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● 電子申請が　さらに便利に　進化しました！ ●

【 電子署名が不要になりました】

- FKC オンライン -
ご利用案内
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◇「FKCオンライン」とは◇

◇「FKCオンライン」の特徴◇

本審査において

「Web経由で申請図書（電子データ）を受け渡し可能とするシステム」です。

※紙面での申請図書のご提出は不要となります。

・審査をご依頼いただいている物件の審査の進捗状況を照会い
　ただけます。
・検索機能・通知機能等により物件管理ツールとしてお使いい
　ただけます。

・電子データによる審査のため、申請図書の印刷が必要ありません。
・来社不要のため、往復の交通費を削減でき、費やしていた時間の
　有効活用ができます。

・当該申請に係る関係者様をパートナー会員として招待することに
　より、当該物件の進捗状況等の情報を共有することができます。

・FKCオンラインをご利用いただいて審査を完結させることで、
　来所されること無く確認済証の交付を受けることができます。

§1 システム概要

確認済証受理 確認済証交付

進捗

照会

コスト

削減

申請図書

ダウンロード

申請図書

アップロード

審査結果

アップロード

審査結果

ダウンロード

副 副 副

来所

不要

通知メール

済済

副本

ダウンロード

副本

アップロード

グループ

機能

郵送
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2-1　FKCオンライン会員登録

・FKCオンラインをご利用いただくには、FKCオンライン会員への会員登録を
お願いしております。（入会費・年会費は無料です。）

・当社ホームページより「FKCオンライン会員登録ページ」へアクセスしてくだ
さい。（http://www.fkc.or.jp/entry/）

・会員規約の確認と必要事項を記入の上、会員登録を行ってください。

§2 ご利用方法（準備編）

Click

登録後は

こちらよりログインを

行ってください ⇒ Ｐ.10

Click

こちらより会員登録を

行ってください ⇒ Ｐ.8

Click

こちらより、「確認申請等電子申請の特徴・審査の流れ」

についてご覧いただけます ⇒ Ｐ.５

電子申請
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2-2　ＦＫＣオンラインの特徴・審査の流れ

こちらより詳しい利用フローを

ご覧ください ⇒ Ｐ.６

Click

Click こちらより会員登録を

行ってください ⇒ Ｐ.8
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2-３　ＦＫＣオンラインの利用フロー
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2-4　電子申請対象建築物等
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2-５　ＦＫＣオンライン会員登録手続き①

・「ＦＫＣオンライン会員規約」に同意し、ご利用者の連絡先メールを入力し
て、送信してください。

・送信頂いた連絡先メール宛に、ワンタイムＵＲＬを記載したメールを自動送
信致します。

規約を確認して

同意にチェックを入れてくだ

ご利用者の連絡先メールアドレスを

入力してください。

Click
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2-６　ＦＫＣオンライン会員登録手続き②

・届いたメールに記載のＵＲＬをクリックすると、「ご利用登録フォーム」が
開きますので、必要事項を入力して「登録」してください。

※ＩＤ、パスワードの注意事項
・希望ID/パスワードはともに、英字と数字記号の両方を使用し、半角 6文字
　以上20文字以下としてください。
   使用できる記号 #%@._-

・ID/パスワードは、ＦＫＣオンラインの会員ログインの際、毎回入力する必
　要がありますので、大切に保管してください。

ご利用者のご希望ＩＤを

入力してください。

ご利用者のご希望パスワードを

入力してください。
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2-７ FKCオンライン会員マイページへログイン

・利用者登録が完了後、FKCオンラインへログインいただくと「物件管理ペー
ジ」が表示されます。

ご登録いただいた

「ID」「パスワード」

を入力してください
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3-1　物件管理ページ

・審査依頼の「新規申請登録」は、「物件管理ページ」から行うことができま
す。

・「新規申請登録」をクリックしてください。

§3 ご利用方法（新規申請編）

こちらより審査の

依頼ができます

Click
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3-2　新規申請登録

・「新規申請登録」ページでは、申請物件の登録を行うことができます。

STEP　1「建物種別」を選択してください。

STEP　2「申請種別」を選択してください。（複数選択可能）

STEP　３「件名・ご要望欄※1・ご担当者名※2・追加アドレス※3」を入力してください。

　　　※1「ご要望欄」は自由記入欄としてお使いください。
　　　※2「ご担当者名」欄は、FKCオンライン登録氏名がデフォルトで入力されております。
　　　　　　当該物件を検索するために必要なご担当者様のお名前に変更することが可能です。
　　　　　 （例：○○支店　確認　太郎）
　　　※3「追加アドレス」欄は、FKCオンライン登録メールアドレスとは別のメールアドレス
　　　　　に通知メール等の受信を希望される場合に入力してください。
　　　　　（各種通知メールは、FKCオンライン登録メールアドレスと上記の追加アドレスへ
　　　　　　同じ内容で同報送信されます。）
　　　※3「追加アドレス」は、携帯電話等のメールアドレスを指定することもできます。
　　　　　　　　（受信容量制限等により添付ファイルが受信不可の場合があります。）

