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WEB北広島新聞
ご利用ガイド



「WEB北広島新聞」のご利用ガイドです。
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１．WEB北広島新聞について

WEB上でテキスト/画像/動画形式のニュースを提供します。

・会員登録頂く事で、購読種別（お申込プラン）に応じて記事全文の閲覧が可能です。
・ご登録が無い状態でも、記事の冒頭一部につきましてはご参照頂けます。
・インターネット接続可能な環境があればどなたでもご利用頂く事が可能です。

PC／スマホ／タブレット環境は問いません。
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２．ご利用可能環境
下記の各環境にてご利用いただけます。

対応ブラウザ／OS

*1 動作確認は各バージョンOS最新のサービスパック、アップデートが適用された環境で
実施しております。
最新のサービスパック、アップデートが適用されていない環境で発生する不具合については、
サービスパック、アップデートを適用する事でご対応下さい。

Windows Mac iOS Android

ブラウザ
Google Chrome 最新版
Microsoft Edge 最新版

Firefox 最新版
Google Chrome 最新版

Safari 最新版
Google Chrome 最新版

Safari 最新版 Google Chrome 最新版

OS
サポート対象期間中の

Windows
日本語版 *1

サポート対象期間中の
MacOS

日本語版 *1

サポート対象期間中の
iOS

日本語版 *1

サポート対象期間中の
Android

日本語版 *1
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購読種別 概要 料金

1 お試し会員
・会員情報のご登録のみでご利用頂けます。

・全ての記事をご覧いただけますが、お申し込みより
2週間限定での閲覧となります。

無料

2 正会員
・会員情報のご登録およびお支払のお申込みを頂くこ
とでご利用頂けます。

・本数、対象の制限無く全ての記事を閲覧頂けます。

税込 ¥550/月
税込 ¥6,600/年
（*1）
※お支払はクレジットカード決済
（Toshinペイメント使用）
又は請求書支払となります。

３．ご購読種別（お申込みプラン）
本ニュースサイトで登録お申込み頂ける購読種別（プラン）には以下の種類がございます。

*1 お申し込み時に支払い方法「クレジットカード」「請求書」をご選択頂けます。
また、払込方法「月払い」「年払い」をご選択頂けますが、請求書の場合は年払いのみの対応
となります。
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４．記事の属性について
本ニュースサイトでお読み頂ける記事には以下の3種類があり、
ご登録の購読種別に応じてお読みいただける記事に違いがございます。

購読種別
記事の属性

通常記事 有料会員限定記事 誰にでも公開 *1

1 お試し会員 期間限定で全て閲覧可 期間限定で全て閲覧可 期間限定で全て閲覧可

3 正会員 全て閲覧可 全て閲覧可 全て閲覧可

4 非会員
（未ログイン）

記事の冒頭一部のみ
「ちょい見せ」閲覧可

画像・本文の全閲覧不可
タイトル情報のみ参照可 全て閲覧可

*1 「誰にでも公開」記事は、ご購読種別やログインの有無にかかわらず、どなたでも全文閲覧が
可能な記事です。
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5．お申込み方法
以下の手順にて会員登録お申込み頂けます。

(1) お申込み入り口

①ホーム画面から申込に入る場合
→「会員登録」メニューより

②記事詳細画面から申込に入る場合
ホーム画面の各記事一覧をクリックし詳細画面に遷移
→「会員登録」ボタンより
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5．お申込み方法
(2) お申込み～登録完了フロー
各購読種別のお申し込みについて、以下の流れでの進行となります。

*1 ワンタイムURLは発行から24時間以内有効となります。
メールが届かない場合、アドレス誤り、ドメイン指定受信設定、迷惑メールへ振り分けられて
いないか等をご確認下さい。
携帯電話キャリア関連のメールアドレスで、設定により受信されない事象が確認されております。

*2 正会員のクレジットカード支払いについては「Toshinペイメント」システムによる課金お申込み
画面となります。
登録会員情報入力確定後、決済用クレジットカード情報の入力画面での入力お手続きを頂きます。

