時にメッセージが表示

されますので、クーポンの見直しをご検討してください。 

⑫ 「支払い方法を選択してください。」にもコピー元の相談内容が選択されているため、

変更が必要な場合は再選択してください。 

注釈：「請求書で支払う」は、請求書払い申請を行い、利用回数が残っている場合に選

択することができ、残りの利用回数が 0 回の場合はグレーアウト表示され選択できな

くなります。 

また、クーポンの利用によりお支払金額が 0 円になった場合は、支払方法の選択項目

は不要となり非表示となります。 

 

⑩変更が必要な場合は、依

頼するプランを再選択します 

⑬変更が必要な場合は、お支

払方法を再選択します 

⑪変更が必要な場合は、入力欄

にお持ちのクーポンコードを入力し、

[適用]ボタンを押下します 
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⑬ 続いて「コンサルタントに求める経験や事前確認質問を記載してください。」にもコピ

ー元の相談内容が記入されているため、変更が必要な場合は再記入してください。 

⑭ 「求めるコンサルタントが見つかりやすいよう、タグをつけましょう。」では、相談内

容に関するキーワードを「タグ」として設定します。おすすめタグを押下して選択す

るか、入力欄にご自身で任意の文字を入力し、タグとして設定します。 

⑮ 「次へ」ボタンを押下します。 

 
設定内容を一時的に保存したい場合は、[下書き保存]ボタンを押下します。 

注釈：下書き保存が成功すると、画面上部に「✓ 下書きを保存しました。」と表示され

ます。下書き保存した所から再開する場合は【下書き保存から再開する手順】を参照

してください。 

 

 

⑮押下します 

⑬変更が必要な場合は、

再記入します 

⑭任意のタグを設定する場

合はここに入力します ⑭おすすめタグから選択する場

合には該当項目を押下します 
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⑯ 入力内容を確認の上、[登録する]ボタンを押下します。 

 
 

  

⑰押下します 
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⑰ [相談の登録が完了しました]というメッセージの画面に遷移したら、相談の登録は完了

です。 

注釈：現時点ではまだ相談が公開されていません。相談を公開するためには、事前に

企業プロフィール情報とお支払い情報の登録が必要となります。 

 

 

クーポン利用などでお支払い金額が０円になる場合や、お支払方法の選択で請求書払い

を選択した場合は、下記の画面へ遷移します。 

 
 

 相談の公開に向け、続いて手順【1.5 お支払い情報を登録する】に進んでください。 
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【作成済みの指名相談をコピーして相談登録する手順】 

① コンパスシェアにログインし、[案件管理]メニューをクリックしてします。 

② メニュートップ画面が表示されます。画面内の登録相談リストの[申込み履歴を見る]ボ

タンを押下します。 

 

 

 

  

①[案件管理]メニューを

クリックします 

②[申込み履歴を見る]ボタン

を押下します 
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③ 相談管理画面が表示されます。この中からコピー元となる指名相談の[相談をコピーし

て新規作成する]ボタンを押下します。 

注釈：指名相談をコピーする場合、選択した相談で指名されているコンサルタントを再度

指名した状態で相談内容がコピーされます。 

 

 

 

  

③[相談をコピーして新規作成する]

ボタンを押下します 
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④ 案件登録画面が開きます。設問に従い、登録を進めていきます。 

コピー元で選択した依頼内容により、表示される設問は異なります。 

ここではコピー元が[資料作成を依頼する]を選択した場合の設問を表示しています。 

最初の設問「相談したいテーマ領域を教えてください。」にはコピー元の相談内容が選

択されているため、変更が必要な場合は再選択してください。 

注釈：指名相談のため、画面上部に「! 指名するコンサルタント「xxxxxxxxx」さんへ

オファーする内容を登録してください」と表示されます。 

 

 

  

④変更が必要な場合は

再選択します 
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⑤ 続いて「相談タイトルを記載してください。」にもコピー元の相談内容が記入されてい

るため、変更が必要な場合は再記入してください。 

⑥ 「相談したい内容を詳しく記載ください。」にもコピー元の相談内容が記入されている

ため、変更が必要な場合は再記入してください。 

注釈：できる限り詳しくご相談内容をご記載ください。相談内容の情報量が事前にあ

った方が、コンサルタントがアドバイスしやすくなります。 

⑦ 「公開期限はいつまでにしますか？」にもコピー元の相談内容が選択されているため、

変更が必要な場合は再選択してください。最大 14 日先の日程まで選択可能です。 

 

 

  

⑤変更が必要な場合は

再記入します 

⑥変更が必要な場合は

再記入します 

⑦変更が必要な場合は、公開期限

を再選択します 

（最大 14 日先まで設定できます） 
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⑧ 「報酬額を入力してください。」にもコピー元の相談内容が記入されているため、変更

が必要な場合は報酬額を再記入してください。金額は 1,000 円～1,000,000 円の間で設

定できます。 

⑨  [クーポンコード]欄にもコピー元の相談内容が記入されているため、変更が必要な場

合はお持ちのクーポンコードを入力し、[適用]ボタンを押下します。 

注釈：[適用]ボタン押下後、クーポン適用後の料金が画面上に表示されます。クーポ

ンが反映されていることを必ずご確認頂き、残りの手順に進んでください。 

報酬額よりクーポン値引額の方が高い場合は、適用ボタン押下時にメッセージが表示

されますので、クーポンの見直しをご検討してください。 

⑩ 「支払い方法を選択してください。」にもコピー元の相談内容が選択されているため、

変更が必要な場合は再選択してください。 

注釈：「請求書で支払う」は、請求書払い申請を行い、利用回数が残っている場合に選

択することができ、残りの利用回数が 0 回の場合はグレーアウト表示され選択できな

くなります。 

また、クーポンの利用によりお支払金額が 0 円になった場合は、支払方法の選択項目

は不要となり非表示となります。 

 
 

  

⑩変更が必要な場合は、お支

払方法を再選択します 

⑨変更が必要な場合は、入力欄

にお持ちのクーポンコードを入力し、

[適用]ボタンを押下します 

⑧変更が必要な場合は、作成依

頼の資料に合わせて金額を再入

力します 
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⑪ 続いて「コンサルタントに求める経験や事前確認質問を記載してください。」にもコピ

ー元の相談内容が記入されているため、変更が必要な場合は再記入してください。 

⑫ 「求めるコンサルタントが見つかりやすいよう、タグをつけましょう。」では、相談内

容に関するキーワードを「タグ」として設定します。おすすめタグを押下して選択す

るか、入力欄にご自身で任意の文字を入力し、タグとして設定します。 

⑬ 「次へ」ボタンを押下します。 

 
設定内容を一時的に保存したい場合は、[下書き保存]ボタンを押下します。 

注釈：下書き保存が成功すると、画面上部に「✓ 下書きを保存しました。」と表示され

ます。下書き保存した所から再開する場合は【下書き保存から再開する手順】を参照

してください。 

 

  

⑬押下します 

⑪変更が必要な場合は、

再記入します 

⑫任意のタグを設定する場

合はここに入力します ⑫おすすめタグから選択する場

合には該当項目を押下します 
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⑭ 入力内容を確認の上、[登録する]ボタンを押下します。 

注釈：指名相談のため、画面上部に「! 指名するコンサルタント「xxxxxxxxx」さんへ

オファーする内容を登録してください」と表示されます。 

 

 

  

⑭押下します 
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⑮ [相談の登録が完了しました]というメッセージの画面に遷移したら、相談の登録は完了

です。 

注釈：現時点ではまだ相談が公開されていません。相談を公開するためには、事前に

企業プロフィール情報とお支払い情報の登録が必要となります。 

 

 

 クーポン利用などでお支払い金額が０円になる場合や、お支払方法の選択で請求書払い

を選択した場合は、下記の画面へ遷移します。 

 

 

 相談の公開に向け、続いて手順【1.5 お支払い情報を登録する】に進んでください。 
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【下書き保存から再開する手順】 

この手順は、相談登録時に下書き保存するで一時保存した相談の再開手順になります。 

 

① コンパスシェアにログインし、[案件管理]メニューをクリックしてします。 

② メニュートップ画面が表示されます。画面内の登録相談リストの[申込み履歴を見る]ボ

タンを押下します。 

 