・「入力内容確認画面へ」をクリックし、内容の確認を行ってください。

Click

STEP 1

建物種別を選択してください

STEP 2

申請種別を選択してください

（複数選択可）

STEP 4

申請概要を入力してください

こちらより

入力内容を確認してください

※中間・完了検査は、電子申請の場合

STEP 3

申請事務所を選択してください
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3-3　申請図書データのアップロード

・内容確認
「新規申請登録」ページでの入力の内容をご確認してください。
訂正事項があれば「戻る」ボタンをクリックし、入力を訂正してください。

・申請図書ファイルの添付
「添付ファイル」欄より、アップロードするファイルを選択していきます。
プルダウンメニューより、アップロードする書類の種別を選択してください。
「参照」ボタンをクリックし、アップロードするファイルを選択してください。

・ファイルのサイズについて
ファイルは複数アップロードすることが可能です。
ただし1ファイルあたり100MBまでとしてください。
100MB以上のファイルをアップロードするとエラーメッセージが表示されます。
100MB以上のファイルは、ファイル分割等を行って、
再度アップロードしてください。

・送信
ファイル選択が終了したら、「送信」ボタンをクリックしてください。
順次アップロードが開始され、送信結果が表示されます。
送信結果にエラーメッセージが表示された場合は、
「追加情報の登録」として再度アップロードを行ってください。
「追加情報の登録」は、§5-3　追加情報の登録　を参照してください。

アップロードが

開始されます

Click

1ファイルあたり

100MBまで
書類の種別を

選択してください
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3-4　審査依頼の確定（メール通知）

・ファイルのアップロードが完了すると、
「審査の申請を受付致しました。」の完了メッセージが最下部に表示されま
す。

・完了メッセージが表示されると■受付完了通知■がご登録のメールアドレス
へ送信されます。
（同時に「追加アドレス」にも同じメールが送信されます。）

・完了メッセージ横の「戻る」ボタンをクリックすると、「物件詳細ページ」
へ移動します。

・「物件詳細ページ」では、新規申請登録の入力内容を確認することができま
す。

新規申請登録の内容が

書き込まれます

「物件詳細ページ」へ

移動します

Click

アップロード成功
100MB超のため

アップロード失敗

福島県

福島県
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4-1　物件管理ページ

・「物件管理ページ」は、「物件照会」・「物件検索」等の機能により「物件
管理ツール」としてご利用いただけます。

・「物件管理ページ」の構成は下記をご覧ください。

§4 ご利用方法（物件管理編）

審査中の提出物件

が一覧されます

審査済みの物件履歴

が検索できます
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4-2　物件検索機能

・「物件管理ページ」では、「物件検索機能」により特定の条件で検索した物
件のみを一覧表示することができます。

・「申請日」で検索
「西暦」「月」「日」をプルダウンで選択してください。　期間で検索することも可能です。

・「申請種別」で検索
「申請種別」をプルダウンで選択してください。　選択項目のうち、部分一致でリストアップしま

す。

・「物件名」で検索
新規登録時に入力した「物件名」の文字列で検索が可能です。
文字列のうち、部分一致でリストアップします。

・「進捗状況」で検索
「進捗状況」をプルダウンで選択してください。

・「ご担当者」で検索
新規登録時に入力した「ご担当者名」の文字列で検索が可能です。
文字列のうち、部分一致でリストアップします。

・「新着」アイコンにて、新着情報の有無を通知
新着表示を消すには、アイコンをクリックしてください。（表示は自動的には消せません）

・「物件詳細」ボタンより、新着情報の詳細を確認
「物件詳細」ボタンをクリックすると、物件詳細ページが表示されます。
通知内容等の詳細を確認することができます。

申請日で検索

申請種別で検索 進捗状況で検索物件名で検索

新着のお知らせ

ご担当者で検索

Click

物件詳細ページを表示
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4-3　物件詳細ページ

・「物件詳細ページ」では、物件の審査進捗状況等の詳細情報を参照いただけ
ます。

・「物件詳細ページ」の構成は下記をご覧ください。

・「追加送信フォームを表示」ボタンより、「コメントの追加」や「追加・訂
正図面等のアップロード」ができます。
詳しくは、§5-3　追加情報の登録　を参照ください。

