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公的機関の⽅向け

トップページから『【公的機関】新規登録』をクリックしてください。

新規登録

Step 2

Step 3

Step 4

本フォームに必要事項をご⼊⼒の上、送信してください。

ご⼊⼒いただいたメールアドレスに仮登録メールが送信されますので、
そのメールに記載されておりますURLへアクセスして、画⾯に従って
登録してください。

登録が完了すると、⼊⼒されたメールアドレスに登録完了メールが送
信されます。

【注意】この⼿続きまで進まれない場合、登録は完了いたしません。

Step 1

登録
完了！
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公的機関の⽅向け

トップページから『マイページへ』をクリックしてください。Step 1

マイページご利⽤⽅法

登録時にメールで届いたログインIDとご⾃⾝で設定したパスワードを
⼊⼒して『ログイン』をクリックしてください。

Step 2

ログイン後、⽬的に応じて画⾯を操作してください。ログイン
完了！
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公的機関の⽅向け

マイページご利⽤⽅法

新たにニーズの情報を登録したい

①『ニーズの新規登録』をクリックし、『ニーズ等の情報』に情報を⼊⼒して
登録できます。 複数のニーズを登録したい場合は、１つずつ登録してください。

マッチングした事業者等の情報を確認したい

②『マッチング⼀覧』をクリックし、確認できます。
ご登録いただいたニーズの情報にマッチした商品等を有する事業者を表⽰して
います。ご関⼼のある事業者の商品等を選択し、詳細情報が閲覧できます。
検索結果画⾯や詳細情報画⾯では、ページ右側にある をクリックし、気に
なる技術を「関⼼あり」の⼀覧に追加することができます。

事業者の商品等を検索したい

③『商品検索』をクリックすると、検索ページに遷移します。
条件を選択して検索できます。
②『マッチング⼀覧』のページから、検索ページに遷移することも可能です。

① ② ③

新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所運営に係る技術

災害対応経験を職員間で継承する方策。

災害情報や避難情報を高齢者に伝達するためのシステム

避難所開設に必要な物資の備蓄配置の最適化
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公的機関の⽅向け

④

マイページご利⽤⽅法

登録した公的機関情報や担当者情報を修正したい

④『基本情報修正』をクリックし、表⽰された修正フォームに従って、修正し
てください。
パスワードを変更したい場合も、④『基本情報修正』をクリックし、『パス
ワードを変更する場合はこちら』をクリックして変更してください。

新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所運営に係る技術

災害対応経験を職員間で継承する方策。

災害情報や避難情報を高齢者に伝達するためのシステム

避難所開設に必要な物資の備蓄配置の最適化
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公的機関の⽅向け

マイページご利⽤⽅法

登録したニーズの情報を修正・削除したい

⑤『登録済みのニーズ』の⼀覧から編集・削除が可能です。

「関⼼あり」機能について

マイページ下部の⑥『あなたが「関⼼あり」』、『お相⼿から「関⼼あり」』
から「関⼼あり」に追加した企業の確認ができます。
『あなたが「関⼼あり」』のハートマークは、あなたのみが「関⼼あり」（⽚
想い）の場合は、 で、あなたとお相⼿の双⽅が「関⼼あり」（両想い）の場
合は、 で、表⽰されます。
ハートマークをクリックすると、⼀覧から削除することができます。
また、「関⼼あり」に追加すると、お相⼿にメール通知が発信されます。あな
たがお相⼿に登録された場合は、同様にあなた宛にメール通知が発信されます。
メールを受け取るか否かは『基本情報修正』から変更できます。

⑥

新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所運営に係る技術

災害対応経験を職員間で継承する方策。

災害情報や避難情報を高齢者に伝達するためのシステム

⑤
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○○株式会社

◆◆株式会社

商品

ドローンを用いた防災技術

新型の非常用発電機



公的機関の⽅向け

マイページご利⽤⽅法

「進捗度」機能について

『あなたが「関⼼あり」』の ⑦ 『進捗度』の星をクリックすることで事業者の
技術毎の導⼊に係る「進捗度」を管理することができます。 「進捗度」は５段
階の星マークで表現され、１段階から順に「先⽅に連絡済」、「打合せを実
施」、「導⼊に関して合意済」、「試⽤開始」、「契約済」となっております。
※今後、マッチングの具体化に向けた⽀援として「モデル事業」等を実施す
る場合は、事業の選定の基準として、当該「進捗度」を参考にする可能性
があります。（星３つ以上から選定 等）

