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株式会社 NHKメディアテクノロジー 

 

 

KinQ.jp機能改修のお知らせ 

 

平素より携帯メール一斉配信サービス KinQ.jp をご愛顧いただきまして、誠にありがとうござい

ます。下記の通り、KinQ.jp機能改修のプログラムリリースを実施いたします。 

今後とも、販売代理店様やユーザー様のご意見、ご要望を積極的に頂戴し、より一層のサービス向

上に取り組んでまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

1. 作業実施予定日 

【ご利用の URL https://zn.kinq.jp から始まる契約団体様】 

  2018年 7月 24日（火）19:00～21:00 

【ご利用の URL https://ei.kinq.jp から始まる契約団体様】 

  2018年 7月 24日（火）21:00～23:00 

【ご利用の URL https://kinq.jp から始まる契約団体様】 

  2018年 7月 24日（火）23:00～翌 01:00 

※各環境にて、上記のとおり 2時間程度、システムが利用停止いたします。 

※リリース作業中に震度 5弱以上の地震が発生した場合は、サービス利用を最優先とす 

るためにリリース作業を中止いたします。 

 

2. 機能改修の内容（詳細は、別紙説明資料をご参照ください） 

(1) ユーザー新規登録方法の見直し 

・従来の空メール登録方式から Webでの登録方式に変更 

 ※数か月の並行期間の後、空メール登録方式は廃止予定 

・ご利用者様への周知事項変更 

現行 ：「空メールアドレス」 「ユーザーID」 

 改修後：「KinQ.jpの URL」「ユーザーID」「仮パスワード」 

・ユーザー新規作成画面の改修 

・携帯メニュー項目の一部変更・廃止（空メール案内画面関連） 

 

(2) その他変更項目 

・「KinQ.jpログイン」及び「災害伝言板」のパスワード文字数制限変更 

現行：4文字以上 8文字以下 ⇒ 改修後：6文字以上 16文字以下 

・パスワード初期化後の桁数変更 

現行 ：4文字「9999」 ⇒ 改修後：6文字「999999」 

・パスワードを忘れた場合に、ユーザーによるパスワードの初期化機能追加 

・ユーザーIDの最大文字数変更 

現行 ：10文字 ⇒ 改修後：20文字 

 

以上 



KinQ.jp改修リリース内容

 1.ユーザー新規（変更）登録方法の改善
– 従来の空メール登録方式からWeb画面での登録方式に変更※1
– 各代理店様からご契約団体様への周知事項は変更なし

（空メールアドレス、PCアクセスURL、携帯アクセスURL等）
– 契約団体管理者様からご利用者様への周知事項変更

（「空メールアドレス」「ユーザーID」 → 「契約団体様毎の携帯アクセスURL」「ユーザーID」「初期パスワード」）
– ユーザー新規作成画面の改修
– 一括更新機能の「ユーザー一括登録・削除」取り込みファイルの項目追加（初期パスワード項目の追加）
※1 2019年2月まで、新方式(Web)と現行方式(空メール)の並行運用期間とし、

並行運用終了後、空メール登録方式は廃止となる予定です。

 2. 携帯メニュー項目の一部変更・廃止
– 携帯メニュー項目の一部変更（各種設定→「携帯メールアドレスの変更」（空メール案内画面））
– 携帯メニュー項目の一部廃止（各種設定→「携帯再登録」（空メール案内画面））

 3.パスワード忘れによるユーザでの初期化機能の追加
– パスワードを忘れた場合に、ユーザー操作にてパスワードの初期化ができる機能を追加

 4.その他変更項目
①「KinQ.jpログイン」及び「災害伝言板」のパスワード文字数制限変更
（4文字以上8文字以下→6文字以上16文字以下）

②パスワード初期化後の桁数変更（4文字「9999」→6文字「999999」）

③ユーザーIDの最大文字数変更（10文字→20文字）

1



1.ユーザー新規（変更）登録方法の改善 2

・現行の登録方式

新規メール

＜新規作成＞

送信 選択 機能

To
Subject

txxxxxxxx@kinq.jp

新規メール

＜新規作成＞

送信 選択 機能

To
Subject

t01234567@kinq.jpTo
Subject

******@kinq.jp
へ空メールを
送信

5.登録完了
--------------------
携帯電話の登録が完了し
ました。
登録完了をお知らせする
ﾒｰﾙを○○○○様の携
帯電話へお送りしました
のでご確認ください。

