
オープンピーネ（SNS構築ソフトウェア） の概要

コミュニティー

同じ趣味を持った会員同士の集まりの場として色々なコミュニティを
作ったり、参加することができます。

メッセージ

会員同士がお互いに連絡し合える機能です。操作方法はWEB
メールと同じなので簡単に使えます。

日記（ブログ）

簡単に日記をつけることができます。ブログと同じように他の会員か
らコメントをもらったり、他の会員の日記を読んだりできます。

カレンダー

日記やイベント、マイフレンドの誕生日などをカレンダーで見ること
ができます。スケジュールは他の会員からは見えません。



SNS に参加する  1/5 

招待メール受信

利用規約に同意

プロフィール登録

登録完了メール受信

ログイン

E-mail

招待メール受信の例

ブラウザ

E-mail

ブラウザ

ブラウザ

利用規約画面へアクセス

利用者登録の流れ

SNS に参加するには他の参加者からの招待メールをもらうこ
とから始まります。知り合いからの招待によって会員を増やす
ので紳士的でアットホームなコミュニケーションの場が出来上
がります。



SNS に参加する   2/5

招待メール受信

利用規約に同意

プロフィール登録

登録完了メール受信

ログイン

E-mail

ブラウザ

E-mail

ブラウザ

ブラウザ

利用者登録の流れ

【 同意して登録手続きへ 】 をクリックして会員登録をします。



SNS に参加する  3/5

招待メール受信

利用規約に同意

プロフィール登録

登録完了メール受信

ログイン

E-mail

ブラウザ

E-mail

ブラウザ

ブラウザ

利用者登録の流れ

会員登録に必要な情報を登録します。「ニックネーム」は 
SNS 内であなたの名前として表示されるあだ名です。他の項
目は「生まれた年」以外は表示されません。「生まれた年」は
「全員に公開」となっていますが、公開・非公開を選べます。

登録内容は後で変更できますので、ここでは PCアドレスと
パスワードだけはしっかりメモしておきましょう。
登録後ログインするために必要になります。

「秘密の質問・秘密の答え」とは

パスワードを忘れた時に、「PCアドレス」「秘密の質問」「秘密
の答え」がわかればパスワードを再発行できます。再発行は
ログイン画面からできます。
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招待メール受信

利用規約に同意

プロフィール登録

登録完了メール受信

ログイン

E-mail

登録完了メール受信の例

ブラウザ

E-mail

ブラウザ

ブラウザ

ログイン画面へアクセス

利用者登録の流れ

プロフィール登録後に「登録完了メール」が送信されてきま
す。これで登録作業は完了しています。



SNS に参加する  5/5　

メールアドレス

パスワード

メールアドレス パスワード

招待メール受信

利用規約に同意

プロフィール登録

登録完了メール受信

ログイン

E-mail

ブラウザ

E-mail

ブラウザ

ブラウザ

利用者登録の流れ

下記のような登録完了メールが来たら登録完了です。メール
に書かれた SNS のアドレスにアクセスすると左図のログイン
画面が表示されます。

　会員登録時に入力した

を入力してログインボタンを押すとトップページへアクセスでき
ます。E-MAILとパスワードは半角英数字で入力してください。



マイホームの画面説明 1/2

■ SNS での活動

SNS での活動は主に以下の３点になります。

１、日記を書いたり、他の会員の日記を読む
２、コミュニティという特定の話題についての集まりに参加
３、他の会員にメッセージを送る・受ける

このような活動を通して気の合う会員と親交を深めることができ
ます。またビジネスでは、日記をスケジュール管理に使った
り、コミュニティを掲示板の替わりに使ったりいろいろと応用でき
ます。

■ 画面構成

他の会員からのメッセージが届いた時に表示されます。

他の会員はあなたのイメージをこの写真とニックネームから知り
ます。 初は「NO IMAGE」と表示されています。「写真を編集」を
を押すと写真掲載用の画面が表示され、写真を差換えることが
できます。

あなたの登録したニックネームが表示されます。

あなたのマイフレンドリストに登録された会員のイメージが表示
されます。クリックするとその会員の詳細情報が見られます。
初はあなたを招待した会員が１人登録されています。