新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所運営に係る技術

災害対応経験を職員間で継承する方策。

災害情報や避難情報を高齢者に伝達するためのシステム
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○○株式会社

◆◆株式会社

商品

ドローンを用いた防災技術

新型の非常用発電機

⑦



公的機関の⽅向け

よくある質問 / Q&A

ニーズや解決課題の登録について

Question Answer

１公的機関で複数のニーズや解決したい
課題・困りごとを登録できますか？

複数のニーズ等を登録いただけます。
⼀つのニーズを登録していただいた後に、次のニーズを
登録画⾯に遷移しますので、繰り返し操作をして、複数
のニーズを登録してください。

登録できるのは、予算を確保した案件だ
けですか？

関⼼はあるが、予算は未確保であるニーズも登録して
いただけます。ただし、各ニーズを登録いただく際に、
予算確保の有無も記⼊していただきます。

どのような項⽬を登録するのですか？ 登録項⽬は、下記のとおりです。なお、アンダーバー
を引いた項⽬は、⼊⼒必須項⽬です。

公的機関名称、利⽤フェーズ、災害種別、キーワード、
⽤途詳細、商品の導⼊予定時期、予算規模、当サイトへ
の登録についての公表範囲の確認です。

ニーズ情報の修正や削除はできますか？ はい。「マイページ」から、登録した情報の編集・削
除が可能です。
ぜひ、最新の情報に随時更新してください。

事業者による、公的機関のニーズの検索について

Question Answer

事業者は、公的機関が商品等に期待する
ニーズを、どのように検索するのです
か？

事業者は次の３つの⽅法で、登録いただいたニーズ等を
確認することができます。

公的機関のニーズのある、災害種別（例：⾵⽔害）
や災害フェーズ（例：発災後の応急期）を登録頂きます
ので、会員事業者は、それらの分類に該当するニーズを
閲覧できます。
各ニーズのキーワード（ドローン、避難誘導等）を

複数（最⼤１０語）登録いただき、会員事業者はキー
ワードで検索します。キーワードはここに例⽰したキー
ワードから選ぶと、検索語と登録語で齟齬が防げます。
各ニーズの詳細情報を登録いただきますので、事業

者は全⽂検索でも検索できます。
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公的機関の⽅向け

よくある質問 / Q&A

公的機関による事業者の商品情報等の検索について

Question Answer

商品等について、どのような項⽬が登録
されるのですか？

登録項⽬は、下記のとおりです。なお、アンダーバー
を引いた項⽬は、⼊⼒必須項⽬です。

商品等の名称、利⽤フェーズ、災害種別、キーワード、
商品等の詳細、商品等の特徴・優位性、サイトに表⽰さ
せたい画像のリンク、商品等に係る外部の紹介ページ、
最低価格、契約後の最短導⼊可能時期、営業範囲、導⼊
実績、表彰歴、登録商品についての公表範囲の確認です。

登録されている商品等は、契約実績のあ
る商品だけですか？

契約実績のない商品等も登録されています。ただし、
契約実績や実証事件での利⽤の有無とともに、原則、導
⼊公的機関も登録されていますので、利⽤状況について
当該公的機関に問い合わせをいただけます。

登録された商品等を、どのように検索で
きるのですか？

次の３つの⽅法で、登録された商品等を、検索し内容
を確認することができます。

各商品の利⽤が想定されている、災害種別（例：⾵
⽔害）や災害フェーズ（例：発災後の応急期）が登録さ
れていますので、それらの分類に該当する商品を閲覧で
きます。
各商品のキーワード（ドローン、避難誘導等）が複

数（最⼤１０語）登録されていますので、キーワードで
検索ができます。キーワードはここに例⽰したキーワー
ドから選ぶと、検索語と登録語の齟齬を防げます。全く
該当するキーワードが掲載されていない場合は、適切な
キーワードで検索ください。
各商品の名称や詳細情報も登録されていますので、

公的機関は全⽂検索でも検索できます。

事業者は、公的機関が登録した商品等に
期待するニーズを、どのように検索でき
るのですか？

公的機関のニーズのある、災害種別（例：⾵⽔害）や
災害フェーズ（例：発災後の応急期）を登録頂きますの
で、会員事業者は、それらの分類に該当するニーズを閲
覧できます。
各ニーズのキーワード（ドローン、避難誘導等）を

複数（最⼤１０語）登録いただき、会員事業者はキー
ワードで検索します。キーワードはここに例⽰したキー
ワードから選ぶと、検索語と登録語で齟齬が防げます。
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事業者等の⽅向け