以上で携帯電話の登録手

続きが完了しました。

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを終了してくださ

い。

■ご利用者様への周知事項
・空メールアドレス
・ユーザーID

本登録手続きの
メールを受信後、

Webブラウザで
本登録手続き

≪現行方式≫



1.ユーザー新規（変更）登録方法の改善 3

・新方式
従来の空メール登録方式からWeb画面での登録方式に変更となります。

5.登録完了
--------------------
携帯電話の登録が完了し
ました。
登録完了をお知らせする
ﾒｰﾙを○○○○様の携
帯電話へお送りしました
のでご確認ください。

以上で携帯電話の登録手

続きが完了しました。

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを終了してくださ

い。

本登録手続きの
メールを受信後

Webブラウザで
本登録手続き

■ご利用者様への周知事項
・Kinq.jpのURL（契約団体様毎のURL）
・ユーザーID
・初期パスワード

接続
--------------------

携帯ﾒｰﾙ一斉配信ｻｰﾋﾞｽ
(Kinq.jp(ｷﾝﾕｰｼﾞｪｲﾋﾟｰ)
へ接続します。

接続

新規登録の場合はこちら

Webブラウザで自分の
メールアドレスを入力し
仮登録

≪改修後の方式≫



1.ユーザー新規（変更）登録方法の改善 4

・新規登録作業手順の変更について

≪新方式Web登録方式≫≪従来方式空メール登録方式≫

新規ユーザ登録

空メール送信

本登録案内メール受信、
URLアクセス

パスワードを設定

新規ユーザ登録

携帯アクセスURLへ接続し、ロ
グイン。周知内容及びメール
アドレスを入力し仮登録

本登録案内メール受信、
URLアクセス

管理者操作

ユーザ操作

ユーザID、空メール送信先
アドレスをユーザへ周知

ユーザID、初期パスワード、
携帯アクセスURLをユーザ
へ周知

操作画面、周知内容変更有り ･･･変更・追加

本登録完了

再ログインし、パス
ワードを設定

本登録完了



1.ユーザー新規（変更）登録方法の改善 5

・「ユーザー新規作成」画面
新方式のWeb登録方式と従来の空メール方式を選択する機能を設けました。

以下の項目が追加
・初期パスワード
⇒ユーザ登録の初期パスワードを入力
・表示ボタン
⇒パスワードマスクを解除
・生成ボタン
⇒初期パスワードをランダム生成

※デフォルトは「新方式(Web)」の登録方式
となっております。

従来の入力内容と差異なし

≪新方式Web登録方式≫≪従来方式空メール登録方式≫

入力必須項目が判明できる
よう、* を表示しました。

入力必須項目が判明できる
よう、* を表示しました。

並行期間の後、従来の空メール方式は廃止となります。



1.ユーザー新規（変更）登録方法の改善 6

・一括登録用CSVの内容追加（パスワード）

・ユーザID

・初期パスワード ← 追加項目

・ユーザ名

・ユーザ名（かな）

・権限

・役職

・電話番号

・PCメールアドレス

・ユーザID

・ユーザ名

・ユーザ名（かな）

・権限

・役職

・電話番号

・PCメールアドレス

≪改修後の入力情報≫≪改修前の入力情報≫

※赤字が必須項目。
初期パスワードの項目が追加となる（必須項目ではない）



1.ユーザー新規（変更）登録方法の改善 7

・契約団体管理者様からご利用者様への
新規登録時の必須情報

・ユーザID

・初期パスワード

・契約団体様毎の携帯アクセス URL
※従来の携帯アクセスURLから変更ありません。
携帯アクセスURLを使用して、新規登録を行います。

・ユーザID

・空メール送信先アドレス

≪新方式Web登録方式≫≪従来方式空メール登録方式≫

例:契約団体様毎に異なります
https://kinq.jp/logon.cgi?c=01xxxxxx
https://ei.kinq.jp/logon.cgi?c=02xxxxxx
https://zn.kinq.jp/logon.cgi?c=03xxxxxx



新規登録方式 Web登録方式による設定手順 8

1.契約団体様URLへ、管理権限のあるユーザでログイン
します。

【新規ユーザの作成】※管理者様作業

2.［各種設定］→■管理者用設定→ユーザ管理をク
リックします。



新規登録方式 Web登録方式による設定手順 9

3.ユーザ新規作成をクリックします。

【新規ユーザの作成】※管理者様作業

4.以下の必須項目を入力し画面下部の登録ボタンを
押します。

・ユーザID（20文字以内）
・初期パスワード
（半角英数記号、6文字以上16文字以内）

・名前
・ふりがな

※必要に応じてその他項目を入力してください



新規登録方式 Web登録方式による設定手順 10

5.確認ボタンをクリックします。

【新規ユーザの作成】※管理者様作業

6.作成したユーザが登録されている事を確認します。

登録できている事が確認できたら、利用者へ以下を
周知します。
・ユーザID
・初期パスワード
・契約団体様のKinQ.jpのURL

※従来通り、CSV取込みによる一括登録も可能



新規登録方式 Web登録方式による設定手順 11

1.通達された情報よりKinQ.jpのURLを確認し、Webブ
ラウザでアクセスします。
左記のようなページが表示されますので、
「接続」をクリックしてください。