参加しているコミュニティやレビューなどの 新情報が表示され
ます。SNS のメインコンテンツになります。

新情報

重要なお知らせ 重要なお知らせ

あなたの掲載した写真
あなたの掲載した写真

ニックネーム

ニックネーム

マイフレンドリスト

マイフレンドリスト

新情報



マイホームの画面説明 2/2

このSNSに参加している会員のことです。

特定の話題について語り合う場です。コミュニティは自分で作る
ことも、他のコミュニティに参加することもできます。コミュニティ
での活動は主に以下の機能があります。
１、掲示板への書き込み
２、イベント案内

SNS で紹介している商品について感想を書いたり、他の会員の
感想を見ることができます。マイレビューは自分が書き込んだレ
ビュー一覧です。

この SNS に参加させたい人へ招待状メールを送ります。

以下の項目についてのランキングが見れます。
・アクセス数No1
・マイフレンド数No1
・参加人数No１コミュニティ 
・盛り上がり度No１コミュニティ

ログイン情報やメールの受信設定などを変更できます。

SNS のマイページを閉じてトップページのE-mail、パスワード入
力画面を表示します。

マイページのトップページに移動します。

他の会員へメッセージを送ります。SNS では他の会員へメッ
セージを伝える手段はこの機能だけです。

あなたのページに来た人のニックネームと訪問時間の履歴で
す。

特定の会員をブックマークしておくことができます。

あなたの個人情報が他の会員からどう見えているか確認できま
す。

ニックネーム、生まれた年、誕生日、性別、血液型、現住所（都
道府県）、出身地、自己紹介について変更できます。

メンバー

コミュニティ

プロフィール変更

友達を誘う

レビュー

ランキング

設定変更

ログアウト

（マイ）ホーム

メッセージ

あしあと

お気に入り

マイページ確認

■ メニューの説明



自分のプロフィールがどう公開されているか確認する

年齢

マイフレンド

■ 個人情報の見え方について

「マイページ確認」を押すとあなたの個人情報が他の会員から
どう表示されるか確認できます。

あなたが登録している個人情報の表示は以下のレベルがあり
ます。

１、全員に公開
E-mail、パスワードなどのログイン情報以外は他の会員から見
ることができます。

２、マイフレンドまで公開
④のマイフレンドに登録された会員からはE-mail、パスワードな
どのログイン情報以外は見ることができます。言い換えると親し
い人にだけあなたのことをより知ってもらうことができます。

例） 

　　　　　　　　　が「マイフレンドまで公開」となっている場合は

　　　　　　　　　があなたのプロフィールを見た時だけ見えます。

３、公開しない
ニックネーム以外の情報は他の会員から見ることができませ
ん。

年齢

マイフレンド



プロフィールの変更

公開レベル

自己紹介には住所や電話番号などの個人
データは絶対に書かないでください。

公開レベル

公開レベル

公開レベル

「プロフィール変更」を押すとあなたの個人情報の内容を変更
できます。また項目によっては公開レベルを変更できます。

・全員に公開
・マイフレンドまで公開
・公開しない

※ システム管理者側の設定

公開レベルを利用者側に設定を任せるかどうかは、システム管
理者側の設定によって変わってきます。

公開レベル



設定変更 1/2

ログイン情報やメールの受信設定などを変更できます。「プロ
フィールの変更」と違いシステムの動作に関する項目を設定しま
す。このメニューに特有の機能を以下に掲載します。

携帯 携帯電話からこの SNS を利用したい場合
は、携帯メールアドレスを登録してください。

退会する SNSを退会する場合はここで「退会確認
ページへ」をクリックします。一度退会しま
すとそれまでのデータは全て削除されま
す。なお、コミュニティやあなた以外の会員
の日記に記入したコメントは残ります。

次のページへ続く

携帯



設定変更 2/2

設定変更

ログイン情報やメールの受信設定などを変更できます。「プロ
フィールの変更」と違いシステムの動作に関する項目を設定しま
す。このメニューに特有の機能を以下に掲載します。

携帯 携帯電話からこの SNS を利用したい場合
は、携帯メールアドレスを登録してください。

退会する SNSを退会する場合はここで「退会確認
ページへ」をクリックします。一度退会しま
すとそれまでのデータは全て削除されま
す。なお、コミュニティやあなた以外の会員
の日記に記入したコメントは残ります。

