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ホームページにアクセスするには？
　登録企業の方も発注機関の方も、インターネットの
登録や検索システムを利用するにはCORINSまたは
TECRISホームページへのアクセスが必要です。

CORINSホームページ
http://www.ct. jacic.or. jp/corins/

　「CORINS」や「corins」というキーワードで
検索してアクセスすることもできます。

TECRISホームページ
http://www.ct. jacic.or. jp/tecris/

　「テクリス」「TECRIS」「tecris」というキーワ
ードで検索してアクセスすることもできます。　

インターネットで登録・検索できます。
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インターネットで登録できます！
　CORINSとTECRISの登録が、「FD登録」と「（専用回線
を使った）オンライン登録」に加えて、インターネットで
もできるようになりました。「専用回線の準備や維持
のための費用を必要としない」「通信スピードが高速化
する」「通信費を削減できる」「FDの送料がかからな
い」など多くのメリットがあります。この機会にぜひ
ご利用ください。8月2日（月）からCORINSとTECRIS
のホームページで受付が始まっています。
　インターネットで登録するには―

　・ユーザーIDとパスワード

　・JACIC発行の電子証明書

　・オンライン登録システムVer.1.2

　の3つが必要です。すべてホームページから無料
で取得できます。　
（中面に特集記事→）

発注機関向けは8月30日から
　8月30日（月）から、CORINS/TECRIS/JCISの検索
システム（検索提供）がインターネットで利用できる
ようになります。
　現在検索システムを利用している発注機関の方は、
これによりDODサービスの通信費が不要になります。
　検索システムを利用していない発注機関の方はこ
の機会にぜひ導入をご検討ください。インターネット化
により導入しやすくなっています。
　CORINS/TECRISセンターでは、導入のための資
料を用意しています。詳細はCORINS/TECRISセン
ターの発注機関担当窓口にお問い合わせください。

　CORINS/TECRISセンター

　発注機関担当窓口　ctj@jacic.or.jp

CORINS
TECRIS
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インターネット登録の準備
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インターネットで登録するには、①～⑤の準備が必要です。

　①ホームページで利用申請書を印刷　　　　　　　　　

　

　②利用申請書を送付

　③ユーザーIDの取得　　　 

　　　　　　　　　　

　④JACIC発行の電子証明書を取得　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

　⑤オンライン登録システムVer.1.2インストール　

       

① ホームページで利用申請書を印刷

CORINS/TECRISの各ホームページにアクセスしたら、左

側のメニューから「企業向けインターネット利用申請」

→「新規申請」のページを開いて、必要な情報を入力し

てください。今までオンライン登録を利用していた方も

「新規申請」を選択してください。

　「FD登録」を利用している方・登録が初めての方

→6文字から8文字の任意のパスワードを申請してください。

ユーザーIDは後日メールでお知らせします。

　「オンライン登録」を利用している方

→お持ちの「オンライン登録認証用ID」とパスワードを入

力してください。

「会社名」～「電話番号」などを入力したら、内容を確認

して「インターネット利用申請書」の画面を印刷してくだ

さい。提出用と保管用の２部印刷してください。印刷した

ものは「チェックコード」の欄がブランク（空白）になっ

ています。

② 利用申請書を送付

画面の入力が完了すると「チェックコードのお知らせ」メール

が届きます。メールに記載されているチェックコード（□

□－□□□□□）を、印刷した「インターネット利用申請

書」の1部に手書きで記入し、法人印（社名が入っていて契

約で使用する印）および担当印を押してJACICに送付してく

ださい。もう一部はお手元に保管してください。

　送付する際に、CORINSの場合は「建設業許可証の写し」

　を、TECRISの場合は「会社を証明するもの（※）の写し」

　を同封してください。

 　※＝「建設コンサルタント登録」「地質調査業者登録」「補償

　コンサルタント登録」「測量業者登録」「一級建築士事務所登

　録」のいずれかの登録を証明するもの。ない場合は「登記簿謄

　本」。

③ ユーザーIDの取得

　後日、「ユーザーIDのお知らせ」メールが届きます。メール  

　に記載されているユーザーIDのパスワードは、①で申請した

　ものを使ってください。

④ JACIC発行の電子証明書を取得

③の「ユーザーIDのお知らせ」メールに記載されている「電

子証明書発行用ページのURL」にアクセスして、インターネ

ット登録で使用するパソコンに「電子証明書」をインストー

ルしてください。

⑤ オンライン登録システムVer.1.2のインストール

　インターネット登録には、CORINSとTECRISそれぞれ専

用のソフトウェア（「CORINSオンライン登録システム

Ver.1.2」「TECRISオンライン登録システムVer.1.2」）が必

要です。

「企業向けインターネット利用申請」のページからダウンロ

ードできます（④で電子証明書を取得していないと、ダウン

ロードのページを開くことはできません）。ダウンロードし

たファイルを起動してインストールを行ってください。

これで、インターネットで登録する準備が整いました。

利用申請にあたっての注意事項

・ OSは、Windows XP Professional / Windows XP Home Edition 
/ Windows 2000Professional/ Windows Meを推奨します。 

