
ホームページで初めてイベント申込みをする方へ

ながさきめぐりあい
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（メンバーズ(会員）マニュアル）



★めぐりあいシステムより届くメールのメールアドレス：info@meguriai-nagasaki.jp

※携帯・スマートフォンに、このメールアドレスから届くメールを受信可能（迷惑メールの設定を解除）にしてください。

2

2回目
以降

①メンバー（会員）ログイン画面より
「ユーザー名」・「パスード」を入力。
メンバー（会員）管理画面より、予約状況の
確認・イベント申込みができます。
（※2回目以降は、メンバー（会員）情報の
入力は必要ありません）

1 step

②イベント
予約申込
確認メール

到着

③応援隊
よりイベント
申込完了
メール
到着

④イベント
予約完了

2 step※ 3 step※ 4 step※

事
務
局
・

応
援
隊
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認

※2回目以降の2STEP～4STEPま
では初回と同じながれです。

（初回） …イベント申込み+メンバー（会員）登録
（2回目以降） …イベント申込み

の流れ

い（初回）イベント申込み

②メンバー（会員）
登録メール 到着

初回 ③イベント予約申込
確認メール 到着

④応援隊より
イベント予約完了メール

到着

⑤イベント
予約完了

1 step 2 step 3 step 4 step 5 step

めんばいメンバー（会員）登録

※同時に登録します

mailto:info@mail.meguriai-nagasaki.jp


（初回）イベント申込み + メンバー（会員）登録の方法

①ホームページアドレス：https://www.meguriai-nagasaki.jp

もしくは、ながさきめぐりあい 検索

②「イベント一覧」を選択し、

参加したいイベントを

選択（クリック）する

「イベント関連」の項目から
↓
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※初回のイベント申込時
イベント申込み +メンバー（会員）登録 を同時におこないます。
初回イベント申込の時に予約フォームにメンバー（会員）登録の
情報を入力いただきます。
イベント申込の入力を同時におこないながら、
イベント予約申込もできる仕組みです。

い（初回）イベント申込み

②メンバー（会員）
登録メール 到着

初回 ③イベント予約申込
確認メール 到着

④応援隊より
イベント予約完了メール

到着

⑤イベント
予約完了

1 step
2 step 3 step 4 step 5 step

めんばいメンバー（会員）登録

※同時に登録します

初回 1step

https://www.meguriai-nagasaki.jp/
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（初回）予約フォーム入力時 の入力
必須事項について

・姓（ルビ）
・名（ルビ）
・メールアドレス
・郵便番号
・都道府県
・市区町村
・住所
・電話番号（携帯）
・性別
・生年月日（西暦）
・職業

※上記の情報は入力が必須の項目と
なっております。

・婚活に関する宣言文
・メンバーの情報登録の同意
については、☑を入れて登録時に同意
いただいた方のみ登録が可能です。

メンバー（会員） 登録

い（初回）イベント申込み
②メンバー（会員）
登録メール 到着

初回 ③イベント予約申込
確認メール 到着

④応援隊より
イベント予約完了メール到着

⑤イベント
予約完了

1 step
2 step 3 step 4 step 5 step

めんばいメンバー（会員）登録

※同時に登録します

（初回）イベント申込

③イベント情報の下に表示している
「予約フォーム」に
必要事項を入力して、
【予約する」ボタンを押す。
予約申込完了後には、
受付システムより
自動で以下のメール が届きます。

「予約フォーム」

初回 1step



④初回「予約申込み」をおこなうと右記のメールが届き、

貴方様の情報の登録が完了した通知が届きます。

ご予約ありがとうございました。
ウェブサイト [ながさきめぐりあい] 
に貴方様の情報を登録いたしました。
以下の情報を元にログインいただけま
す。

ここからログイン：
https://www.meguriai-
nagasaki.jp/wp-login.php

ユーザー名 : %username%
パスワード : %password%

予約を確認するには、ログイン後、
https://www.meguriai-
nagasaki.jp/events/my-bookings/
をご覧ください。
-------------------------------
〒850-8570
長崎県長崎市尾上町３番1号
長崎県庁 2階
長崎県婚活サポートセンター内
ながさきめぐりあい事務局
TEL: 095-823-2296
FAX: 095-818-2763
E-mail: office@meguriai-nagasaki.jp