前ページの続き

退会する



日記を書く 1/3

メニューバーの日記をクリックすると左の画面を表示します。日
記の日付は自動的に記入日に設定されています。

入力フォームへ

次のページへ



日記を書く 2/3

入力フォームは左図のような構成になっており、任意で３つまで
の画像を掲載できます。

次のページへ

カテゴリ

公開範囲

カテゴリ

日記を整理できるようにカテゴリを指定できます。カテゴリ名を
入力すると次回日記を書く時に、右側のプルダウンメニューにカ
テゴリ名が登録されていきます。次回からはカテゴリ入力の代
わりにプルダウンメニューからカテゴリ名を選択できるようになり
ます。

公開範囲

この日記を公開するレベルを設定できます。日記を公開すると
他の会員からコメント（感想）を書いてもらうことができます。



日記を書く 3/3

日記の書き込みが完了しました。日記の下のコメント記入フォー
ムはこの日記に対するコメント入力用です。

コメントは自分で記入することもできますが、この日記を読んだ
会員からコメントを貰うこともあります。

コメント

コメント

公開レベル

公開レベル

この日記を読める会員の区分が表示されます。

新たに書き込まれた日記



予定を書く 1/4

予定の書き込みはマイホームの「予定」欄から登録します。日付
はデフォルトで今週の日付から選べます。今週以外の日付で書
き込む場合は「週の切り替え」で日付を変更できます。

予定に書き込むタイトル入力欄です。右側のプルダウンメニュ
ーの日付に書き込まれます。

タイトル

タイトル

週の切り替え

週の切り替え

<　>　を押すとカレンダを先週、来週というように表示を切替えま
す。



予定を書く 2/4

予定が追加されましたが、予定名と日時だけの情報しか登録さ
れていません。予定の詳細は登録した予定名をクリックします。

指定した日付に予定が書き込まれました。イベント名をクリック
するとイベントの詳細を追加できます。

予定追加

予定追加



予定を書く 3/4

編集ボタンを押すと、「予定を編集する」というメニューの画面が
表示されますので詳細情報を記入して登録します。

指定した日付に予定が書き込まれました。イベント名をクリック
するとイベントの詳細を追加できます。

予定追加

編集

編集

編集ボタンを押すと、詳細や開始・狩猟時刻、メールでの通知な
どの情報を追加できます。



予定を書く 4/4

予定の登録が全て完了しました。「月別カレンダ」を押すと予定を
月単位で見ることができます。

月別カレンダーを押すと、下図のように月単位で予定が見れま
す。その他にマイフレンドの誕生日が表示されます。この画面で 
[ SCHEDULE ] を押して詳細なスケジュール情報を登録するこ
ともできます。

月別カレンダー

月別カレンダー



マイレビュー 1/5

あなたが紹介みんなに紹介したい商品にコメントを付けて紹介で
きます。
　レビューを付ける商品はアマゾン ( http://www.amazon.co.jp/ ) 
にある製品から選べます。 [ レビューを書く ] を押して商品リス
トを表示させてください。

レビューを書く

レビュー一覧

他の人のレビューを見るときはこちらから

この SNS でレビューが書かれている商品一覧を表示
します。

自分でレビューを書くときはこちらから

アマゾン( http://www.amazon.co.jp/ )

にある商品一覧を表示します



マイレビュー 2/5

検索　　　　　

レビューを書くには対象となる商品を指定します。そのために
キーワードとカテゴリを指定して商品を検索します。



マイレビュー 3/5

商品が表示されました。この商品にレビューを追加するには、そ
の商品の「レビューを書く」をクリックします。

「レビューを書く」をクリックすると対象商品についてのレビュー登
録フォームが表示されます。

レビューを書く

レビューを書く



マイレビュー 4/5

レビュー入力フォーム

あなたがこれまでに書いた各種レビューを確認することができま
す。また、レビューを書くこともできます。

確認画面が表示され「作成」を押すと登録されます。

確認画面 登録完了

確認画面 登録完了



マイレビュー 5/5

レビューが登録されました。

登録完了

登録完了

対象商品



あしあと

「あしあと」とはあなたのプロフィールを見に来た会員の名前、時
間、アクセス数を記録しています。
　また設定変更画面で設定する「あしあとお知らせメール」は、あ
なたの個人ホームページに指定した人数がアクセスしたときに
メールでお知らせする機能です。