トップページから『【事業者】新規登録』をクリックしてください。

新規登録

Step 2

Step 3

Step 4

本フォームに必要事項をご⼊⼒の上、送信してください。

ご⼊⼒いただいたメールアドレスに仮登録メールが送信されますので、
そのメールに記載されておりますURLへアクセスして、画⾯に従って
登録してください。

登録が完了すると、⼊⼒されたメールアドレスに登録完了メールが送
信されます。

【注意】この⼿続きまで進まれない場合、登録は完了いたしません。

Step 1

登録
完了！
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事業者等の⽅向け

トップページから『マイページへ』をクリックしてください。Step 1

マイページご利⽤⽅法

登録時にメールで届いたログインIDとご⾃⾝で設定したパスワードを
⼊⼒して『ログイン』をクリックしてください。

Step 2

ログイン後、⽬的に応じて画⾯を操作してください。ログイン
完了！
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事業者等の⽅向け

マイページご利⽤⽅法

新たに商品等の情報を登録したい

①『商品等の新規登録』をクリックし、『商品等の情報』に情報を⼊⼒して登
録できます。複数の商品を登録したい場合は、１つずつ登録してください。

マッチングした公的機関の情報を確認したい

②『マッチング⼀覧』をクリックすると、確認できます。
ご登録いただいた商品の情報にマッチしたニーズを表⽰しています。
ご関⼼のあるニーズを選択すると、詳細情報が閲覧できます。
検索結果画⾯や詳細情報画⾯では、ページ右側にある をクリックし、気に
なるニーズを「関⼼あり」の⼀覧に追加することができます。

公的機関のニーズを検索したい

③『ニーズ検索』をクリックすると、検索ページに遷移します。
条件を選択して検索できます。
②『マッチング⼀覧』のページから、検索ページに遷移することも可能です。

① ② ③

災害時における最寄り避難所までの経路案内アプリ

防災無線を活用した避難指示等の緊急時放送システム

リアルタイムでの浸水及び土砂崩れ予測システム

各避難所の需要に応じた支援物資配送システム
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事業者等の⽅向け

マイページご利⽤⽅法

登録した企業情報や担当者情報を修正したい

④『基本情報修正』をクリックし、表⽰された修正フォームに従って、修正し
てください。
パスワードを変更したい場合も、④『基本情報修正』をクリックし、『パス
ワードを変更する場合はこちら』をクリックして変更してください。

④

災害時における最寄り避難所までの経路案内アプリ

防災無線を活用した避難指示等の緊急時放送システム

リアルタイムでの浸水及び土砂崩れ予測システム

各避難所の需要に応じた支援物資配送システム
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事業者等の⽅向け

マイページご利⽤⽅法

登録した商品等の情報を修正・削除したい

⑤『登録済みの商品等』の⼀覧から編集・削除が可能です。

ブックマークしたニーズを確認したい

マイページ下部の⑥『あなたが「関⼼あり」』、『お相⼿から「関⼼あり」』
から「関⼼あり」に追加した企業の確認ができます。
『あなたが「関⼼あり」』のハートマークは、あなたのみが「関⼼あり」（⽚
想い）の場合は、 で、あなたとお相⼿の双⽅が「関⼼あり」（両想い）の場
合は、 で、表⽰されます。
ハートマークをクリックすると、⼀覧から削除することができます。
また、「関⼼あり」に追加すると、お相⼿にメール通知が発信されます。あな
たがお相⼿に登録された場合は、同様にあなた宛にメール通知が発信されます。
メールを受け取るか否かは『基本情報修正』から変更できます。

⑥

災害時における最寄り避難所までの経路案内アプリ

防災無線を活用した避難指示等の緊急時放送システム

リアルタイムでの浸水及び土砂崩れ予測システム

⑤
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○○市 新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所運営に係る技術



事業者等の⽅向け

マイページご利⽤⽅法

「進捗度」機能について

『あなたが「関⼼あり」』の ⑦ 『進捗度』の星をクリックすることで公的機関
のニーズ毎の「進捗度」を管理することができます。 「進捗度」は５段階の星
マークで表現され、１段階から順に「先⽅に連絡済」、「打合せを実施」、
「導⼊に関して合意済」、「試⽤開始」、「契約済」となっております。
※今後、マッチングの具体化に向けた⽀援として「モデル事業」等を実施す
る場合は、事業の選定の基準として、当該「進捗度」を参考にする可能性
があります。（星３つ以上から選定 等）

災害時における最寄り避難所までの経路案内アプリ

防災無線を活用した避難指示等の緊急時放送システム

リアルタイムでの浸水及び土砂崩れ予測システム
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○○市 新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所運営に係る技術