アップロードファイル

へのリンク

当センターからの

通知内容

訂正図面等の

アップロードはこちら

Click

物件の概要

お客さまからの

通知内容

対話形式で履歴を

ご覧いただけます

審査担当者
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4-4　過去履歴の照会

・「物件管理ページ」では、審査を終了した物件の過去履歴を照会いただけま
す。

・審査中の物件と同様に「物件検索機能」をご利用いただけます。

・各物件の「物件詳細」ボタンをクリックすると、「物件詳細ページ」が表示
されます。

申請種別で検索 物件名で検索

ご担当者で検索申請日で検索

Click

物件詳細ページを表示
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5-1　通知連絡機能（メール受信）

・確認サービスからの「審査結果通知」等の通知メールは、ご登録いただいた
メールアドレスに送信されます。

・通知メールには、審査結果等のファイルが添付されています。

・添付されたファイルの他にアップロードされたファイルがある場合がありま
すので、「物件詳細ページ」へアクセスして確認を行ってください。

・特に携帯電話のメールアドレスをご指定の場合は、添付ファイルの受信容量
制限等により通知メールが不達になるケースもありますのでご注意ください。
※概ね2MBを目安に添付制限をしております。

§5 ご利用方法（訂正対応編）

メール通知

登録メールアドレス

（会社・事務所）

審査結果通知等

追加メールアドレス

（担当者・携帯電話等）

（ファイル添付）
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5-2　通知内容の確認（物件詳細ページ）

・センターからの通知はご登録のメールアドレスおよび追加メールアドレスへ
送信されます。

・審査結果等の通知メールを受信されたら、「物件詳細ページ」へアクセスい
ただき、通知内容を確認してください。

・審査票などアップロードされたファイルをダウンロードすることができま
す。

物件詳細ページから

ファイルダウンロード

物件詳細ページへ

アクセス

登録メールアドレス

へ通知されますので、

物件詳細ページへ

アクセスしてくださ

い。

「審査結果」等の通知
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5-3　追加情報の登録

・審査結果等の通知に対して回答を行う場合は、「追加情報の登録」を行って
ください。

・「物件詳細ページ」の「追加送信フォームを表示」ボタンをクリックしてく
ださい。 下図の様に「追加フォーム」が表示されます。

・「追加フォーム」の「内容」欄に、審査担当者への通知事項を記入してくだ
さい。

・追加・訂正図書データ等は、「入力内容確認画面」にてアップロードできま
す。
「入力内容確認画面へ」をクリックしてください。

Click

通知事項を

「内容」欄に記入

Click
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・内容確認
入力の内容をご確認してください。
訂正事項があれば「戻る」ボタンをクリックし、入力を訂正してください。

・追加・訂正図書ファイルの添付
「添付ファイル」欄より、アップロードするファイルを選択していきます。
プルダウンメニューより、アップロードする書類を選択してください。
「参照」ボタンをクリックし、アップロードするファイルを選択してください。

・ファイルのサイズについて
ファイルは複数アップロードすることが可能です。
ただし1ファイルあたり100MBまでとしてください。
100MB以上のファイルをアップロードするとエラーメッセージが表示されます。
100MB以上のファイルは、ファイル分割等を行って、
再度アップロードしてください。

・送信
ファイル選択が終了したら、「送信」ボタンをクリックしてください。
順次アップロードが開始され、送信結果が表示されます。
送信結果にエラーメッセージが表示された場合は、
「追加情報の登録」として再度アップロードを行ってください。

5-4　追加・訂正図書データのアップロード

アップロードが

開始されます

Click

1ファイルあたり

100MBまで
書類の種別を

選択してください
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・ファイルのアップロードが完了すると「審査情報の追加を完了致しまし
た。」のメッセージが表示されます。

・■追加情報受理通知■がご登録のメールアドレスへ送信されます。
（同時に「追加アドレス」にも同じメールが送信されます。）

・完了メッセージ横の「戻る」ボタンをクリックすると、「物件詳細ページ」
へ移動します。

・「物件詳細ページ」では、追加情報の登録内容が確認できます。

5-5　追加情報の確定（メール通知）

「物件詳細ページ」へ

移動します

Click

アップロード成功
100MB超のため

アップロード失敗

追加情報の内容が

書き込まれます
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5-６　審査の完了（メール通知）

・審査が完了すると、ご登録メールアドレスへ■確認済証交付済■の通知があ
ります。

・「確認済証」は郵送で送付されます。

　※【郵送先】は新規申請登録時に選択した申請事務所となります。

・「副本」は、電子データでアップロードしますので、物件詳細からダウン
ロードしてください。

審査が完了すると、

確認済証交付通知の表示がありま

す

ここにアッロードされた

副本をダウンロード

してください
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