【利用者登録】※ご利用者様作業

2.管理者様より通達されたユーザID及び初期パス
ワードを入力しログインをクリックします。

KinQ.jp –接続

携帯メール一斉配信サービス
KinQ.jp(キンキュージェイピー)

へ接続します

接続

KinQ.jp –ログイン

ユーザIDとパスワードを入力し
てください

ユーザID

KinQ.jp –ログイン

パスワード

KinQ.jp –ログイン

パスワードを忘れた場合

ログイン



新規登録方式 Web登録方式による設定手順 12

3.KinQ.jpより配信を受けたいモバイル用メールアドレ
スを入力し、確認メール送信ボタンをクリックします。

【利用者登録】※ご利用者様作業

4.確認メールが送信されますので、1分程度経過の
後、再表示ボタンをクリックしてください。

KinQ.jp –メールアドレス登録

メールアドレスを入力し
「確認メール送信」ボタンを押

してください。

確認メール送信

KinQ.jp –確認メール送信

ただいま、確認メール送信処理
中です。少々お待ちいただき、
「再表示」ボタンを押して再度
状況を確認してください。

メールアドレス登録へ戻る

メールアドレス

KinQ.jp –ログイン

メールアドレス（確認用）

KinQ.jp –ログイン

再表示



新規登録方式 Web登録方式による設定手順 13

5.確認メール送信完了画面になりましたら、登録した
メールアドレスにメールが届いているか確認してくだ
さい。
メールが届かない場合、迷惑メールフォルダに入って
いないか確認してください。
メールアドレスの入力間違い等がございましたら、項
番1より再度作業を行ってください。

【利用者登録】※ご利用者様作業

6.左記の案内メールが送られてきますので、メール
本文中央部のURLをクリックしてください。

KinQ.jp –確認メール送信完了

確認メールを送信しました。24
時間以内にメール記載のリンク
をクリックし、本登録のステッ
プへ進んでください。

メールアドレス
******@docomo.ne.jp

メールが届かない場合は、以下
の内容をご確認ください。
・迷惑メールフォルダに入って
いないか確認してください。
・メールアドレスに誤りがあっ
た場合、再度登録を行ってくだ

さい。

[KinQ.jp]本登録のご案内
--------------------

携帯メール一斉配信サービスKinQ.jp（キン
キュージェイピー）をご利用いただきありが
とうございます。
本登録手続きはまだ完了していません。
以下のURLをクリックし、本登録手続きを行
ってください。
https://kinq.jp/xxxxx/yyyyy.yy/zzzzzzz/
*******/
※なお、このメールの内容に覚えのない方は
、恐れ入りますが破棄していただきますよう
お願い申し上げます。
※本メールへの返信は受け付けておりません
。

携帯メール一斉サービス
KinQ.jp



新規登録方式 Web登録方式による設定手順 14

7.URLをクリックすると左記ページでブラウザが起動す
ますので、接続をクリックします。

【利用者登録】※ご利用者様作業

8.ユーザID及び初期パスワードを入力し、ログイン
をクリックします。

KinQ.jp –接続

接続

KinQ.jp –ログイン

ユーザID

KinQ.jp –ログイン

パスワード

KinQ.jp –ログイン

ログイン



新規登録方式 Web登録方式による設定手順 15

9.本登録画面となりますので、ご自身で設定したいパ
スワードを入力し登録完了をクリックします。
※個体番号を登録しておくと、次回ログイン時のIDや
パスワード入力が省略されます。
※パスワードに利用できる文字は、半角英数字記号で
す。
※パスワードは6文字以上16文字以内で設定してくだ
さい。