プロフィール詳細へリンク



お気に入り

お気に入りに登録するには登録したい相手のプロフィールペー
ジにアクセスします。アクセス方法はメンバー検索のページをご
覧ください。

対象会員のプロフィールページ ※ にアクセスして「お気に入り
に登録」というメニューから登録します。

※ 目次の「メンバー検索 4/4」の画面



メンバー検索 1/4



メンバー検索 2/4

検索

一覧を見る

以下の項目ごとに登録人数が表示され、人数をクリックすると該
当する会員を一覧表示します。

・性別
・血液型
・現住所 (都道府県)
・出身地 (都道府県)

相手のニックネームなどがわかる場合は入力して検索します。
条件を指定しないと表示可能な会員全てを表示します。

検索

一覧を見る

※ 注意

プロフィールを公開していない会員は検索対象になりませ
ん。またマイフレンドのみにプロフィールを公開している場合は
マイフレンドリストに登録後に検索対象になります。



メンバー検索 3/4

以下の項目ごとに登録人数が表示され、人数をクリックすると該
当する会員を一覧表示します。

・性別
・血液型
・現住所 (都道府県)
・出身地 (都道府県)

検索結果

会員情報が一覧表示されます。「詳細を見る」を押すと相手のプ
ロフィールの詳細が見れます。

検索結果

検索結果

項目別検索結果

項目別検索結果



メンバー検索 4/4

相手（テスト２さん）のプロフィールの詳細

この画面ではメンバーのプロフィールや日記、レビューをみるこ
とができます。またこの画面からしか行えない操作がいくつかあ
ります。詳細は下記の説明をご覧ください。

相手（テスト２さん）のプロフィールを表示する画面では、下段の
メニューが専用メニューに変わります。色味や項目が変わって
いることをご確認ください。

■ ホーム
テスト２さんのプロフィール画面のホームです。

■ フレンド
テスト２さんのフレンドリストです。

■ 日記を読む
テスト２さんの日記一覧です。

■ メッセージを送る
自分からテスト２さんへメッセージを送ります。
※ この画面からしか行えません。

■ お気に入りに追加
テスト２さんをあなたのお気に入りに登録します。

■ レビュー
テスト２さんのレビューです。

■ マイフレンドに紹介
テスト２さんをあなたのマイフレンドに紹介できます。
※ この画面からしか行えません。

■ マイフレンドに追加
テスト２さんをあなたのマイフレンドに追加します。
※ マイフレンドの追加要望に対して、テスト２さんが同意すると
追加されます。テスト２さんが拒否した場合は追加できません。
※ この画面からしか行えません。

■ 紹介文を書く
テスト２さんをあなたのマイフレンド全員に紹介する機能です。
　テスト２さんがあなたとマイフレンドの関係にあるときは、紹介
文を書くことができます。紹介文はそれを書いた人のマイフレン
ド全員が見ることができます。
※ この画面からしか行えません。