 

  

①[案件管理]メニューを

クリックします 

②[申込み履歴を見る]ボタン

を押下します 
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③ 相談管理画面が表示されます。[下書き]をクリックして下書き保存した相談の[相談の

詳細を見る]ボタンを押下します。 

 

 

  

③[相談の詳細を見る]ボタン

を押下します 

②[下書き]をクリックします 
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④ 案件登録画面が開きます。設問に従い、登録を進めていきます。 

下書き保存時に選択した依頼内容により、表示される設問は異なります。 

ここでは下書き保存時に[相談を依頼する]を選択した場合の設問を表示しています。 

最初の設問「相談したいテーマ領域を教えてください。」には下書き保存時の相談内容

が選択されているため、変更が必要な場合は再選択してください。 

注釈：下書き保存した相談が公募相談のため、画面上部に「✓ 案件を公募する”公募案

件”の内容を登録してください」と表示されます。 

 

 

  

④変更が必要な場合は

再選択します 
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⑤ 続いて「相談タイトルを記載してください。」にも下書き保存時の相談内容が記入され

ているため、変更が必要な場合は再記入してください。 

⑥ 「相談したい内容を詳しく記載ください。」にも下書き保存時の相談内容が記入されて

いるため、変更が必要な場合は再記入してください。 

注釈：できる限り詳しくご相談内容をご記載ください。相談内容の情報量が事前にあ

った方が、コンサルタントがアドバイスしやすくなります。 

⑦ 「ミーティングのアジェンダについて」にもコピー元の相談内容が記入されているた

め、変更が必要な場合は再記入してください。 

 
 

  

⑤変更が必要な場合は

再記入します 

⑥変更が必要な場合は

再記入します 

⑦変更が必要な場合は

再記入します 
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⑧ 続いて「説明資料、インプット資料のアップロード」にも下書き保存時のインプット

資料が選択されているため、変更が必要な場合は削除や再アップロードをしてくださ

い。 

こちらは貴社がオファーし、マッチングが完了したコンサルタントにのみ開示される

情報となります。 

⑨ 「公開期限はいつまでにしますか？」にも下書き保存時の相談内容が選択されている

ため、変更が必要な場合は再選択してください。最大 14 日先の日程まで選択可能です。 

 

 

  

⑧変更が必要な場合は、ファイルを削除や

再アップロードします 

⑨変更が必要な場合は、公開期限

を再選択します 

（最大 14 日先まで設定できます） 
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⑩ 「コンサルタントに依頼したい内容を選んでください。」にも下書き保存時の相談内容

が選択されているため、変更が必要な場合は再選択してください。プランによって価

格が変わりますのでご確認の上お進みください。 

⑪  [クーポンコード]欄にも下書き保存時の相談内容が選択されているため、変更が必要

な場合はお持ちのクーポンコードを入力し、[適用]ボタンを押下します。 

注釈：[適用]ボタン押下後、クーポン適用後の料金が画面上に表示されます。クーポ

ンが反映されていることを必ずご確認頂き、残りの手順に進んでください。 

報酬額よりクーポン値引額の方が高い場合は、適用ボタン押下時にメッセージが表示

されますので、クーポンの見直しをご検討してください。 

⑫ 「支払い方法を選択してください。」にも下書き保存時の相談内容が選択されているた

め、変更が必要な場合は再選択してください。 

注釈：「請求書で支払う」は、請求書払い申請を行い、利用回数が残っている場合に選

択することができ、残りの利用回数が 0 回の場合はグレーアウト表示され選択できな

くなります。 

また、クーポンの利用によりお支払金額が 0 円になった場合は、支払方法の選択項目

は不要となり非表示となります。 

 

⑩変更が必要な場合は、依

頼するプランを再選択します 

⑬変更が必要な場合は、お支

払方法を再選択します 

⑪変更が必要な場合は、入力欄

にお持ちのクーポンコードを入力し、

[適用]ボタンを押下します 
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⑬ 続いて「コンサルタントに求める経験や事前確認質問を記載してください。」にも下書

き保存時の相談内容が選択されているため、変更が必要な場合は再記入してください。 

⑭ 「求めるコンサルタントが見つかりやすいよう、タグをつけましょう。」にも下書き保

存時の相談内容が選択されているため、変更が必要な場合は再設定してください。 

相談内容に関するキーワードを「タグ」として設定します。おすすめタグを押下して

選択するか、入力欄にご自身で任意の文字を入力し、タグとして設定します。 

⑮ 「次へ」ボタンを押下します。 

 

設定内容を一時的に保存したい場合は、[下書き保存]ボタンを押下します。 

注釈：下書き保存が成功すると、画面上部に「✓ 下書きを保存しました。」と表示され

ます。下書き保存した所から再開する場合は【下書き保存から再開する手順】を参照

してください。 

⑮押下します 

⑬変更が必要な場合は、

再記入します 

⑭変更が必要で任意のタグを設定

する場合はここに入力します 
⑭変更が必要でおすすめタグから選択

する場合には該当項目を押下します 
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⑯ 入力内容を確認の上、[登録する]ボタンを押下します。 

 
 

  

⑯押下します 
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⑰ [相談の登録が完了しました]というメッセージの画面に遷移したら、相談の登録は完了

です。 

注釈：現時点ではまだ相談が公開されていません。相談を公開するためには、事前に

企業プロフィール情報とお支払い情報の登録が必要となります。 

 

 

 クーポン利用などでお支払い金額が０円になる場合や、お支払方法の選択で請求書払い

を選択した場合は、下記の画面へ遷移します。 

 
 

 相談の公開に向け、続いて手順【1.5 お支払い情報を登録する】に進んでください。 
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1.4 研修を申し込む 
コンサルタントが講師として登壇する研修項目に申込みを行います。 

 

① コンパスシェアにログインし、[研修を申込む]メニューをクリックします。 

 
 

  

①[研修を申込む]メニューを

クリックします 



105 
 

② 研修一覧画面が表示されます。申込みを行う項目を選択して[研修の詳細を見る]ボタン

を押下します。 

 

 

  

②[研修の詳細を見る]ボタン

を押下します 
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③ 研修詳細画面が表示されます。研修内容の確認を行い、問題が無ければ[お申し込みは

こちら]ボタンを押下します。 

 

③[お申し込みはこちら]ボタン

を押下します 
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④ 研修登録画面が表示されます。設問に従い、登録を進めていきます。 

最初の設問「プラン選択」で該当項目を選択します。 

注釈：現在はオンライン研修プランしかないため、選択状態で表示されます。 

⑤ [事前に研修に関する確認事項がございましたら、ご記入ください]で、研修について事

前に確認しておきたいことがある場合はこちらに記入を行います。 

 
 

  

④該当項目を選択します 

⑤必要に応じて入力します 
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⑥ 「お支払方法を選択してください。」で、この相談のお支払方法を選択します。 

注釈：「請求書で支払う」は、請求書払い申請を行い、利用回数が残っている場合に選

択することができ、残りの利用回数が 0 回の場合はグレーアウト表示され選択できな

くなります。 

また、クーポンの利用によりお支払金額が 0 円になった場合は、支払方法の選択項目

は不要となり非表示となります。 

⑦ クーポンをお持ちの場合には、[クーポンコード]欄にお持ちのクーポンコードを入力し、

[適用]ボタンを押下します。 

注釈：[適用]ボタン押下後、クーポン適用後の料金が画面上に表示されます。クーポ

ンが反映されていることを必ずご確認頂き、残りの手順に進んでください。 

報酬額よりクーポン値引額の方が高い場合は、適用ボタン押下時にメッセージが表示

されますので、クーポンの見直しをご検討してください。 

⑧ 入力が終わったら、[次へ]ボタンを押下します。 

 

 

  

⑧[次へ]ボタンを押下します 

⑥お支払方法を選択します 

⑦クーポンをご利用の場合には、入

力欄にお持ちのクーポンコードを入

力し、[適用]ボタンを押下します 
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⑨ 入力内容を確認の上、[登録する]ボタンを押下します。 

 

 

  

⑨押下します 
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⑩ [研修申込が完了しました]というメッセージの画面に遷移したら、研修の申込みは完了

