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PASSWORD 設定について
ログイン／ログアウト

NNA より「PASSWORD 設定のお願い」メールが届きます。

6 ページへ
12ページへ

詳細検索

URL をクリックすると、パスワード設定画面に移ります。
ご自身で 6 文字以上の半角英数字のパスワードを設定してください。

MYページ

登録完了後、「PASSWORD 登録完了のお知らせ」メールが届きます。

スマートフォン
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USER ID と PASSWORD を取得後、
「各種ログイン」から有料 Web サイトや
NNA 倶楽部会員ページへログインができます。

対象
商品

PASSWORD を忘れた方

はじめに

2. ログイン／ログアウト

① NNA POWER ASIA/EUROPE（有料）
② NNAアジアビジネスデータバンク
（有料）
③ NNA 倶楽部会員（無料）

ログイン／ログアウト

ログイン
「各種ログイン」内、
「▶ PASSWORD を忘れた方」をクリック。

画面右側にある「各種ログイン」 からログインをする

画面右側にある「各種ログイン」をクリック。

詳細検索

USER IDのメールアドレスを入力・送信してください。

「USER ID ／ PASSWORD 」を入力して「NNA
POWER の ASIA 地域」を選択後、「ログイン」
ボタンを押すとログインできます。

USER IDとPASSWORD の保存について

最終ログインから約１週間有効です。１週間以上ログインしないと、
改めて入力する必要があります。ログイン情報の保存に際しては、
Cookie を使用しています。
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ログイン時に「USER ID と PASSWORD を保存」のチェックボックスを
選択しておくと、次回入力する手間が省けます。

NNAより「PASSWORD 再発行のお知らせ」メールが届きます。メールに記載された URLにアクセスし
てください。

最終ログインから１週間以内でも、Cookie を削除すると、USER ID と
PASSWORD は消去されます。ブラウザの設定で Cookie の受信方法を
指定するか、「USER ID と PASSWORD を保存」のチェックボックスを
選択して再度ログインしてください。

スマートフォン

ログアウト
画面上部にある「ログアウト」 ボタンからログアウトする
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画面上部にあるログアウトボタンを必ず押して終了し
てください。正常な終了処理を行なわなかった場合、
30 ～ 45 分ほどログインできません。同一の USER ID
で同時にログインはできません。1 契約につき 1USER
ID（＝お一人様）のご利用です。複数でご利用になる
場合は追加 USER ID（ボリュームディスカウント価格）
をお申し込みください。

新しい PASSWORDを６文字以上で入力し、更新ボタンを選択してください。
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3.詳細検索

「英国」と「自動車」で検索したい。

例
1

検索条件を設定

2 つのキーワードの間に and は不要です。半角もしくは
全角スペースを挿入すると「and 検索」になります。

「英国」と「自動車」と「工場」で検索したい。

例
2

ご契約内容により、読める記事の範囲が異なります。ご契約範囲外も表示する選択をした
場合、すべての記事を対象に検索結果を表示します。ただし、読める記事はご契約の範囲
に限定されます。

A： 3 つのキーワードの間に and を挿入するとすべての
キーワードを含んだ記事が検索されます。

“ 英国 自動車 工場 ”

B： 3 つのキーワードの間に半角もしくは全角スペース
を挿入すると 2 つ以上のキーワードを含んだ記事が
検索されます。より多くの検索結果を得たい場合、
こちらを使用してください。

「英国」と「自動車」と「工場」と「賃金」で検索したい。

例
3

例
4

1 ページで表示する記事の件数を設定します。

A： 4つのキーワードの間にandを挿入するとすべてのキーワードを含んだ記事が検索されます。
B： 4 つのキーワードの間に半角もしくは全角スペースを挿入すると 3 つ以上のキーワードを含
んだ記事が検索されます。より多くの検索結果を得たい場合、こちらを使用してください。

詳細検索

表示件数

“ 英国 自動車 ”

ログイン／ログアウト

検索範囲の設定

はじめに

増え続ける「固有名詞」
「新語」も漏らさず検索。変換ミスにも対応。検索語の「揺れ」を吸収。
除外検索（not 検索）が可能に。

複数のキーワードで検索する方法

「賃金」もしくは「給与」で検索したい。

“ 賃金 or 給与 ”

キーワードの間に半角の OR と半角スペースを入れると
「or 検索」になります。

「アイス」で検索すると、アイスランドも含まれてしまう。

“アイス －アイスランド”