⑦



事業者等の⽅向け

よくある質問 / Q&A

商品等の登録について

Question Answer

１社で複数の商品を登録できますか？ 複数の商品を登録できます。
⼀つの商品を登録いただいた後に、次の商品を登録画⾯
に遷移しますので、繰り返し操作をして、複数の商品を
登録してください。

登録できるのは、購⼊いただく販売商品
だけですか？

販売商品のほか、情報システムなどソリューション
（サービス）の提供や契約なども対象です。

登録できる対象は、契約実績のある商品
のみですか？

契約実績のない商品等も登録していただけます。ただし、
契約実績の有無も登録していただきます。契約実績のあ
る商品については、原則、導⼊していただいた公的機関
名をご記⼊していただきます。

契約実績はないですが、実証実験などで
は公的機関に利⽤いただいている技術が
あるのですが。

実運⽤（有償）での導⼊実績のほか、実証実験などでの
公的機関での利⽤についてもお尋ねしますので、利⽤実
績の有無を登録してください。なお、実証実験等で利⽤
実績のある商品については、実績のある公的機関名称を
記⼊してください。

まだ商品化前の開発中の商品も登録でき
ますか？

原則、販売されている商品等を登録ください。
なお未発売であるものの、商品化の時期が確定している
商品については、（〇年〇⽉から販売予定）のように記
載し登録ください。

販売開始時期が未定の商品は、当サイトの利便性・信頼
性を損ないますので、登録をご遠慮ください。

どのような項⽬を登録するのですか？ 登録項⽬は、下記のとおりです。なお、アンダーバーを
引いた項⽬は、⼊⼒必須項⽬です。

商品等の名称、利⽤フェーズ、災害種別、キーワード、
商品等の詳細、商品等の特徴・優位性、サイトに表⽰さ
せたい画像のリンク、商品等に係る外部の紹介ページ、
最低価格、契約後の最短導⼊可能時期、営業範囲、導⼊
実績、表彰歴、登録商品についての公表範囲の確認です。

商品情報の修正や削除はできますか？ はい。「マイページ」から、登録した情報の編集・削除
が可能です。
ぜひ、最新の情報に随時更新してください。
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事業者等の⽅向け

よくある質問 / Q&A

公的機関による商品等の検索について

Question Answer

事業者が登録した商品等の情報を、会員
の公的機関は、どのように検索するので
すか？

公的機関は次の３つの⽅法で、登録いただいた商品等を
確認することができます。

各商品の利⽤が想定されている、災害種別（例：⾵⽔
害）や災害フェーズ（例：発災後の応急期）を登録して
いただきますので、公的機関は、それらの分類を選択し、
該当する商品を閲覧できます。
各商品のキーワード（ドローン、避難誘導等）を複数

（最⼤１０語）登録していただき、公的機関はキーワー
ドで検索します。登録語と検索語で齟齬が⽣じないよう、
キーワードはここに例⽰したキーワードから選ぶことを
優先してください。全く該当するキーワードが掲載され
ていない場合は、適切なキーワードを記⼊してください。
各商品の名称や詳細情報を登録していただきますので、

公的機関は全⽂検索でも検索できます。

Question Answer

公的機関は、どのような情報を登録する
のですか？

登録項⽬は、下記のとおりです。なお、アンダーバーを
引いた項⽬は、⼊⼒必須項⽬です。

公的機関名称、利⽤フェーズ、災害種別、キーワード、
⽤途詳細、商品の導⼊予定時期、予算規模、当サイトへ
の登録についての公表範囲の確認です。

事業者は、公的機関が商品等に期待する
ニーズを、どのように検索できるのです
か？

事業者は次の２つの⽅法で、登録いただいたニーズを確
認することができます。

公的機関のニーズのある、災害種別（例：⾵⽔害）や
災害フェーズ（例：発災後の応急期）を登録していただ
きますので、会員事業者は、それらの分類に該当する
ニーズを閲覧できます。
各ニーズのキーワード（ドローン、避難誘導等）を複

数（最⼤１０語）登録いただき、会員事業者はキーワー
ドで検索します。キーワードはここに例⽰したキーワー
ドから選ぶと、検索語と登録語で齟齬が防げます。

事業者による、公的機関ニーズの検索について
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株式会社ステージ
TEL：03‐3554‐5039
E‐Mail：bosaitech‐pf@stage.ac
（受付時間：10：00〜18：00／⼟・⽇・祝・8/13・12/29〜1/3を除く）

システムに関する問合せ先