画面／ステップ お試し会員 正会員

メールアドレス疎通確認

1 メールアドレス入力・送信

2 申込画面用のワンタイムURLが発行され、上記メールアドレスに自動返信される
*1

ワンタイムURLアクセス 3 上記URLをクリックしお申込み画面を開く（ここまでは各プラン共通）
→お申込み希望状況に応じ、各プラン用の画面が展開される。

新規会員登録画面 4 「お試し会員をご希望」選択 「正会員をご希望」選択

プラン選択 5 なし
・支払い方法（カード/請求書）
・払込方法（月払い/年払い）
を選択
※「請求書」は年払いのみの対応

必要事項入力等 6 フォーム必要事項入力 フォーム必要事項入力
*2

登録完了 7 入力内容確定・自動登録完了 → 申込情報・ログイン情報通知メール受信

ログイン可能 8 お試し会員として
ログイン可能

正会員として
ログイン可能
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5．お申込み方法
(3) お申込み～登録完了フロー・各画面の流れ①

お試し会員お申込フォーム
正会員お申込フォーム
（支払い方法/払込方法を選択）

→入力内容確認、確定画面へ
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※カード払い選択時、外部決済フォー
ムに進むボタンが表示されます。

請求書払いを選択した場合は
「年払い」のみの表示となります。



5．お申込み方法
(4) お申込み～登録完了フロー・各画面の流れ② ※払込方法共通

カード払いお申込フォーム 請求書払いお申込みフォーム

入力内容確認画面

入力内容確認画面経由

9

目次に戻る

請求書払いの場合はここまででお申込み完了となります。
自動通知メールに従いログイン可能な状態となります。
別途、新聞社より請求書を送付致します。



5．お申込み方法
(5) お申込み～登録完了フロー・各画面の流れ③

クレジット決済情報入力画面 クレジット決済情報入力確認画面

正会員(クレジットお申込み)完了画面

【各プラン共通】お申込み完了後 ログイン情報通知メール内容（以下サンプル）

お申込みのメールアドレスをログインIDとした、
・パスワード
・ログインURL
の情報を自動通知致します。

（メールタイトル：
「新規会員登録完了｜WEB北広島新聞」）
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カード払い（クレジットお申込み）はここまでで完了となります。
自動通知メールに従いログイン可能な状態となります。



5．お申込み方法
(6) クレジット決済ご注意点

①お申込み完了後 決済通知メール内容について（以下はサンプル）

クレジット購読契約のご解約時に必要な情報となりますので
当メール（の内容）は必ず保存をお願い致します。
[決済番号]（＝初回決済番号）[自動課金番号][課金停止URL] の3項目が重要情報となります。

送信元アドレス： support@toshin-payment.com
メールタイトル：御注文ありがとうございました

・本サービスでのクレジット決済対象は、購読種別「正会員」プラン（月払い／年払い）となります。

・本サービスでは日割りでのご精算はございません。
お申込み日に関わらず、プランの適用となるお申込み当月分より課金が発生致します。

【月払いの場合】
・初回課金となるお申込み月の翌月以降は、毎月1日が課金対象日となります。
日割りはございません。2回目の自動課金は翌月1日となります。

【年払いの場合】
・お申込み日が初回の課金対象日となり、次回は1年後の同日付が課金対象日となります。
年額になりますのでご注意ください。

※クレジット月払い←→年払いへご変更の場合、タイミングによって同月内に両方の課金が発生すること
がございます。
但し年払いについては課金日の翌月から1年間分が会員期間となりますため、お支払対象の重複はござい
ません。
変更ご希望の際は必ずご連絡ください。

・決済にご利用のカード情報が変更になる際は、新聞社までお問い合わせください。
その際、上述の[決済番号][自動課金番号]情報をご用意ください。（カード情報は不要です）

②クレジット決済 自動課金について
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②記事詳細画面からログインする場合
ホーム画面の各記事一覧をクリックし詳細画面に遷移
→記事のちょい見せ画面上、「ログイン」ボタンより。