MYページ

例
5

除外したいキーワードの前に半角マイナス記号を挿入すると「not 検索」になります。マイナス
記号とキーワードの間に半角スペースを入れないでください。

「スマートフォン」「タブレット」「アンドロイド」「iPhone」のいずれかを含み、
「PC」と「パソコン」を除外して検索したい。

キーワード

例
6

含める複数キーワードは半角（）で囲み、含めないキーワードの前に半角スペースと not を挿
入してください。
半角の（）と併用する場合は、マイナス記号（ ─ ）は使わないでください。

スマートフォン

検索キーワードを入力します。「発表した」のように単語ではないフレーズでも可能です。

（
“ スマートフォン or タブレット or アンドロイド or iPhone）not PC not パソコン”

「スマートフォン」「タブレット」「アンドロイド」「iPhone」のすべてを含み、
「PC」と「パソコン」を除外して検索したい。

例
7
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“（スマートフォン タブレット アンドロイド iPhone）not PC not パソコン”
含める複数キーワードは半角の（）で囲み、含めないキーワードの前に半角スペースと not を
挿入してください。
半角の（）と併用する場合は、マイナス記号（ ─ ）は使わないでください。
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検索する期間を設定します。方法は 3 つあります。

関連分野

はじめに

期間
検索する分野を選択します。

ログイン／ログアウト

１）年月日を具体的に指定します。
２）スライドバーでも期間を調整できます。まず大まかな期間を決め、細かな日付を指定する方法を
おすすめします。
３）指定した日からさかのぼって期間を指定します。

詳細検索

関連国・地域
検索する国・地域を選択します。

検索オプション

MYページ

検索する記事の属性を指定します。指定しない場合は、属性を問わずに検索します。

スマートフォン

国・地域を選択しない場合は、全ての国・地域が検索対象になります。
※「西欧を選択」をクリックすると英国、ドイツ、フランスなど、西欧地域の国・地域が自動的に選択されます。「中東欧・
ロシアを選択」をクリックすると、ロシア、ハンガリー、ポーランドなど、中東欧・ロシア地域の国・地域が自動的
に選択されます。
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再検索

選択エリアを閉じても、選択の状況は表示されます。
使わない項目のエリアはバナー横の▲をクリックすると閉じます。再度▼をクリックする
と表示します。この閉じる／開くは、ログアウトして次回ログインした際も維持されます。
なお Cookie を削除すると設定は維持されません。

検索結果の表示後、キーワードはそのままで、関連国・地域、関連分野を変えて検索でき
ます。

はじめに

選択した項目の表示

ログイン／ログアウト

検索条件メニューの最下部には、各種項目の選択
の状況を表示します。

関連キーワードと関連コンテンツ
対象国・地域、関連分野を変更して再検索した場合にヒットする記事の件数が表示されます。

詳細検索

表示方法
検索結果の表示は、見出しのみか、見出しと記事の文頭を選択できます。
関連度順で表示：「キーワードが見出しに含まれる」「キーワードが記事中に多い」といっ
た基準で関連度を判断。関連度が高い記事から順に表示します。
日付順で表示 ：日付の新しい記事から順に表示します。

MYページ
スマートフォン
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My ページでは、
欲しい記事が個別に抽出できメールで送ることができる『My ニュースルーム』
や、
気になった記事や後で読みたい記事を保存できる『保存記事』、表示した記事の履歴が残る『閲
覧履歴』機能を是非ご活用ください。

各 My ニュースルームを設定
My ニュースルーム 1 ～ 5 の各ボタンから設定へ。

1 ページで表示する記事の件数を設定します。

4

ログイン／ログアウト

My ニュースルームを設定する

表示件数

はじめに

4.My ページ

3

キーワード、期間、関連国・地域、関連分野、検索オプション

詳細検索の場合と同じです。6 ～ 9 ページをご覧ください。
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各 My ニュースルームの設定保存

各 My ニュースルームの設定は「設定保存」ボタンで保存できます。

My ニュースルームの名称を設定

詳細検索

1

メール通知設定

My ニュースルームの名称を入力します。あとから変更も可能です。

My ニュースルームで設定した内容は、メールで通知することができます。
ALL ボタンをクリックし、表示される My ニュースルーム一覧の下にある「メール通知（複
数選択可）
」と「新着メールの時間設定
（日本時間）
」より通知内容と時間を設定してください。

2

検索範囲の設定

ご契約内容により、読める記事の範囲が異なります。ご契約範囲外も表示する選択をした
場合、すべての記事を対象に検索結果を表示します。ただし、読める記事はご契約の範囲
に限定されます。

MYページ
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受信方法を設定

・「「My ニュースルームの条件に合致した記事の見出し」のメール通知を受信する」を
チェックした場合
条件に合致した記事がある場合、記事の見出しとURLが記載されたメールが配信されます。
・「「My ニュースルームの条件に合致した記事がない場合」でもメール通知を受信する」
をチェックした場合
条件に合致した記事がない場合でも、毎日（月～金曜日）メール通知が配信されます。