です。 

注釈：現時点ではまだ研修が公開されていません。研修を公開するためには、事前に

企業プロフィール情報とお支払い情報の登録が必要となります。 

 
 

 クーポン利用などでお支払い金額が０円になる場合や、お支払方法の選択で請求書払い

を選択した場合は、下記の画面へ遷移します。 

 
 

 相談の公開に向け、続いて手順【1.5 お支払い情報を登録する】に進んでください。 
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1.5 お支払い情報を登録する 
① 続いて、[お支払い情報を登録する]ボタンを押下します。 

＜相談の場合＞ 

 

 

＜研修の場合＞ 

 
 

  

①押下します 

①押下します 
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② お支払いに利用するクレジットカード情報を入力します。 

③ [登録する]ボタンを押下します。 

 

 

  

②情報を入力します 

③押下します 
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【公募相談の場合】 

④ [お支払情報の登録が完了しました]というメッセージの画面に遷移したら、お支払い情

報の登録の手続きは完了です。 

※この時点ではまだ相談は公開されていません。そのまま相談を公開する場合には、

[公開する]ボタンを押下します。 

 

 
 

注釈：クレジットカードの決済は、依頼者が検収を実施したタイミング、もしくは依

頼者がオファーを出した日から、株式会社 DG フィナンシャルテクノロジーの提供す

るクレジットカード決済サービスの規定に基づいた日数が経過したタイミングで行わ

れます。 

 

 相談の公開に向け、続いて手順【1.6 相談を公開する】に進んでください。 
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【指名相談の場合】 

④ [お支払情報の登録が完了しました]というメッセージの画面に遷移したら、お支払い情

報の登録の手続きは完了です。 

※この時点ではまだ相談はオファーされていません。そのまま相談をオファーする場

合には、[オファーする]ボタンを押下します。 

 

 

 

 

注釈：クレジットカードの決済は、依頼者が検収を実施したタイミング、もしくは依

頼者がオファーを出した日から、株式会社 DG フィナンシャルテクノロジーの提供す

るクレジットカード決済サービスの規定に基づいた日数が経過したタイミングで行わ

れます。 

 

 コンサルタントへオファーを出したため、続いて手順【1.11 コンサルタントとのマッチ

ング成立を確認する】に進んでください。 
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【研修の場合】 

⑤ [お支払情報の登録が完了しました]というメッセージの画面に遷移したら、お支払い情

報の登録の手続きは完了です。 

※この時点ではまだ相談はオファーされていません。そのまま相談をオファーする場

合には、[オファーする]ボタンを押下します。 

 

 
 

注釈：クレジットカードの決済は、依頼者が検収を実施したタイミング、もしくは依

頼者がオファーを出した日から、株式会社 DG フィナンシャルテクノロジーの提供す

るクレジットカード決済サービスの規定に基づいた日数が経過したタイミングで行わ

れます。 

 

 コンサルタントへオファーを出したため、続いて手順【1.11 コンサルタントとのマッチ

ング成立を確認する】に進んでください。 
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1.6 相談を公開する 
 

【お支払い情報の登録の流れで、公開する手順】 

① お支払い情報の登録完了画面から、そのまま相談を公開するには、[公開する]ボタンを

押下します。 

 
 

② 相談管理画面に遷移したら、公開の手続きは完了です。 

登録した相談の左上の表示が「募集中」と表示されていることを確認しましょう。 

 
 

  

①押下します 

②「募集中」と表示され

ていることを確認します 
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【下書きの状態から、公開する手順】 

① 既に相談を登録して下書きの状態になっている相談を公開するには、まず画面上部の

[案件管理]メニューをクリックします。 

② メニュートップ画面の登録相談リスト上に、作成した下書きの相談が表示されるので、

該当の相談の [詳細を見る]ボタンを押下します。 

注釈：登録相談リストの[申込み履歴を見る]ボタン押下で、相談管理画面を表示し

て、そこから該当の相談の[相談の相談を見る]ボタンを押す手順もあります。 

 

 

  

②[詳細を見る]ボタンを

押下します 

①[案件管理]メニューを

クリックします 

[申込み履歴を見る]ボタンを押下して、

相談管理画面上から該当の相談の[相

談の相談を見る]ボタンを押下する

手順もあります 
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③ 画面下部までスクロールし、[公開する]ボタンを押下します。 

 
 

④ 画面上部に「相談を公開しました。」が表示されたら、公開の手続きは完了です。 

登録した相談の左上の表示が「募集中」と表示されていることを確認しましょう。 

 
 

公開した相談を非公開にしたい場合は、手順【1.7 相談を非公開する】に進んでください。 

  

③[公開する]ボタン

を押下します 

④「募集中」と表示され

ていることを確認します 

④[相談を公開しました。]と表示がでる

ことを確認します 
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1.7 相談を非公開する 
公開した相談を非公開にしたい場合に、以下の操作を行います。 

注釈：非公開にした相談はコンサルタントから見つけることができなくなります。但

し、エントリー済みやオファー中の状態で非公開にした場合は、対象のコンサルタン

トは相談内容を確認することができ、相談の対応を継続することができます。 

また、非公開にした相談は公開に戻すことはできません。 

 

① 募集中の状態になっている相談を非公開するには、まず画面上部の[案件管理]メニュー

をクリックします。 

② メニュートップ画面の登録相談リスト上に、公開した相談が表示されるので、該当の

相談の [詳細を見る]ボタンを押下します。 

注釈：登録相談リストの[申込み履歴を見る]ボタン押下で、相談管理画面を表示し

て、そこから該当の相談の[相談の相談を見る]ボタンを押す手順もあります。 
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②[詳細を見る]ボタンを

押下します 

①[案件管理]メニューを

クリックします 

[申込み履歴を見る]ボタンを押下して、

相談管理画面上から該当の相談の[相

談の相談を見る]ボタンを押下する

手順もあります 
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③ 画面下部までスクロールし、[非公開にする]ボタンを押下します。 

 
 

④ 画面上部に「相談を非公開にしました。」が表示されたら、非公開の手続きは完了です。 

登録した相談の左上の表示が「非公開」と表示されていることを確認しましょう。 

 

 

 

  

③[非公開にする]ボタン

を押下します 

④「非公開」と表示され

ていることを確認します 

④[相談を非公開にしました。]と表示が

でることを確認します 
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1.8 コンサルタントからのエントリーを確認する 
① コンサルタントからのエントリー有無は、相談管理画面から確認します。相談管理画

面を開くためには、画面上部の[案件管理]メニューをクリックしてメニュートップ画面

を表示して、登録相談リストの[申込み履歴を見る]ボタンを押下し、確認したい対象の

「相談」の右側にある「コンサルタント情報」項目に、コンサルタントが表示されて

いるか確認してください。「エントリー済み」という表示があれば、コンサルタントか

らのエントリーがあったことになります。 

注釈： [【コンパスシェア】コンサルタントからエントリーが届いています(自動配

信)]というメールでもコンサルタントからのエントリーを確認できます。 

＜コンサルタントからのエントリーがまだない場合＞ 

 
 

＜コンサルタントからのエントリーがある場合＞ 

 
※コンサルタントの氏名は、依頼者のオファーをコンサルタントが受諾する（＝マッチン

グ成立する）まで表示されず、システムが自動採番した文字列のみ表示されます。 

  

※ 

エントリーなし 

エントリーあり 
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＜コンサルタントからの複数エントリーがある場合＞ 

 
※気になるマークにチェックを入れることで、気になるコンサルタントを上位に表示する

ことができます。 

 

 
 

 

  

気になるコンサルタント

をチェックします 

チェックしたことで上位

に表示されます 
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1.9 コンサルタントへオファーを出す 
 

注釈：企業プロフィール画面で「依頼者表示名」を登録している場合でも、コンサル

タントへオファーを出したタイミング以降、「依頼者表示名」ではなく、ご登録頂いて

いる企業名がコンサルタントへ表示されるようになります。 

 

① 画面上部にある[案件管理]メニューをクリックします。 

② メニュートップ画面の登録相談リスト上に、エントリーされた相談が表示されるので、

該当の相談の [コンサルタントを確認する]ボタンを押下します。 

注釈：登録相談リストの[申込み履歴を見る]ボタンを押す手順もあります。 

 