6．ログイン/ログアウト
以下の手順にてログイン頂けます。 ※画像キャプチャは開発中時点のものになります。

(1) ログイン入り口

①ホーム画面からログインする場合
→「ログイン」メニュー
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①お申込み登録完了後の、最新のメールアドレス(ログインID)とパスワードを入力します。
②「ログインID/メールアドレス、パスワードを保存する」にチェックを入れることで、次回以降
同じブラウザでアクセスする際、最終ログイン情報をブラウザに保存しておくことが出来ます。

③「ログイン」ボタンをクリックします。

6．ログイン/ログアウト

【ログイン画面】

【ログイン完了後】

ログイン完了すると、
①ホーム画面からのログイン時は、再度ホーム画面に戻ります。
画面右上のメニューが上記のように「契約情報」～表示に変わります。

②記事詳細画面からのログイン時は、ログイン済み状態で同じ記事詳細画面に戻ります。
※記事閲覧については後述の別ページに記載

尚、「ログアウト」ボタンをクリックすることでログアウトされ、ログイン画面（ログイン情報入力画
面）に遷移します。

★ログインセッション時間について
ログイン後、無操作で30分間が経過すると自動ログアウトされます。再度ログイン操作をお願いします。

(2) ログイン～ログアウト操作
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①トップページの記事一覧から任意の記事をクリックすると記事詳細画面に遷移します。
②通常記事の場合、冒頭の文章以降は覆われて読めない状態となっています。
③既に会員登録済みの方は「ログイン」より、これからご登録ご希望の方は「会員登録」より各手順に
進み完了することで記事の続きを閲覧することが出来ます。

※ご登録プランと閲覧可能な記事属性の関係については「記事の属性について」をご参照ください。

7．記事を読む
(1) 未ログイン状態

1) 通常記事の場合

2) 有料会員限定記事の場合 ※お試し会員様でも閲覧可能です※

3) 誰にでも公開記事の場合
未ログイン／ログイン済問わず、記事詳細画面にて全文の閲覧が可能です。

①トップページの記事一覧上、「有料会員限定記
事」表示にて記事画像は非表示状態です。
②記事詳細画面上も、画像・冒頭の記事文章ともに
非表示となっています。



お試し会員／正会員いずれでも、ログイン済状態で記事詳細ページに遷移することでサイト内の全ての記
事全文を閲覧頂けます。

7．記事を読む
(2) ログイン済状態
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会員ログイン頂くと、ニュース記事単位で「お気に入り記事」への登録機能がご利用可能です。
サイト内の記事ブックマーク機能となり、登録および削除等が任意で可能です。

※お気に入り記事内は、登録順ではなく記事の掲載日付順に表示されます。
※お気に入り記事の登録数は、1アカウントあたり100件までとなります。

7．記事を読む
(3) お気に入り記事
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●お気に入り登録方法
ニュース記事の詳細画面より「お気に入りに登録する」ボタンをクリックすることで登録追加されます。
登録された記事は、同箇所が「お気に入り登録済」ボタン表示に変わります。

●お気に入り解除方法
ニュース記事詳細画面より「お気に入り登録済」ボタンをクリックすることで解除できます。
同箇所が「お気に入りに登録する」ボタン表示に戻ります。

「×」をクリックすることで、お気に入り記事一覧上から
簡易にお気に入り解除をすることも可能。



8．ログインアカウントのご契約情報
(1) 契約情報確認
ログイン済みの状態で、画面右上メニュー「契約情報」から現在の契約情報が参照可能です。

お試し会員

正会員

【共通表示項目】
・ID（会員様のID）
・お名前（法人の場合、会社名、部署名も表示）
・メールアドレス
・パスワード（画面非表示。変更が可能）
・購読種別（ご契約中のプラン）

●お試し会員の場合
「正会員お申込み（月払い/年払い）」
→正会員へのプラン変更をご希望の場合こちらか
らお申込み頂けます。
請求書支払いの場合はお申込みフォームが
画面上に表示されます。カード払いの場合は
クレジット決済お申込みページへ遷移します。