スマートフォン

・「「すべての記事の見出し」のメール通知を受信する」をチェックした場合
すべての国・地域の見出し一覧のメール通知が配信されます。又、上記を選択した場合
は通知メール内にすべての国・地域の見出し一覧が追加されます。
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2

受信時間の設定

はじめに

Myニュースルームのメール通知時間を選択できます。
（日本時間）

保存記事
後で読みたい記事や気になった記事がある場合、記事詳細ページ右上の「保存」ボタンを
押すと、「保存記事」ページに保存されます。

保存ボタンを押して保存する

ログイン／ログアウト
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メール通知設定の保存

「設定の保存」をクリックするとメール通知設定が保存されます。「初期設定に戻す」をク
リックすると「メール通知（複数選択可）」内のチェックが全て外れ、新着メールの時間
設定が 11：00（初期設定）になります。
※メール通知の設定内容は設定済みの全ての My ニュースルームに適用されます。

詳細検索

My ニュースルームの並び替え
読みたいニュースを優先に上位表示できます。
ALL ボタンをクリックし、My ニュースルーム一覧を表示します。

保存記事一覧

MYページ

『保存した日付』や『掲載日』でソートが可能です。保存できる記事本数は上限なし、
選択した記事の削除も可能です。

▲、▼ボタンをクリックすると、ルームごとに順番を入れかえられます。

スマートフォン
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閲覧履歴
記事本文を表示すると、記事は自動的に閲覧履歴ページに追加されます。

閲覧履歴一覧
閲覧記事は、上限 100 本が保存されます。

5.スマートフォン

NNA POWER スマートフォン版は記事閲覧と簡易検索が機能の中心です。詳細検索、My ペー
ジの機能は PC 版でご利用ください。
※一部の機種／地域においては、仕様や通信状況により正しく表示されない場合や一部の機能が使用できない場合がございます。

NNA POWER へのログイン
お使いのスマートフォンのブラウザで下記 URL を直接入力するか、
QR コードをご使用ください。
http://www.nna.jp/mobile/login

NNA POWER の USER ID と PASSWORD でログインしてご利用ください
（PC 版の USER ID・PASSWORD と同じです）。
ASIA と EUROPE のいずれか、ご契約の商品が含まれる地域を選択します。
「USER IDとPASSWORDを保存」のチェックボックスをONにしておくと、
次回から入力する手間が省けます。最終ログインから 1 カ月間有効で、1
カ月以上ログインしないと、再入力の必要があります。
最終ログインから 1 カ月内でも、Cookie を削除すると、保存していた
USER ID と PASSWORD は消去されます。

記事の閲覧
契約の範囲内で記事閲覧が可能です。

記事一覧ページでは見出し
が閲覧できます。右下の「さ
らに表示」で過去に遡れま
す。閲覧できる記事の期間
は当日から 1 カ月（31 日）
です。

ログイン後、ページ上部の
プルダウンメニューで国・
地域／業種を選択すると、
記事を絞り込めます。この
設定は最終ログイン後、1
カ月間保存されます。
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一覧の見出しをクリックす
ると記事詳細の画面に移り
ます。

「ホーム」を押すとスマー
トフォン版のホーム画面
に、「戻る」を押すと直前
に閲覧していたページに移
ります。
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契約範囲外の記事を閲覧する

【iPhone（Safari）】

はじめに

を タ ッ プ し、
「ホーム
画面に追加」をタップし
ます。

「追加」をタップします。

ログイン／ログアウト

鍵のアイコンがある記事は読めま
せん。読めない記事タイトルをク
リックすると、ログインを求めら
れます。

ホーム画面にショートカッ
トが設置されます。

PC 版
PC 版サイトには画面左下の「PC 版」からジャンプします。ジャンプ先は、ASIA にロ
グイン中の場合、無料サイト NNA ASIA へ、EUROPE にログイン中の場合、無料サイト
NNA EUROPE です。

詳細検索

簡易検索
キーワードを入力して「サイト内
検索」ボタンを押してください。
過去 1 カ月間で該当する記事が表
示されます。

MYページ

ホーム画面にショートカットを設置
ご使用の端末・ブラウザにより、ご案内の方法と異なる場合があります。
【Android OS 端末の標準ブラウザ】
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「追加先」の中から「ホー
ム画面」を選択します。

スマートフォン

メニューキーをタップし、
「ブックマークに保存」を
選択します。

ホーム画面にショートカッ
トが設置されます。
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