①[案件管理]メニューを

クリックします 

②[コンサルタントを確認する]

ボタンを押下します 

[申込み履歴を見る]ボタンを押下する手

順もあります 
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③ エントリー済みのコンサルタントの横に表示されている[確認する]ボタンを押下します。 

 
 

  

③[確認する]ボタン

を押下します 
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④ コンサルタント詳細情報画面が開くので、評価やコンサル実績の件数、自己紹介文、

職歴などを閲覧し、相談にマッチするコンサルタントかを確認します。 

⑤ オファー前にコンサルタントへ事前に確認しておきたいことなどがある場合にはメッ

セージ機能を使って確認します。[メッセージを送信する]ボタンを押下し、手順【1.10 

メッセージ機能でコンサルタントへ確認をする】をご確認ください。 

⑥ コンサルタントへオファーを出す場合には、[発注する]ボタンを押下します。 

 

 

  

⑤追加で確認したい

ことがある場合にはこ

こを押下します 

確認する 確認する 確認する ④確認します 

⑥コンサルタントへオ

ファーを出す場合には

ここを押下します 
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⑦ 画面上部に「オファーを出しました。」と表示が出たら、オファー完了です。コンサル

タントがオファー受諾の手続きをしてマッチングが成立するのを待ちましょう。 

 

 

  

⑦[オファーを出しました。]と表示がでること

を確認します 



128 
 

1.10 メッセージ機能でコンサルタントへ確認をする 
 

【コンサルタントへメッセージを送信する手順（相談の場合）】 

① 画面上部にある[案件管理]メニューをクリックします。 

② メニュートップ画面の登録相談リスト上にある、該当の相談の [コンサルタントを確認

する]ボタンを押下します。 

注釈：登録相談リストの[申込み履歴を見る]ボタンを押す手順もあります。 

 

 

  

①[案件管理]メニューを

クリックします 

②[コンサルタントを確認する]

ボタンを押下します 

[申込み履歴を見る]ボタンを押下する手

順もあります 
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③ メッセージを送信したいコンサルタントの欄に表示されている [確認する]ボタンを押

下します。 

 
 

 

  

③[確認する]ボタン

を押下します 
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④  [メッセージを送信する]ボタンを押下します。 

 

 

  

④押下します 
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⑤ [メッセージチャット BOX]画面が開きます。 

 

 

⑥ コンサルタントに送付するメッセージを入力します。 

⑦ [送信する]ボタンを押下します。 

 

  

⑦[送信する]ボタンを押下します 

⑥メッセージを入力します 
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⑧ コンサルタントへ送信したメッセージは、メッセージチャット BOX 画面上に表示され

ます。 

 

 

 

  

⑧ここに表示される 
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【コンサルタントからの受信メッセージを確認する手順（相談の場合）】 

① ログイン後、画面上部にある[メッセージ]メニューをクリックします。 

② メッセージ一覧画面が開くので、未読のメッセージがきている相談のタイトルをクリ

ックします。（未読のメッセージがある場合には、表示領域の左上箇所に、オレンジ色

で「未読」というマークが表示されます） 

 
 

③ [メッセージ詳細]画面が開くので、コンサルタントから受信したメッセージを確認しま

しょう。 

注釈：[コンサルタントを確認する／Web 会議 URL 発行]ボタンを押下すると、該当す

る相談のコンサルタント詳細情報画面を表示することができます。 

 
 

  

①[メッセージ]メニューを

クリックします 

②該当の相談のタイトル

をクリックします 

③コンサルタントから受信したメッセ

ージを確認しましょう 
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【コンサルタントへメッセージを送信する手順（研修の場合）】 

① 画面上部にある[案件管理]メニューをクリックします。 

② メニュートップ画面の研修申込みリスト上にある、該当の相談の [コンサルタントを確

認する]ボタンを押下します。 

注釈：研修申込みリストの[申込み履歴を見る] ボタン押下で、研修管理画面を表示し

て、そこから該当の研修の[確認する]ボタンを押す手順もあります。 

 

 

 

  

①[案件管理]メニューを

クリックします 

②[コンサルタントを確認する]

ボタンを押下します 

[申込み履歴を見る]ボタンを押下する手

順もあります 



135 
 

③ [メッセージを送信する]ボタンを押下します。 

 
 

  

③押下します 
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④ [メッセージチャット BOX]画面が開きます。 

 
 

⑤ コンサルタントに送付するメッセージを入力します。 

⑥ [送信する]ボタンを押下します。 

 
 

  

⑥[送信する]ボタンを押下します 

⑤メッセージを入力します 
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⑦ コンサルタントへ送信したメッセージは、メッセージチャット BOX 画面上に表示され

ます。 

 
 

  

⑦ここに表示される 
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【コンサルタントからの受信メッセージを確認する手順（研修の場合）】 

① ログイン後、画面上部にある[メッセージ]メニューをクリックします。 

② [メッセージ一覧]画面が開くので、未読のメッセージがきている相談のタイトルをクリ

ックします。（未読のメッセージがある場合には、表示領域の左上箇所に、オレンジ色

で「未読」というマークが表示されます） 

 
 

③ [メッセージ詳細]画面が開くので、コンサルタントから受信したメッセージを確認しま

しょう。 

注釈：[コンサルタントを確認する／Web 会議 URL 発行]ボタンを押下すると、該当す

る相談のコンサルタント詳細情報画面を表示することができます。 

 
 

  

①[メッセージ]メニューを

クリックします 

②該当の相談のタイトル

をクリックします 

③コンサルタントから受信したメッセ

ージを確認しましょう 
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1.11 コンサルタントとのマッチング成立を確認する 
 

【相談の場合】 

① コンサルタントがオファーを受諾し、マッチングが成立したことを確認するためには、

画面上部の[案件管理]メニューをクリックします。 

② メニュートップ画面が表示されます。画面内の登録相談リストの[申込み履歴を見る]ボ

タンを押下します。 

 

  

①[案件管理]メニューを

クリックします 

②[申込み履歴を見る]ボタン

を押下します 
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③ 相談管理画面が表示されます。確認したい対象の「相談」に表示されているコンサル

タントとのステータス表示を確認してください。「マッチング成立」という表示があれ

ば、コンサルタントがオファーを受諾し、スポットコンサル取引が成立したことを示

しています。マッチングが成立したら、続いてミーティングの日程調整をしましょう。

手順は【1.12 ミーティングの日程調整をする】へ進んでください。 

注釈： [【コンパスシェア】マッチング成立(自動配信)]というメールでもコンサルタ

ントからのマッチング成立を確認できます。 

 

＜コンサルタントとマッチングが成立した場合＞ 

 
※マッチングが成立すると、コンサルタントの氏名が表示されます。 

 

  

※ 

③「マッチング成立」表示 
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【研修の場合】 

① コンサルタントがオファーを受諾し、マッチングが成立したことを確認するためには、

画面上部の[案件管理]メニューをクリックします。 

② メニュートップ画面が表示されます。画面内の登録相談リストの[申込み履歴を見る]ボ

タンを押下します。 

 

 

  

①[案件管理]メニューを

クリックします 

②[申込み履歴を見る]ボタン

を押下します 
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③ 研修管理画面が表示されます。確認したい対象の「研修」に表示されているコンサル

タントとのステータス表示を確認してください。「マッチング成立」という表示があれ

ば、コンサルタントがオファーを受諾し、スポットコンサル取引が成立したことを示

しています。マッチングが成立したら、続いてミーティングの日程調整をしましょう。

手順は【1.12 ミーティングの日程調整をする】へ進んでください。 

注釈： [【コンパスシェア】研修サービスのお申込みが確定しました(自動配信)]とい

うメールでもコンサルタントからのマッチング成立を確認できます。 

 

＜コンサルタントとマッチングが成立した場合＞ 

 

※マッチングが成立すると、コンサルタントの氏名が表示されます。 

 

  

※ 

③「マッチング成立」表示 
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1.12 ミーティングの日程調整をする 
① マッチング成立後は、メッセージ機能を使って、ミーティング（60 分）の日程をコン