【利用者登録】※ご利用者様作業

10.以上で登録作業は完了となります。KinQ.jp –登録完了

続けてサービスを利用する

KinQ.jp –本登録

個体番号を登録すると、本サー
ビス利用時にIDやパスワードを
省略する事ができ、ご本人の携
帯電話からのアクセスであるこ
とを自動的に認識できます。

登録完了

パスワード入力

KinQ.jp –ログイン

パスワード入力（確認用）

KinQ.jp –ログイン
◎個体番号を登録する（推奨）
〇個体番号を登録しない

登録手続きが完了しました。
登録されたユーザIDとパスワー
ドは、ログイン時に必要となり
ますので大切に保管してくださ

い。



2. 携帯メニュー項目の一部変更・廃止 16

KinQ.jp –各種設定

パスワード変更

配信開始/停止

災害伝言板パスワード登録・変更

メールアドレスの変更

個体番号登録

個体番号登録解除

メインメニューに戻る

・携帯メニュー項目の一部変更
（各種設定→「携帯メールアドレスの変更」（空メール案内画面））
ご利用者自身で携帯メールアドレスの変更を行う場合、従来は空メールを送る方法となって
おりましたが、改修後はWeb画面からメールアドレスを変更できます。

≪改修後の各種設定画面≫≪従来の各種設定画面≫

■パスワード変更
■災害伝言板パスワード登録・変
更
■携帯メールアドレスの変更
■携帯電話の再登録
■個体番号登録
■個体番号登録解除
■配信 開始/停止

メインメニュー

設定

次のメールアドレスへ空メールを
送信してくだい。携帯電話の登録
を行うためのURLが記載された
メールお送りします。メールが届
きましたら、案内に従い、操作し
てください。

txxxxxxx@kinq.jp

※登録にはユーザID、パスワード
が必要になります。ご不明な場合
は管理者にお問い合わせください。

携帯メールアドレスの変更 KinQ.jp –メールアドレス登録

変更

各種設定に戻る

メインメニューに戻る

******@docomo.ne.jp

KinQ.jp –メールアドレス登録

メールアドレスを入力し
「確認メール送信」ボタン
を押してください。

確認メール送信

メールアドレス

KinQ.jp –ログ
インメールアドレス（確認用）

KinQ.jp –ログ
イン

以降は、ご利用者様作業
手順の項番4～10の手順
となります。
※項番9のパスワード入
力は表示されず、個体番
号登録のみが表示されま
す。



2. 携帯メニュー項目の一部変更・廃止 17

・携帯メニュー項目の一部廃止
（各種設定→「携帯再登録」（空メール案内画面））
前項のメールアドレス変更画面の変更に伴い、携帯電話の再登録項目が不要となりましたので
廃止しました。

■パスワード変更
■災害伝言板パスワード登録・
変更
■携帯メールアドレスの変更
■携帯電話の再登録
■個体番号登録
■個体番号登録解除
■配信 開始/停止

メインメニュー

設定
KinQ.jp –各種設定

パスワード変更

配信開始/停止

災害伝言板パスワード登録・変更

メールアドレスの変更

個体番号登録

個体番号登録解除

メインメニューに戻る

≪改修後の各種設定画面≫≪従来の各種設定画面≫

「携帯電話の再登録」ボタンの廃止



3.パスワード忘れによるユーザでの初期化機能 18

・パスワードを忘れた場合に、ユーザによるパスワードの初
期化機能を新規追加
メールアドレス、ユーザIDで登録認証を行い、仮パスワードを発行、それをユーザにメール通知する

KinQ.jp –接続

携帯メール一斉配信サービス
KinQ.jp(キンキュージェイピー)

へ接続します

接続

KinQ.jp –ログイン

ユーザIDとパスワードを入力し
てください

ユーザID

KinQ.jp –ログイン

パスワード

KinQ.jp –ログイン

パスワードを忘れた場合

ログイン

KinQ.jp –本人確認

KinQ.jpに登録しているメールア
ドレス、ユーザIDを入力してく

ださい。
メールアドレス

KinQ.jp –ログイン

ユーザID

KinQ.jp –ログイン

次に進む

仮パスワードのご案内
--------------------
携帯メール一斉配信サービス
KinQ.jp（キンキュージェイ
ピー）をご利用いただきあ
りがとうございます。

仮パスワードは以下の通り
です。
xxxxxxx

以下のURLをクリックし、
パスワード再登録手続きを
行ってください。
https://kinq.jp/login/xxxx

以降は、ご利用者様
作業手順の項番7～10
の手順となります。
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変更内容 現行 改修後 操作場所

パスワードの文字数 4文字以上8文字以下 6文字以上16文字以下 ・新規ユーザ登録
・災害伝言板
・CSV一括更新

パスワード初期化 4文字「9999」 6文字「999999」 ・ユーザ管理

ユーザID最大文字数 10文字以下 20文字以下 ・新規ユーザ登録
・災害伝言板
・CSV一括更新