→以降、新規お申込み時と同じ要領でのお申込み
となります。

その他お問い合わせ（ご解約等）
→お問い合わせ画面に遷移しますのでそちらから
ご連絡を頂けます。

●正会員の場合

その他お問い合わせ
→同上

※クレジット契約の中止には別途ご契約様自身に
よる課金停止手続きが必要となります。
（後述）
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8．ログインアカウントのご契約情報
(2) ログインパスワード変更
契約情報確認画面内、パスワード項目欄よりログインパスワードの変更が可能です。
※パスワード初回発行および再発行時初回は、必ずシステムにて自動生成されたパスワードとなります。
自動生成パスワードでのログイン以降、下記画面での変更が可能となります。

各購読種別共通
「変更する」ボタン

●パスワード変更手順

①パスワード項目欄の「変更する」ボタンをク
リックします。
②「パスワード変更」のモーダル画面が表示され
ます。
③「現在のパスワード」
「新しいパスワード」
「新しいパスワード（確認用）」
の３項目を入力してください。

【パスワード仕様】
・8文字以上16文字以内 / 半角英文字と記号（.-
_） / 半角英文字と数字の混在必須
・英字の大文字/小文字判別あり

④パスワード入力後、「上記内容で変更する」ボ
タンをクリックしてください。

⑤パスワード変更処理が完了すると
「パスワードを変更致しました」メッセージが表
示されます。

⑥その後自動ログアウトされ、ログイン画面に遷
移します。新しいパスワードで再度ログインしご
利用ください。
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9．ご購読種別（プラン）の変更について
ログイン済みの状態で、既述の契約情報ページより購読種別変更のお手続き／お問い合わせが可能です。

お試し会員
から

●正会員への変更
→既述の現在のご契約情報確認ページをご参照ください。

正会員
（クレジット
カード支払）
から
お支払契約変更ご
希望の場合

●[カード月払い ←→ カード年払い 間の変更] 又は
[カード → 請求書支払（年払いのみ） への変更]
※要・クレジット課金停止処理
ご契約者様にてクレジットカードの継続課金中止のお手続きを頂く必要が
ございます。

①新聞社へのご連絡
サイト内のお問い合わせフォーム等から、新聞社にご希望をご連絡下さい。

②クレジットカードの継続課金中止
→手続きについては後述の「ご解約について」をご参照ください。
※現状のご契約を一度退会後、以下のご希望に応じ再度お申込みいただく形
となります。

③-A. 変更後もクレジットカード支払での購読種別変更ご希望の場合
上記「②」課金中止手続き実施完了後、新聞社に通知メールが自動送信されます。
新聞社にて確認でき次第、暫定的に「お試し会員」に種別変更処理を致します。
お試し会員に変更がされますと、読者様宛に通知メールが自動送信されます。
その後サイト上でログイン頂き、「契約情報」ページよりご希望の購読種別
（支払方法：カード）へのお申込み操作をお願い致します。

③-B. 請求書支払（年払いのみ）への変更ご希望の場合
上記「②」課金中止手続き実施完了後、新聞社に通知メールが自動送信されます。
新聞社にて確認でき次第、新聞社にてお支払方法請求書への変更処理を
致します。
ご請求書は後日の発送となります。
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正会員
（請求書支払）
から
お支払契約変更ご
希望の場合

● 請求書 → クレジットカード支払 への変更

①新聞社へのご連絡
サイト内のお問い合わせフォーム等から、新聞社にご希望をご連絡下さい。

②正会員・クレジットカード支払いとして再度お申込み
新聞社にて暫定的に「お試し会員」に種別変更処理を致します。
お試し会員に変更がされますと、読者様宛に通知メールが自動送信されます。
その後サイト上でログイン頂き、「契約情報」ページよりご希望の購読種別
（支払方法：カード）へのお申込み操作をお願い致します。
月払い/年払いが選択可能です。

※クレジットカード課金手続きにつきましては読者様ご自身でのお申込み操作が
必要となります為、上記手順でのご案内となります。



10．ご解約について

本ニュースサイトとToshinペイメントは登録後の情報連動は行っておりませんので、
ご契約者様にてクレジットカードの継続課金中止のお手続きを頂く必要がございます。