専用メニュー

専用メニュー

あなたの名前

相手の名前

テスト２さんのフレンドリスト

※ 補足説明

この画面例はあなたが相手（テスト２さん）のプロフィールを見ています。



コミュニティに参加する 1/3

メニューバーの「コミュニティー検索」をクリックすると、コミュ
ニティ一覧が表示されます。興味のあるコミュニティが見つ
かったら

をクリックして詳細を確認してください。

詳細を見る

詳細を見る



コミュニティに参加する 2/3

コミュニティの詳細を見て参加したい場合は

をクリックしてください。

参加する

参加する

なお参加条件がある場合がありますので予め確認してください。



コミュニティに参加する 3/3

コミュニティへの登録が完了しました。

マイホーム戻ると、先ほど登録したコミュニティが表示されま
す。今後コミュニティの内容を見たり掲示板に書き込むことが
できます。コミュニティでの活動は、

目次 「コミュニティでの活動」をご覧下さい。

確認画面 登録完了



コミュニティでの活動 1/7

■ コミュニティトップページのメニュー概要

トピックを作成

イベントを作成

参加メンバー

メールお知らせ機能

コミュニティトップ画面では、下段のメニューが専用メニューに変
わります。色味や項目が変わっていることをご確認ください。

■ コミュニティトップ
コミュニティ画面のホームです。

■ 掲示板
このコミュニティに関する掲示板です。以下の２つのサービスが
あります。
・トピック
・イベント

■ おすすめレビュー
あなたがおすすめするレビューをこのコミュニティの参加者全員
に告知します。

■ コミュニティに参加
このコミュニティに参加登録できます。既に参加登録している方
は「登録済み」と表示されます。

■ マイフレンドに紹介
このコミュニティをあなたのお気に入りに登録します。

■ コミュニティを退会
このコミュニティを退会します。

専用メニュー

専用メニュー

トピックを作成

イベントを作成

最初にトピックを作成してみます。「トピックの作成」を押してくだ
さい。　次のページではトピック作成手順を解説します。

トピックを作成後にイベント作成の手順を紹介します。
トピックの作成手順解説後にイベント作成手順を解説します。



コミュニティでの活動  2/7

トピック入力フォームが表示されたので内容を入力して

をクリックして内容を確認してください。

確認画面

確認画面
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トピックの書き込み完了
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トピックの登録が完了しました。

次にイベントの登録をしてみます。

イベントを作成

イベントを作成 を押して下さい。

トピックが追加されました
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イベントを作成

参加メンバー

イベントを作成 をクリックしてください。

■ イベントの作成
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確認画面

確認画面 を押して内容を確認し登録を完了します。
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イベント登録完了しました。

マイフレンドに知らせる

参加者へ知らせる

参加者一覧

■ イベント登録後の作業について

イベントはコノコミュニティ参加者に告知されます。どのぐらい
の参加者があるか確認するには

参加者一覧 をクリックします。

イベントの日程変更などを参加者に告知するには

参加者へ知らせる をクリックします。

またより多くの参加者を募るには マイフレンドに知らせる

をクリックします。このお知らせがきっかけでこのコミュニティ
に登録したり、更にこのイベントに参加してもらえるかもしれま
せん。
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新規作成

自分が主催するコミュニティを立ち上げるには

新規作成

ここで注意するのは既に同じようなコミュニティが存在していな
いか確認することです。

をクリックします。
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作成

作成

を押して確認画面に進み登録が完了します。
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確認画面 登録完了

コミュニティの作成完了



メッセージを送る　１

あなたの名前

相手の名前

相手のフレンドリスト

メッセージを送る

最初にメッセージを送りたい相手のプロフィールページにア
クセスします。アクセス方法はメンバー検索のページをご覧
ください。

相手のプロフィールページにアクセスして、

メッセージを送る をクリックしてください。



メッセージを送る　２

送信



メッセージを送る 3

送信相手のマイホームには、新着メッセージとしてあなたが
送ったメッセージが表示されています。

メッセージ
送信
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あなたの名前

相手の名前

相手のフレンドリスト

マイフレンドに追加

最初にメッセージを送りたい相手のプロフィールページにア
クセスします。アクセス方法はメンバー検索のページをご覧
ください。

相手のプロフィールページにアクセスして、

をクリックしてください。マイフレンドに追加
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をクリックしてください。

送信

送信

注意書き

マイフレンドになるには相手側の承認が必要です。承認しても
らえるまで暫く待ちましょう。マイフレンドの追加手順はこれで完
了です。

　相手側がどの様な手順でに「承認」「拒否」をするかは
目次 マイフレンドの承認　をご覧ください。

マイフレンドの承認・拒否は相手側が決定します。
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をクリックしてください。

承認・拒否

承認・拒否

他の会員からマイフレンドの「承認」を要請させることがあります。
「承認」すると正式にマイフレンドとしてお互いに登録されます。

※ マイフレンドの意義について

マイフレンドになると「マイフレンドのみに公開」している
相手の情報をお互いに見ることができます。また第３者
からはあなた方が友達関係にあると認識されます。
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承認するとお互いにマイフレンドとして登録されます。

承認

承認

マイフレンドの申請を拒否します。

拒否

※ ここでは「承認」したものとして次のページで承認完了画面
を解説します。
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マイフレンドの登録が完了しました。この画面からマイフレンドの
登録申請をした会員にメッセージを送ることができます。

　マイフレンドの登録が完了すると、あなたのマイページのマイ
フレンドリストに相手側の写真とニックネームが表示され、写真
をクリックすると相手のホームへ直接アクセスできます。

メッセージを送る

マイフレンドを登録申請した会員

マイフレンドに
追加されました。