メンバー（会員）情報入力および「ユーザー名」「パスワード」の通知方法
（※2回目以降のイベント申込、メンバー専用管理画面へのログインの際に必要な情報です）

2step初回
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メンバー登録について

■メンバー（会員）登録通知メールの文面

い（初回）イベント申込み
②メンバー（会員）
登録メール 到着

初回 ③イベント予約申込
確認メール 到着

④応援隊より
イベント予約完了メール到着

⑤イベント
予約完了

1 step
2 step 3 step 4 step 5 step

めんばいメンバー（会員）登録

※同時に登録します

https://www.meguriai-nagasaki.jp/wp-login.php
https://www.meguriai-nagasaki.jp/events/my-bookings/を


ユーザ01様

イベントのご予約、お申し込み誠に
ありがとうございます。

以下のイベントの予約申込みを承りまし
た。現在、空席状況等の確認をしており
ます。しばらくお待ちください。
予約がお受けできる場合、自動送信メー
ルにて予約の完了をお知らせします。

イベント名: イベント名
開催日時: 2020年00月00日(日)
1:30 PM -3:00 PM
開催場所: 開催場所長崎市〇○〇
予約いただいた席数：

以上、よろしくお願いいたします。

ながさきめぐりあい応援隊
-------------------------------
〒850-8570
長崎県長崎市尾上町３番1号
長崎県庁 2階
長崎県婚活サポートセンター内
ながさきめぐりあい事務局
TEL: 095-823-2296
FAX: 095-818-2763
E-mail: office@meguriai-nagasaki.jp

ユーザ01様
以下のイベントの予約が完了しましたので参加
決定のお知らせいたします。
イベント名: イベント名
開催日時: 2020年00月00日(日)1:30 PM 
-3:00 PM
開催場所: 場所長崎市〇○〇
以上、よろしくお願いいたします。
お問合せ
応援隊名
TEL:
E-mail:
-------------------------------
ながさきめぐりあい事務局
TEL: 095-823-2296
E-mail: office@meguriai-

nagasaki.jp

⑤ 予約がメール
完了したときに
届くメール

ユーザ01様
以下のイベントの予約申込みをい
ただきましたが、残念ながらお席
の確保ができませんでした。
イベント名: イベント名
開催日時: 2020年0０月0０日(日) 
時間@ 1:30 PM -3:00 PM
開催場所:場所長崎市〇○〇
ご希望に添えず大変申し訳ありま
せん。
またの機会にご利用をお待ちして
おります。
以上、よろしくお願いいたします。
応援隊名-
-------------------------------
ながさきめぐりあい事務局
TEL: 095-823-2296
E-mail:office@meguriai-
nagasaki.jp

⑤ 参加をお断りするときに届くメール

④「予約申込み」が完了すると以下のメール が届き、
申込受付をお知らせします。

土
日
を
除
く
2

日
以
内
に

⑤

の
メ
ー
ル
が
届
か
な
い
場
合

【問い合わせ先】
ながさきめぐりあい事務局
TEL: 095-823-2296
E-mail: office@meguriai-
nagasaki.jp

月～土（水・日・祝日除く）
9：00～17：45
まで連絡をお願いします。

5 step
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イベント申込みについて

い（初回）イベント申込み
②メンバー（会員）
登録メール 到着

初回 ③イベント予約申込
確認メール 到着

④応援隊より
イベント予約完了メール到着

⑤イベント
予約完了

1 step
2 step 3 step 4 step 5 step

めんばいメンバー（会員）登録

※同時に登録します

4step3step初回

mailto:office@mail.meguriai-nagasaki.jp


①「イベント関連」項目
↓

②「予約確認」
↓

③「こちらからログイン」を押す
↓

④ ログイン画面に
1.「ユーザー名」または、登録した「メールアドレス」を入力
2. 「パスワード」を入力し、【ログイン】ボタンを押す

↓
⑤ メンバー専用ログイン画面では、メンバー（会員）の
予約状況の確認、イベント申込みができます。

①

②

③

④-1

④-2

メンバー（会員）情報登録後に、
事務局よりメールで送付された「ユーザー名」（④-1）もしくは「メールアドレス」（④-1）、
「パスワード」（④-2）を入力し、メンバー（会員）専用管理画面へ【ログイン】する方法