①お申込み完了後の決済通知メール内容をご参照頂き、メール内記載の
「課金停止URL」をクリックして下さい。

②下記画面がブラウザで開きますので、同じくメール内記載の「自動課金番号」を
入力し「次へ」をクリックしてください。

サービス退会をご希望の際のお手続きとなります。

お試し会員
ご契約中

お申し込みから2週間経過後、自動的にサービスご利用が解除されます。

正会員
ご契約中
クレジットカード
お支払契約の場合

③下記確認画面にて内容確認後、「退会処理」をクリックします。

→処理が完了すると、契約者様宛に下記内容のメールが自動送信されます。

送信元アドレス： support@toshin-payment.com
タイトル：会員IDと自動課金の停止は完了しました。

④上記完了後、新聞社宛に課金解約通知メールが自動送信されます。
→新聞社にて解約処理を致します。
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10．ご解約について

サイト内お問い合わせフォームにて新聞社宛に解約希望の旨をご連絡下さい。

新聞社にて解約に関する処理およびご連絡を致します。
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正会員
ご契約中
請求書による
お支払契約の場合



11．記事検索
本サイトでは下記の2種類の方法で記事検索が可能です。

(1) フリーワード検索

(2) 日付から検索

トップ画面上部ヘッダメニュー領域の
「記事を検索」
テキストボックスに検索したい文字列を入力
し、虫眼鏡アイコンをクリックすることで該
当する記事検索結果を表示します。

ニュースの「タイトル」「本文」より、単語
の部分一致にて結果を抽出します。

【検索仕様】
・カナ/数字/英字の半角⇔全角は原則、区別
なく検索されます。
（一部、濁点付きカナ文字は検索されない）
・英字の大文字/小文字も区別なく検索されま
す。

トップ画面右下部表示の
「日付で探す」
カレンダーより、検索したい年月を選択表示
させた上で、日付をクリックすることで該当
日の記事を検索表示します。
記事の存在しない日付はグレーアウト（ク
リック不可）状態になっています。

年月表示部分の左右の矢印アイコンまたは
年月自体をプルダウン指定することで、
カレンダーを対象月に移動することができま
す。

22

目次に戻る



12．パスワードを忘れた場合
ログインパスワードを忘れた場合、以下の画面からパスワードの自動再発行が可能です。

(1) パスワード再設定手順①
①ログイン画面を開きます

②ログイン画面内より
「※パスワードを忘れた方はこちら」
をクリックします。

③対象のメールアドレスを入力し
「メールを送信する」
をクリックします。

④ワンタイムURLが発行され、
対象のメールアドレスに対して通知メー
ルが送信されます。
※有効時間は発行より1時間
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12．パスワードを忘れた場合
(2) パスワード再設定手順②

⑤受信したワンタイムURL通知メールか
ら、URLにアクセスします。

⑥アクセス後のページより、「パスワー
ド再設定」をクリックします。

⑦パスワード再発行手続きはこれで完了
です。
対象メールアドレスに、新しいパスワー
ド通知メールが送信されます。

（「ログイン画面へ」をクリックすると、
パスワード情報を入力するログイン画面
に遷移します）

⑧対象メールアドレス（ログインID）に
て、受信メール内記載の新パスワードを
使用しログイン可能となります。
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13．その他お問い合わせ
サイト内のお問い合わせフォームにより新聞社宛のお問い合わせが可能です。
お問い合わせ頂く際、操作に関する内容につきましては本ご利用ガイドもご参照頂いた後の
ご連絡をお願い致します。

①トップ画面上部ヘッダメニュー
「問い合わせ」
をクリックし、お問い合わせフォー
ム画面に遷移します。

②必須項目を入力の上、
「入力内容を確認する」
をクリックします。

登録済み会員様の場合は
「会員ID」をご入力下さい。
会員IDは、「契約情報」メニューよ
りご参照頂けます。

③入力済みお問い合わせ内容を確認の上、
「上記内容で送信する」
をクリックします。

→お問い合わせ送信完了となります。

新聞社および、お問い合わせ実施者様（入力済
メールアドレス）宛に、お問い合わせ発生の旨
の通知メールが自動送信されます。

新聞社からの回答をお待ちください。
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