サルタントと調整します。候補日時をコンサルタントへメッセージ機能にて送信し、

ミーティング日程を決定しましょう。メッセージの送信・確認の手順は【1.10 メッセ

ージ機能でコンサルタントへ確認をする】を参照してください。 

 

② コンサルタントとミーティング日程の調整が完了したら、続いて、ミーティング URL

の発行に進みます。手順は【1.13 ミーティング URL を発行する】へ進んでください。 
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1.13 ミーティング URL を発行する 
 

【相談の場合】 

① 画面上部にある[案件管理]メニューをクリックします。 

② メニュートップ画面の登録相談リスト上にある、該当の相談の [コンサルタントを確認

する]ボタンを押下します。 

注釈：登録相談リストの[申込み履歴を見る] ボタン押下で、相談管理画面を表示し

て、そこから該当の相談の[確認する]ボタンを押す手順もあります。 

 

  

①[案件管理]メニューを

クリックします 

②[コンサルタントを確認する]

ボタンを押下します 

[申込み履歴を見る]ボタンを押下する手

順もあります 
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③ [ミーティング URL 発行]ボタンを押下します。 

 

 

  

③[ミーティング URL 発行]

ボタンを押下する 
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④ [ミーティング URL 発行]画面が開くので、下記の入力・設定を行います。 

(ア) ミーティング名（任意に、お好きな名称を入力してください） 

(イ) 開催年月日（コンサルタントと調整した日程を登録） 

(ウ) 開始時間（開始時間を設定すると、自動で 60 分のミーティングが設定されます） 

⑤ [発行する]ボタンを押下します。 

 
 

 

  

(ア)お好きな名称を

登録してください 

(イ)コンサルタントと調整済

みの日程を登録してください 

(ウ)開始時間を設定

してください 

⑤[発行する]ボタン

を押下します 
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⑥ 画面上部に[会議を発行しました。]と表示が出たら完了です。 

 

 

  

⑥[会議を発行しました。]と表示が

でることを確認します 
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⑦ ミーティング URL はコンサルタントにも表示されます。当日は遅れることのないよう、

余裕をもってミーティング URL へアクセスするようにしてください。 

注釈：ミーティングでは、相談事項について 10～15 分程度で簡潔にコンサルタントへ

説明をした上で、ディスカッションの割合を多く確保することで、満足度が高くなる

傾向があります。ありもの資料でも構いませんので、ミーティングで投影しながら要

点を掻い摘んで説明することで、コンサルタントのアドバイスの質も向上しやすくな

ります。 
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【研修の場合】 

① 画面上部にある[案件管理]メニューをクリックします。 

② メニュートップ画面の研修申込みリスト上にある、該当の研修の [コンサルタントを確

認する]ボタンを押下します。 

注釈：研修申込みリストの[申込み履歴を見る] ボタン押下で、研修管理画面を表示し

て、そこから該当の研修の[確認する]ボタンを押す手順もあります。 

 

 

  

①[案件管理]メニューを

クリックします 

②[コンサルタントを確認する]

ボタンを押下します 

[申込み履歴を見る]ボタンを押下する手

順もあります 
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③ [ミーティング URL 発行]ボタンを押下します。 

 
 

  

③[ミーティング URL 発行]

ボタンを押下する 
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④ [[ミーティング URL 発行]画面が開くので、下記の入力・設定を行います。 

(ア) 開催年月日（コンサルタントと調整した日程を登録） 

(イ) 開始時間（開始時間を設定すると、自動で 60 分のミーティングが設定されます） 

⑤ [発行する]ボタンを押下します。 

 
 

  

(ア)コンサルタントと調整済

みの日程を登録してください 

(イ)開始時間を設定

してください 

⑤[発行する]ボタン

を押下します 
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⑥ 画面上部に[会議を発行しました。]と表示が出たら完了です。 

 

 

⑦ ミーティング URL は講師担当のコンサルタントにも表示されます。当日は遅れること

のないよう、余裕をもってミーティング URL へアクセスするようにしてください。 

  

⑥[会議を発行しました。]と表示が

でることを確認します 
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1.14 コンサルタントからの提出物を確認する 
提出物の確認は、相談登録の際に「ミーティング(60 分)と提出物のセットプラン」また

は「資料作成」を選択した場合のみ行うことができます。 

① 画面上部にある[案件管理]メニューをクリックします。 

② メニュートップ画面の登録相談リスト上にある、該当の相談の [コンサルタントを確認

する]ボタンを押下します。 

注釈：登録相談リストの[申込み履歴を見る] ボタン押下で、相談管理画面を表示し

て、そこから該当の相談の[確認する]ボタンを押す手順もあります。 

 

  

①[案件管理]メニューを

クリックします 

②[コンサルタントを確認する]

ボタンを押下します 

[申込み履歴を見る]ボタンを押下する手

順もあります 
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③ コンサルタント詳細情報画面の下部に[提出物]の欄が追加されています。ファイル名を

クリックすると、提出されたファイルがダウンロードできます。 

注釈： [【コンパスシェア】コンサルタントがドキュメントを提出しました(自動配

信)]というメールでもコンサルタントからの提出物の提出を確認できます。 

 
 提出物の確認を行い、提出物に問題が無ければコンサルタントからの作業完了報告を待

ちます。提出物に問題がある場合は、メッセージ機能を使用して再提出依頼を行ってくだ

さい。メッセージの送信・確認の手順は【1.10 メッセージ機能でコンサルタントへ確認を

する】を参照してください。 

注釈：提出物の再提出について、回数制限は設けていません。 
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④ コンサルタントから作業完了が行われると、コンサルタント詳細情報画面の[提出物]欄

の直下に、[検収]欄が追加されます。検収を実施し、相談を完了させましょう。具体的

な手順は【1.15 検収する】を参照ください。 

注釈： [【コンパスシェア】作業完了報告が届いています(自動配信)]というメールで

もコンサルタントからの作業完了報告を確認できます。 

 
 

注釈：コンサルタントから作業完了報告を受けても、提出物の再提出依頼を行うこと

は可能ですが、作業完了報告日から 5 日経過すると、検収の手順を実施しない場合で

も、検収したものとしてみなされますので、コンサルタントへ提出物の確認が完了す

るまで作業完了報告を行わないようにするなど事前に取り決めしておくことをお進め

ます。 
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1.15 検収する 
 

【相談の場合】 

① コンサルタントから作業完了報告が実施されると[提出物]欄の直下に、[検収]欄が表示

されます。☆マークを押下して、コンサルタントの評価の入力を行い、検収にあたっ

て評価のコメントがあれば入力します。 

② 下部にある[検収して相談を完了する]ボタンを押下します。 

 
 

  

①☆マークをクリックして、コンサ

ルタントの評価を登録します 

②[検収して相談を完了する]

ボタンを押下します 

①評価のコメントを入

力します 
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③ 画面上部に[検収して相談を完了しました。]と表示が出たら、検収は無事完了となり、

一連の取引は終了です。お疲れ様でした。 

注釈：検収が完了すると相談管理画面の対象の相談は取引完了と表示され、[再オファ

ーする]ボタンが表示されます。また、相談の取引完了実績があるコンサルタントのた

め、相談上のコンサルタント詳細情報にも[再オファーする]ボタンが表示されます。 

 

 

※相談作成時に「クレジットガードで支払う」を選択した場合は、[検収して相談を完了し

ました。]が表示されたタイミングで、クレジットカード決済が行われ、領収書が発行でき

るようになります。領収書発行の手順は【1.16 領収書を発行する】へお進みください。 

 

※相談作成時に「請求書で支払う」を選択した場合は、[検収して相談を完了しました。]

が表示されたタイミングで、請求書が発行できるようになります。請求書発行の手順は

【1.17 請求書を発行する】へお進みください。 

 

注釈：コンサルタントからの作業完了報告日から 5 日経過すると、検収の手順を実施

しない場合でも、検収したものとしてみなされます。そのため、作業完了報告の通知

を受けたらすぐに提出物の内容を確認し、検収の手続きをしてください。 

  

③[検収して相談を完了しました。]と

表示が出ることを確認します 
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【研修の場合】 

① コンサルタントから作業完了報告が実施されると[WEB 会議]欄の直下に、[検収]欄が

表示されます。☆マークを押下して、コンサルタントの評価の入力を行い、検収にあ

たって評価のコメントがあれば入力します。 

② 下部にある[検収して研修を完了する]ボタンを押下します。 

 
 