 ・Windows NTは使えません。
 ・Windows 98をお使いの場合は、アップデートが必要な場合が
ありますので、利用申請の中でご案内しています。 

 ・ブラウザソフトはInternet explorer5.5以上を推奨します。ブラ
ウザの設定についてはホームページでご案内しています。

 ・表示した画面を印刷するためのプリンタが必要です。 
 ・申請は実際にCORINS/TECRIS登録を行う部署ごとに行ってく
ださい。通常では考えられない数の申請が行われた場合等は、
ユーザーIDの発行をお断りする場合もありますので、ご了承
ください。 

●利用時間帯

　　平日・日曜・祝日  2:00～24:00
　　土曜                   　   2:00～18:00

●年度更新について
ユーザーIDは年度単位で更新が必要です。1月上旬に更新の
案内がメールで届きますので、手続きを行ってください。



Ｑ．  　インターネットで登録するには、まず何をすればよいですか？
→インターネットに接続できる方は、CORINSまたはTECRIS
のホームページにアクセスして「企業向けインターネット利
用申請」のページを開き、画面の案内に従って利用申請して
ください。

 
Ｑ．　インターネット登録にはいくらかかりますか？
→申請や登録の際に特別な料金はかかりません。登録料は4月
1日に改定されたとおり2,500万円以上のCORINSとTECRISは
9,030円、2,500万円未満のCORINSは2,940円です。

 
Ｑ．　　ADSL・光ファイバー・ケーブルTVの回線で登録できるよう
　 に なるのですか？
→インターネットに接続できるパソコンであれば、回線の種
類にかかわらず登録することができます。LAN環境でも利用
できます。

 
Ｑ．　申込後、インターネットで登録ができるようになるまで何日
　くらいかかりますか？
→利用申請書に捺印して郵送後、2～4日程度かかります。た
だし、申込が混雑している場合は多少日数がかかることがあ
ります。

 
Ｑ．　従来のオンライン登録は「１度FD登録していること」が条件
　でしたが、インターネットで登録する場合も同様ですか？
→FD登録をしたことがない企業でも申し込みできます。

「FD登録」を利用している方
初めて登録する方

Ｑ．　　FD登録はなくなるのですか？
→継続します。

 
Ｑ．　　FDで登録したものを、インターネットで変更・竣工・完了登
　録などできますか？
→できます。

    「オンライン登録」を利用している方

　Ｑ．　従来の「KDDIのDOD回線を使った」オンライン登録は、
　　 どうなるのですか？
　　 →平成16年度中はインターネットとDODの並行運用を行う
　　 予定です。 
 
　Ｑ．　従来のオンライン登録で登録したものを、インターネット  
　　で変更・竣工・完了登録などできますか？
　→できます。

 
　Ｑ．　従来のオンライン登録で使っていたユーザーIDとパスワー
　　 ドはそのまま使えますか？

→使えます。ただし、あらためて申請が必要です。また、
ひとつのオンライン登録用のユーザーIDとパスワードで複
数の電子証明書を取得することはできません。

 
Ｑ．今後はインターネットでの登録だけ利用したいのですが、 
　 KDDIへは何か手続きが必要ですか？
→今後KDDIのDODサービスを利用しない場合は解約手続
をする必要があります。以下にご連絡をお願いします。

　KDDIカスタマーサービスセンター
　0077-7141（無料）　9:00～20:00（土日祝も受付）

   ID・電子証明書・専用ソフトウェアについて

Ｑ．　印刷した「インターネット利用申請書」を紛失してしまい
　ました。
→再申請してください。紛失した「インターネット利用申
請書」のJACIC側のデータは、１ヵ月後に自動的に削
除されます。

 
Ｑ．　よそで取得した電子証明書は使えますか？
　→CORINS/TECRISセンターで発行したものしか使えません。
 
Ｑ．　オンライン登録システムVer.1.2を取得する画面に入れません。
→ダウンロード画面にアクセスするには電子証明書が必要
です。「企業向けインターネット利用申請」の画面からユ
ーザーIDと電子証明書を取得してください。
 

Ｑ．  　オンライン登録システムVer.1.2をCDでもらえますか？
　→ダウンロード対応のみです。
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Q & A
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平成16年度　RCCM資格試験受験準備講習会のご案内