ご予約ありがとうございました。
ウェブサイト [ながさきめぐりあい] に
貴方様の情報を登録いたしました。
以下の情報を元にログインいただけます。

ここからログイン：
https://www.meguriai-nagasaki.jp/wp-
login.php

ユーザー名 : %username%
パスワード : %password%

予約を確認するには、ログイン後、
https://www.meguriai-
nagasaki.jp/events/my-bookings/を
ご覧ください。
-------------------------------
〒850-8570
長崎県長崎市尾上町３番1号
長崎県庁 2階
長崎県婚活サポートセンター内
ながさきめぐりあい事務局
TEL: 095-823-2296FAX: 095-818-2763
E-mail: office@meguriai-nagasaki.jp

←④-1
←④-2

↓
※

初
回
、
イ
ベ
ン
ト
申
込
み
時
に
届
い
た
メ
ー
ル

⑤メンバー専用ログイン画面

１ step
2回目
以降
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https://www.meguriai-nagasaki.jp/wp-login.php
https://www.meguriai-nagasaki.jp/events/my-bookings/を


②ホームページで2回目以降イベント申込みをする方へ

ご予約ありがとうございました。
ウェブサイト [ながさきめぐりあい] に
貴方様の情報を登録いたしました。
以下の情報を元にログインいただけます。

ここからログイン：
https://www.meguriai-nagasaki.jp/wp-
login.php

ユーザー名 : %username%
パスワード : %password%

予約を表示するには、ログイン後、
https://www.meguriai-
nagasaki.jp/events/my-bookings/を
ご覧ください。
-------------------------------
〒850-8570
長崎県長崎市尾上町３番1号
長崎県庁 2階
長崎県婚活サポートセンター内
ながさきめぐりあい事務局
TEL: 095-823-2296FAX: 095-818-2763
E-mail: office@mail.meguriai-nagasaki.jp

←※初回、メンバー（会員）登録時
に届いたメールをご確認ください。

ここに記載されている
「ユーザー名」（登録時に自動で割り振
られ、変更はできません）、
「パスワード」（利用者管理画面より変
更が可能です【P.9】）を
画面保存もしくは、記録（メモ）して
保管してください。
※2回目以降の「ながさきめぐりあい」
でのイベント申込、イベント予約状況を
確認する際に必要な情報になります。

「ユーザー名」・「パスワード」を確認する方法
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■ながさきめぐりあいホームページ：
トップページのログイン画面

「ユーザー名」

「パスワード」

https://www.meguriai-nagasaki.jp/wp-login.php
https://www.meguriai-nagasaki.jp/events/my-bookings/を


パスワードの変更方法

①
②

③

① メンバー（会員）管理
画面のダッシュボードに表示
する「ユーザー」を選択。

新しいパスワードの
「パスワードを生成する」
ボタンを押す。

②「パスワードを生成する」ボタンを押
すと、任意の英数字を合わせたパスワー
ドが表示されます。このパスワードを削
除して、希望のパスワードを入力します。

③「プロフィールを更新」ボタンを押し、入力したパス
ワードを登録します。
※入力したパスワードはこのボタンを押すと、以後表示
されません。ボタンを押す前に、パスワードを記録（メ
モ）しておいてください。

①

9
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パスワードを忘れたとき（ログイン画面は、以下の2つのページから接続できます）

確認画面【2】の時
①「イベント情報」
→「予約確認」
→「こちらからログイン」

③「ユーザー名」
または「メールア
ドレス」を入力し、
「新しいパスワー
ドを取得」を押す

②「パスワードを
お忘れですか？」
を押す

タイトル
[ながさきめぐりあい] 

パスワードのリセット
-------------------------------------
どなたかが次のアカウントの
パスワードリセットを
リクエストしました: 

サイト名: ながさきめぐりあい
ユーザー名: 会員ユーザー名が
表示

もしこれが間違いだった場合
は、このメールを無視すれば
何も起こりません。
パスワードをリセットするに
は、以下へアクセスしてくだ
さい。
<https://www.meguriai-

Nagasaki.jp

④登録システムより以下
のメールが届きます。
表示しているURLへ
アクセスし、
パスワードの再設定を
お願いします。

確認画面【1】の時
①「めぐりあいトップページ」→
「パスワードをお忘れですか?」を押す

③「ユーザー名」
または「メールア
ドレス」を入力し、
「新しいパスワー
ドを取得」を押す

https://www.meguriai-nagasaki.jp/wp-login.php?action=rp&key=V5FXgkCbKuM8VUZWmGJx&login=seibunsha