  

①☆マークをクリックして、コンサ

ルタントの評価を登録します 

②[検収して研修を完了する]

ボタンを押下します 

①評価のコメントを入

力します 
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③ 画面上部に[検収して研修を完了しました。]と表示が出たら、検収は無事完了となり、

一連の取引は終了です。お疲れ様でした。 

注釈：検収が完了すると相談管理画面の対象の研修は取引完了と表示され、[再オファ

ーする]ボタンが表示されます。また、検収の取引完了実績があるコンサルタントのた

め、研修上のコンサルタント詳細情報にも[再オファーする]ボタンが表示されます。 

 
 

※研修申し込み時に「クレジットガードで支払う」を選択した場合は、[検収して研修を完

了しました。]が表示されたタイミングで、クレジットカード決済が行われ、領収書が発行

できるようになります。領収書発行の手順は【1.16 領収書を発行する】へお進みください。 

 

※研修申し込み時に「請求書で支払う」を選択した場合は、[検収して研修を完了しまし

た。]が表示されたタイミングで、請求書が発行できるようになります。請求書発行の手順

は【1.17 請求書を発行する】へお進みください。 

 

注釈：コンサルタントからの作業完了報告日から 5 日経過すると、検収の手順を実施

しない場合でも、検収したものとしてみなされます。そのため、作業完了報告の通知

を受けたらすぐに検収の手続きをしてください。 

 

  

③[検収して研修を完了しました。]と

表示が出ることを確認します 
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1.16 領収書を発行する 
① 検収を実施した画面の最下部に、[領収書発行]項目が表示されるので、そこに配置され

ている[領収書発行]ボタンを押下します。 

 

 

② ブラウザ上で領収書が表示されます。 

 

①[領収書発行]ボタン

を押下します 
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1.17 請求書を発行する 
① 検収を実施した画面の最下部に、[請求書発行]項目が表示されるので、そこに配置され

ている[請求書発行]ボタンを押下します。 

 
 

② ブラウザ上で請求書が表示されます。 

 

①[請求書発行]ボタン

を押下します 
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1.18 相談や研修をキャンセルする 
マッチング成立した相談や研修をキャンセルすることができます。 

注釈：相談をキャンセルした場合は状態によって支払いが発生します。 

前提条件：該当相談が「マッチング成立」となっていること 

     ログインアカウントが「管理者」であること 

 

支払いが発生しない条件： 

コンサルタントとの WEB 会議の設定前 

（支払いが発生しないため、領収書や請求書の発行は行えません） 

支払いが発生する条件： 

コンサルタントとの WEB 会議の設定後 

（支払いが発生するため、領収書や請求書の発行は行えます） 

※設定した WEB 会議を削除しても WEB 会議設定後となり、支払いが発生します 
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【相談の場合】 

① 画面上部にある[案件管理]メニューをクリックします。 

② メニュートップ画面の登録相談リスト上にある、キャンセルしたい相談の [コンサルタ

ントを確認する]ボタンを押下します。 

注釈：登録相談リストの[申込み履歴を見る] ボタン押下で、相談管理画面を表示し

て、そこからキャンセルしたい相談の[確認する]ボタンを押す手順もあります。 

 

 

  

①[案件管理]メニューを

クリックします 

②[コンサルタントを確認する]

ボタンを押下します 

[申込み履歴を見る]ボタンを押下する手

順もあります 



164 
 

③ 画面右上の[…]ボタンを押下します。 

 
 

④ ポップアップウィンドウの「この相談をキャンセルする」ボタンを押下します。 

 
  

③押下します 

④押下します 
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⑤ 相談をキャンセルする理由を入力します。 

⑥ [はい(キャンセルする)]ボタンを押下します。 

 

⑦ 画面上部に[レ 相談をキャンセルしました。]と表示されることを確認します。 

[【コンパスシェア】取引がキャンセルされました(システム自動配信)]というメールが

送付されます。 

 

 

⑤キャンセルする理由

を入力します 

⑥押下します 

⑦[相談をキャンセルしました。]と表示が出ることを

確認します 
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⑧ 相談管理画面へ戻り、該当の相談がキャンセルと表示されることを確認します。 

 
 

※このとき[確認する]ボタンを押下すると、支払が発生している場合は画面の最下部に、

[領収書発行]項目または[請求書発行]項目が表示されます。 

 

  

⑧該当の相談が[キャンセル]と表示

されることを確認します。 
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【研修の場合】 

① 画面上部にある[案件管理]メニューをクリックします。 

② メニュートップ画面の研修申込みリスト上にある、キャンセルしたい研修の [コンサル

タントを確認する]ボタンを押下します。 

 

 

  

①[案件管理]メニューを

クリックします 

②[コンサルタントを確認する]

ボタンを押下します 

[申込み履歴を見る]ボタンを押下する手

順もあります 
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③ 画面右上の[…]ボタンを押下します。 

 

 

④ ポップアップウィンドウの「この研修をキャンセルする」ボタンを押下します。 

 

 

  

③押下します 

④押下します 
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⑤ 研修をキャンセルする理由を入力します。 

⑥ [はい(キャンセルする)]ボタンを押下します。 

 

 

⑦ 画面上部に[レ 研修をキャンセルしました。]と表示されることを確認します。 

[【コンパスシェア】取引がキャンセルされました(システム自動配信)]というメールが

送付されます。 

 
 

  

⑤キャンセルする理由

を入力します 

⑥押下します 

⑦[研修をキャンセルしました。]と表示が出ることを

確認します 



170 
 

⑧ 研修管理画面へ戻り、該当の研修がキャンセルと表示されることを確認します。 

 

 

※このとき[確認する]ボタンを押下すると、支払が発生している場合は画面の最下部に、

[領収書発行]項目または[請求書発行]項目が表示されます。 

 

  

⑧該当の研修が[キャンセル]と表示

されることを確認します。 
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【キャンセル時のメール通知】 

〇依頼者がキャンセルした(WEB 会議設定前)場合のメール 

メール: 【コンパスシェア】取引がキャンセルされました（システム自動配信） 

 
〇依頼者がキャンセルした(WEB 会議設定後)場合のメール 

メール: 【コンパスシェア】取引がキャンセルされました（システム自動配信） 

 
〇コンサルタントがキャンセルした場合のメール 

メール: 【コンパスシェア】取引がキャンセルされました（システム自動配信） 

 

 

コンサルタントからの相談キャンセル場合は、

報酬が発生しません 

WEB 会議設定前は報酬が発生しません 

WEB 会議設定後は報酬が発生します 
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【キャンセルを撤回する】 

キャンセル画面にて、[いいえ(キャンセルせずに画面を閉じる)]ボタンを押下すること

で、キャンセルせずに相談詳細画面が表示されます。 

 

  

押下します 



173 
 

【メンバー権限でのキャンセル】 

メンバー権限での相談キャンセルはできません。 

コンサルタント詳細情報画面上に […]ボタンが表示されません。 

 
  

[…]を表示しません 
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2 アカウント管理等付属機能のご利用 

2.1 企業内アカウントを設定する 
マイページの[企業内アカウント設定]メニューでは、既にコンパスシェアに会員登録し

ご利用頂いている企業の管理者様が、同一企業に在籍される従業員向けにアカウント発

行・削除のお手続きをすることが可能です。 

 

① コンパスシェアにログインし、[マイページ]メニューをクリックします。 

② [企業アカウント設定]ボタンを押下します。 

 
 

③ 企業内アカウント設定画面が開くので、企業内アカウントを追加する場合は「メール

アドレスによる企業内アカウントを追加する手順」又は「ビジネスｄアカウントによ

る企業内アカウントを追加する手順」を、企業内アカウントを削除する場合は「企業

内アカウントを削除する手順」を参照してください。 

注釈：この手続きは、ユーザーの権限が「管理者」である必要がございます。権限が

「メンバー」の場合にはお手続きできません。尚、登録されているアカウントの権限

を確認する際にも、[企業アカウント設定]メニューから確認できます。 

 

  

②[企業アカウント設定]