 ▼主催：財団法人日本建設情報総合センター　▼後援：国土交通省
 ▼受講料：10,000円（税込み。テキスト代込み。昼食代含まず）
 ▼開催地・開催日：札幌9/22(水)　仙台9/22(水)　東京9/13(月)・9/14(火)・9/27(月)　新潟9/15(水)　
   　　　　　　　　  名古屋9/ 9(木)　 大阪9/15(水)　広島9/17(金)　高松9/ 9(木)　福岡9/17(金)　沖縄9/10(金)
 ▼受付：平成16年7月1日（木）～平成16年8月16日（月）※試験の申込受付は終了しました。
 ▼問合せ先：03-3584-2404　小林・関口
 なお、締め切り後の申し込みについては電話にてご相談ください。
 申込方法等詳細はJACICホームページ（http://www.jacic.or.jp/）の6月7日の記事をご覧ください。



財団法人 日本建設情報総合センター
 CORINS/TECRISセンター

〒107-8416　

東京都港区赤坂 7丁目10番20号

アカサカセブンスアヴェニュービル４階

CORINS担当 TEL.03-3505-0411　FAX.03-3505-2665
corins@sup.jacic.or.jp 　http://www.ct.jacic.or.jp/corins/
TECRIS担当 TEL.03-3505-2973　FAX.03-3505-2974
tecris@sup.jacic.or.jp　http://www.ct.jacic.or.jp/tecris/

Japan Construction Information Center

■ 登録料等未払いに対する措置

　 【CORINS/TECRIS】
　登録等の各種利用料金について、「請求書」「振
込確認書」「督促状」を受け取っても未払いの企業
に対し、JACICは5月から下記の措置を行っています。

　・登録料金：次回登録時に未払い情報を通知す　
　　るとともに、当該登録データの発注機関への　
　　情報提供を停止することがあります。
　・登録料金以外（入力システム販売・代行入力・　
　　自社データ提供など）：支払いが確認できない　
　　場合は、その利用を停止します。

■ 登録支援システム稼動のお知らせ

　 【CORINS】
　7月1日から岐阜県基盤整備部発注工事を対象に、
「CORINS登録支援システム」が稼動しています。
　CORINS登録支援システムとは、インターネット上
で公開されている入札情報を利用して、CORINS登
録データを作成する仕組みです。「受注企業の入力
作業の軽減」と「CORINS登録データの精度向上」
を目的にしています。
　現在は岐阜県のみの運用ですが、準備ができた
機関より順次稼動する予定です。

■ ローマ数字は使用禁止【TECRIS】
　TECRIS入力システムでは、4月1日からローマ数字
（I、II、III、IV・・・）が禁則文字となりました。業務名
称等にローマ数字を含む登録はできません。
　業務名称等にローマ数字が含まれている場合は、必
ず算用数字に置きかえて登録するようにしてください。

▼TECRIS

メールアドレスを業務カルテに入力するには

　TECRIS入力システムのフォルダウィンドウの[基本
設定]を選択し、一覧ウィンドウの[自社情報の入力]を
選択すると、「自社情報入力」画面が表示されます。
メールアドレスは「受領書送付先部署情報」の住所欄
に全角で入力してください。
　詳しい入力方法は「TECRIS登録手続きの手引き
『2-3-4.受領書送付先部署情報（メールアドレスおよび
FAX）の入力』」をご覧ください。
　「TECRIS登録手続きの手引き」の最新版PDFファ
イルは、TECRISホームページの「マニュアル」ページ
に掲載されています。

メールアドレスを工事カルテに入力するには

　CORINS入力システムの[環境設定]→[自社情報]
→[工事カルテ受領書送付先]の「2-5.ビル名・マンショ
ン名・部屋番号等」にメールアドレスを全角で入力して
ください。その際、「2-3.市区郡町村」「2-4.丁目番地」
には何も入力しないでください。
　詳しい入力方法は「CORINS登録手続きの手引き
『第2章　2.自社情報の入力』」をご覧ください。
　「CORINS登録手続きの手引き」の最新版PDFファ
イルは、CORINSホームページの「ダウンロード」ページ
に掲載されています。

■ 受領書をメールで受け取ることができます

　 【CORINS/TECRIS】
本年4月1日から、FDで登録した場合は「工事カ
ルテ受領書（CORINS）」と「業務カルテ受領書
（TECRIS）」をメールで受け取ることができるように
なっています。下記の要領に従って、受信メールアド
レスを入力してください。

イ ン タ ー ネ ット 化 関 連 以 外 の ニ ュ ー ス

▼CORINS