ボタンを押下します 

①[マイページ]メニュー

をクリックします 
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【メールアドレスによる企業内アカウントを追加する手順】 

① 下記の情報を入力します。 

(ア) メールアドレス（追加するアカウントのメールアドレスを入力してください） 

(イ) 権限（追加するアカウントの権限を選択してください） 

注釈： [管理者]権限ではコンパスシェア上の全てのサービスが利用できます。[メンバ

ー]権限では下記のお手続きを除き、コンパスシェア上のサービスを利用できます。 

＜メンバー権限では実施できないお手続き＞ 

・相談の公開（相談情報の入力はメンバー権限でも可能です） 

・コンサルタントへオファーの発出 

・企業内ユーザーの追加、削除、権限変更 

・企業プロフィール情報の変更 

・検収の登録 

・ミーティング URL の発行 

・相談のキャンセル 

・退会 

 

② [追加する]ボタンを押下します。 

 

(ア)追加するアカウントのメール

アドレスを入力します 

(イ)追加するアカウントの権限を

選択します 

②[追加する]ボタン

を押下します 
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③ 画面上部に[追加したユーザーに登録メールを送信しました。]と表示されます。 

 

 

④ 追加したメールアドレスに「【コンパスシェア】会員登録用 URL（自動配信）」が送信

されていることを確認し、メール内に記載された URL をクリックしてアクセスします。 

 
注釈：追加したメールアドレスに[【コンパスシェア】会員登録用 URL（自動配信）]

が通知され、メール内に追加ユーザーの会員登録を行う為に必要な URL が記載されて

おります。その URL へアクセスして会員登録を引き続き行ってください。 

  

③[追加したユーザーに登録メールを送信しました。]

と表示が出ることを確認します 

④クリックします 
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⑤ 追加ユーザー新規登録画面が表示されるので、各項目を入力します。 

⑥ 「コンパスシェア利用規約、および個人情報の取り扱い」をクリックすると、利用規

約ダイアログが表示されます。規約内容を確認して下さい。 

⑦ [上記の規約に同意して会員登録する]ボタンを押下します。 

 
 

  

⑤各項目を 

入力します 

⑥規約内容を確認します ⑦最後に[上記の規約に同意して

会員登録する]ボタンを押下します 
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⑧ マイページ画面が表示されるので、[企業アカウント設定]ボタンを押下して、企業内ア

カウント情報を確認します。 

 
 

⑨ 企業内アカウント設定画面が開くので、追加したアカウントが表示されているのを確

認したら完了です。 

 
注釈：アカウントの追加に成功すると、追加したメールアドレスへ[【コンパスシェ

ア】会員登録完了のお知らせ（自動配信）]が通知されます。 

 

⑧[企業アカウント設定]

ボタンを押下します 

⑨追加したアカウントのユーザー情報が

追加されていることを確認します 
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【ビジネスｄアカウントによる企業内アカウントを追加する手順】 

① 下記の情報を入力します。 

(ア) メールアドレス（追加するアカウントのメールアドレスを入力してください） 

注釈：メールアドレスは、最終的にビジネスｄアカウントに紐づいたメールアドレス

で登録されるため、ここでは一時的なメールアドレスでも問題ありません。 

(イ) 権限（追加するアカウントの権限を選択してください） 

注釈： [管理者]権限ではコンパスシェア上の全てのサービスが利用できます。[メンバ

ー]権限では下記のお手続きを除き、コンパスシェア上のサービスを利用できます。 

＜メンバー権限では実施できないお手続き＞ 

・相談の公開（相談情報の入力はメンバー権限でも可能です） 

・コンサルタントへオファーの発出 

・企業内ユーザーの追加、削除、権限変更 

・企業プロフィール情報の変更 

・検収の登録 

・ミーティング URL の発行 

・相談のキャンセル 

・退会 

 

② [追加する]ボタンを押下します。 

 

(ア)追加するアカウントのメール

アドレスを入力します 

(イ)追加するアカウントの権限を

選択します 

②[追加する]ボタン

を押下します 
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③ 画面上部に[追加したユーザーに登録メールを送信しました。]と表示されます。 

 

 

④ 追加したメールアドレスに「【コンパスシェア】会員登録用 URL（自動配信）」が送信

されていることを確認し、メール内に記載された URL をクリックしてアクセスします。 

 
注釈：追加したメールアドレスに[【コンパスシェア】会員登録用 URL（自動配信）]

が通知され、メール内に追加ユーザーの会員登録を行う為に必要な URL が記載されて

おります。その URL へアクセスして会員登録を引き続き行ってください。 

  

③[追加したユーザーに登録メールを送信しました。]

と表示が出ることを確認します 

④クリックします 
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⑤ 追加ユーザー新規登録画面が表示されるので、[ビジネスｄアカウントのログイン]ボタ

ンを押下します。 

 
 

  

⑤押下します 
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⑥ ビジネスｄアカウント認証に成功していない場合は認証画面が表示されます。 

お持ちのビジネスｄアカウントの ID やパスワードを入力して、認証を完了させてくだ

さい。 

 

注釈：ビジネスｄアカウント認証に成功している場合は、認証手続きは省略されま

す。手順⑦へ進んでください。 
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⑦ ビジネスｄアカウント認証後の追加ユーザー新規登録画面が表示されます。各項目に

はビジネスｄアカウントに紐づいた情報が表示されているため、必要に応じて入力し

ます。 

注釈：ビジネスｄアカウントに紐づいたメールアドレスのユーザーが登録済みの場

合、「! 既に登録されているメールアドレスです。ログイン画面に戻ってメールアドレ

ス/パスワードでのログインを行ってください」と表示されます。 

 
⑧ 「コンパスシェア利用規約、および個人情報の取り扱い」をクリックすると、利用規

約ダイアログが表示されます。規約内容を確認してチェックして下さい。 

⑨ [上記の規約に同意して会員登録する]ボタンを押下します。 

 
 

  

⑦必要に応じて

入力します 

⑧規約内容を確認して、

チェックします 

⑨最後に[上記の規約に同意して

会員登録する]ボタンを押下します 
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⑩ マイページ画面が表示されるので、[企業アカウント設定]ボタンを押下して、企業内ア

カウント情報を確認します。 

 
 

⑪ 企業内アカウント設定画面が開くので、追加したアカウントが表示されているのを確

認したら完了です。 

 

注釈：アカウントの追加に成功すると、追加したメールアドレスへ[【コンパスシェ

ア】会員登録完了のお知らせ（自動配信）]が通知されます。 

  

⑩[企業アカウント設定]

ボタンを押下します 

⑪追加したアカウントのユーザー情報が

追加されていることを確認します 
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【企業内アカウントを削除する手順】 

① 削除したいアカウントに対して[削除]ボタンを押下します。 

 
 

② 削除確認画面が表示されるので、削除して良い場合は[削除する]ボタンを押下してくだ

さい。削除しない場合は[×]ボタン、または[キャンセル]ボタンを押下してください。 

 
 

  

①押下します 

②削除する場合に押下します 

②削除しない場合に押下します ②削除しない場合に押下します 
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③ 画面上部に[ユーザーを削除しました。]と表示が出たら、削除完了です。 

 
 

  

③[ユーザーを削除しました。]と表示が出ることを確認します 
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2.2 アカウント設定を変更する 
ここでは、ご自身のアカウント情報の登録や編集ができます。 

① コンパスシェアにログインし、[マイページ]メニューをクリックします。 

② [アカウント設定]ボタンを押下します。 

 
 

 

 

  

②[アカウント設定]ボタン

を押下します 

①[マイページ]メニュー

をクリックします 
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③ アカウント情報登録画面が開くので、変更したい内容に合わせて各項目を入力します。 

④ 相談に関するメッセージを受信した際の通知が必要な場合はチェックを入れます。 

⑤ [登録する]ボタンを押下します。 

 
 

 

  

③変更したい内容に合わせて

各項目を入力します 

④相談に関するメッセージを受信した際の

通知が必要な場合、チェックを入れます 

⑤最後に[登録する]

ボタンを押下します 
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⑥ マイページ画面が表示され、画面上部に[アカウント情報を変更しました。]と表示が出

たら、変更完了です。 

 

 

 

  

⑥[アカウント情報を変更しました。]と表示が

出ることを確認します 
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2.3 パスワード変更する 
ここでは、ご自身のアカウントのパスワードを変更できます。 

注釈：企業アカウント設定メニューから追加したアカウントのパスワードを変更する

際には、それぞれのアカウントの利用者がご自身でパスワードを変更してください。 

ビジネスｄアカウントでログインしたアカウントの場合は、コンパスシェア上でパス

ワードを変更することはできません。連携している外部サービスの設定画面から変更

してください。 

 

① コンパスシェアにログインし、[マイページ]メニューをクリックします。 

② [パスワード変更]ボタンを押下します。 

 
 

  

②[パスワード変更]ボタン

を押下します 

①[マイページ]メニュー

をクリックします 
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③ パスワード再設定画面が開くので、新しいパスワード、新しいパスワード（確認）に

変更するパスワードを入力します。 

注釈：パスワードは 8 文字以上で、英字と数字と記号を少なくとも 1 文字ずつ含めて

ください。※使用可能な記号:「!”#$%&’()-^\`[;:],./=~|’{+*}<>?_」 

 

④ [パスワードを変更する]ボタンを押下します。 

 
 

⑤ マイページ画面が表示され、画面上部に[パスワードを変更しました。]と表示が出たら、

変更完了です。 

 

注釈：パスワード変更に成功すると、対象のメールアドレスへ[【コンパスシェア】パ

スワード変更完了のお知らせ（自動配信）]が通知されます。 

④最後に[パスワード変更する]

ボタンを押下します 

⑤[パスワードを変更しました。]と表示が

出ることを確認します 

③同じ新しいパスワード入力します ③新しいパスワード入力をします 
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2.4 企業プロフィールを変更する 
① 企業プロフィールを変更する手順は「1.2 企業プロフィールを登録する」を参照してく

ださい。 
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2.5 請求書払い設定をする 
ここでは、請求書による後払いを有効にするための申請と、利用可能回数の確認をする

ことができます。 

注釈：請求書払い設定を申請すると、相談作成時にお支払い方法を選択することがで

きるようになります。 

 

① コンパスシェアにログインし、[マイページ]メニューをクリックします。 

② [請求書払い設定]ボタンを押下します。 

 
 

 

  

②[請求書払い設定]ボタン

を押下します 

①[マイページ]メニュー

をクリックします 
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③ 会社名と担当者名が記載された名刺ファイルをアップロードします。 

注釈：申請するための名刺ファイルは、会社名と担当者名が確認できるものを用意し

てください。名刺ファイルは、初回の入金が確認できた日から 1 年間は、問合せやト

ラブル等に備えて保管させていただきます。 

④ [請求書払いを申請する]ボタンを押下します。 

 
 

  

④[請求書払い設定]ボタン

を押下します 

③ファイルをアップロードします 



195 
 

⑤ 申請を実行すると、以下の画面が表示されます。 

 
 

⑥ 申請実行後は、マイページの[請求書払い設定]ボタンを押下すると申請状況を確認する

ことができます。 

＜申請中＞ 

 
 

＜申請完了後＞ 

 

注釈：利用回数は請求書払い設定をした相談を公開することでカウントアップされ、

利用可能回数を超える場合は公開に失敗します。 
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2.6 ログアウトする 
①  [マイページ]メニューをクリックします。 

② [ログアウト]ボタンを押下します。 

 
 

③ ログイン画面が表示されたらログアウト完了です。 

 

  

②[ログアウト]ボタンを押

下します 

①[マイページ]メニュー

をクリックします 
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2.7 パスワードリセット 
注釈：パスワードを忘れた場合に、以下の方法でパスワードを再設定できます。 

① コンパスシェアにアクセスして、ログインページの「パスワードをお忘れの方」をク

リックします。 

 

 

② 登録したメールアドレスを入力します。 

③ [パスワードを再発行する]ボタンを押下します。 

 
 

  

②メールアドレスを入力します 

③[パスワードを再発行する]

ボタンを押下します 

①[パスワードをお忘れの方]をク

リックします 
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④ パスワードリセット完了画面が表示されます。 

 

 

注釈：まだパスワードリセットは終了しておりません。、入力したメールアドレス宛に

[【コンパスシェア】パスワード再設定（自動配信）]という件名のメールが送信され

ていることを確認の上、受信したメール内の URL へアクセスし、新しいパスワードの

入力を行ってパスワードリセットを完了する必要があります。 
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⑤ 受信したメール内に記載された URL をクリックしてアクセスします。 

 

注釈：入力したメールアドレスへ[【コンパスシェア】パスワード再設定（自動配

信）]が通知されます。 

メール内に、パスワードリセットを進行する為に必要な URL が記載されております。 

その URL へアクセスして新しいパスワードを設定してください。 

 

  

⑤クリックします 
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⑥ 再設定するパスワードを入力してください。 

注釈：パスワードは 8 文字以上で、英字と数字と記号を少なくとも 1 文字ずつ含めて

ください。※使用可能な記号:「!”#$%&’()-^\`[;:],./=~|’{+*}<>?_」 

 

⑦ [パスワードを変更する]を押下します。 

 

 

⑧ パスワード変更完了画面が表示されます。 

 
 

注釈：[ログインフォームへ]を押下することで、コンパスシェアのログイン画面が表

示されます。今回変更したパスワードを使用してログインしてください。 

 

 

  

⑦最後に[パスワード変更する]

ボタンを押下します 

③同じ新しいパスワードを入力します ⑥同じ新しいパスワードを入力します 
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3 退会機能 

3.1 [よくあるご質問]より退会する 
注釈：退会は管理者のみ実行可能です。 

① コンパスシェアのトップページを開き、画面右上の [？]ボタンまたは、画面下部の[よ

くあるご質問]をクリックすると、別タブで「よくあるご質問」画面を表示します。 

 

 

  

①押下します 

①クリックします 
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② 検索ワードに「退会」を入力します。 

③ 検索ボタン( )を押下します。 

 
 

  

②検索ワードに「退会」を入力します 

③検索ボタンを押下します 
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④ 検索結果に「退会したい場合はどうすればよいですか？」が表示されるので、クリッ

クします。 

 

 

 

  

④クリックします 



204 
 

⑤ 退会手続きを実施する URL が表示されていますので、依頼者側の URL をクリックし

ます。 

 
 

  

⑤クリックします 
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⑥ ログイン画面が表示されるので、退会する企業のユーザーアカウントのメールアドレ

ス、パスワードを入力します。 

ビジネスｄアカウントのユーザーの場合は、[ビジネスｄアカウントのログイン]ボタ

ンを押下します。（ビジネスｄアカウント認証後に手順⑧へ進みます） 

⑦ ログインボタンを押下します。 

 

注釈：ログイン後に、[？]ボタンまたは、[よくあるご質問]より遷移した場合は、 

ログイン画面は表示されません。 

手順⑥、⑦が省略されます。 

 

  

⑥メールアドレス、パスワードを入力します 

⑦押下します 

⑥ボタンを押下します 
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⑧ 注意事項をご確認頂いた上で退会される場合は、「以下の注意事項を確認した上で退

会手続きを進める」をチェックします。 

 
 

  

注意事項 

⑧チェックします 
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⑨ 退会理由を選択します。(任意) 

 
 

  

⑨選択します 
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⑩ 具体的な理由を入力します。(任意) 

 
 

  

⑩入力します 
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⑪ [退会する]ボタンを押下します。 

 
 

  

⑪押下します 
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⑫ 依頼者の退会完了画面が表示されて終了します。 

同時に該当のメールアドレスへ[【コンパスシェア】退会のお手続き完了(システム自動

配信)]というメールが通知されます。 
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【現在進行中の相談がある時に退会手続きを実行したときのエラー】 

進行中(募集中～取引完了)の相談がある場合は、退会を実施しても[！ 公開中の相談が存在

するために退会手続きを行うことができません]と表示され退会できません。 
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【メンバー権限での退会手続きを実行したときのエラー】 

メンバー権限のアカウントにて[退会する]を押下した場合は、画面上部に「！ 管理者のみ

操作が可能です」と表示され退会できません。 

 

 

 

以上． 


