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１．CANPANブログ開設の流れ



－4－

1.流れ
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1.CANPAN1.CANPANブログ開設の流れブログ開設の流れ

準備をしよう！ ブログを始めよう！
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2.ユーザ登録
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２．ユーザ登録

2.2.ユーザ登録ユーザ登録
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2-1.ユーザ登録①

22--1.CANPAN1.CANPANへユーザ登録してみようへユーザ登録してみよう ①①

公益に特化した公益に特化した
ブログサービス！ブログサービス！

団体の活動をもっとアピール！団体の活動をもっとアピール！
ホームページの代わりにも活用ホームページの代わりにも活用

公益に興味のあるユーザへ公益に興味のあるユーザへ
無料で情報を一斉配信！無料で情報を一斉配信！

自分で書いたニュースを自分で書いたニュースを
そのまま投稿できる！そのまま投稿できる！

「たのみたい」・「サポートしたい」「たのみたい」・「サポートしたい」
人たちが集まる出会いの場人たちが集まる出会いの場
CANPANCANPANオリジナルの機能！オリジナルの機能！

インターネットに接続できればインターネットに接続できれば
どこからでもメールができます！どこからでもメールができます！

「ブログに関係のない広告がある
のは困るなぁ･･･」
「将来ブログの内容を本にしたい
けど、著作権は大丈夫？」
「みんなで1つのブログを要望
することはできないのかな」

「今、日本の公益活動で旬な話題
は何だろう？」
「地域の公益関連ニュースを知り
たいなぁ･･･」

「団体用に使える無料のメールア
ドレスはないかな？」
「無料でも広告が入るのはちょっ
と・・・」

自分に関わる各種制度を自分に関わる各種制度を
簡単に検索できる！簡単に検索できる！

CANPANCANPAN
にはブログ以外にも
様々な機能が
盛りだくさんです！
ご活用ください。

CANPANでブログを開設するには、
まず、CANPANCANPANへのユーザ登録（無料）へのユーザ登録（無料）が必要です。
※ http://canpan.info/へアクセスして、ユーザ登録を行ってください。
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2-1..ユーザ登録②
■■CANPANCANPANへアクセスします。へアクセスします。 http://canpan.info/

22--1.CANPAN1.CANPANへユーザ登録してみようへユーザ登録してみよう ②②

【ユーザ新規登録】
をクリック
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2-1.ユーザ登録③

22--1.CANPAN1.CANPANへユーザ登録してみようへユーザ登録してみよう ③③

■■アカウント情報とユーザ情報を入力します。アカウント情報とユーザ情報を入力します。

【ユーザ登録】の画面が開きます。
上から順に入力してください。

つづく
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2-1.ユーザ登録④

22--1.CANPAN1.CANPANへユーザ登録してみようへユーザ登録してみよう ④④

■■重要な注意事項重要な注意事項

【メールアドレス】には

canpan200801@yahoo.co.jp
を入力

つづく

「ユーザID」と「パスワード」は
メモをお忘れなく！
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2-1.ユーザ登録⑤

22--1.CANPAN1.CANPANへユーザ登録してみようへユーザ登録してみよう ⑤⑤

■■登録ボタンをクリックします。登録ボタンをクリックします。

【同意する】にチェックを
入れるのを忘れずに！

【登録】をクリック
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2-1.ユーザ登録⑥

22--1.CANPAN1.CANPANへユーザ登録してみようへユーザ登録してみよう ⑥⑥

■■登録内容を確認します。登録内容を確認します。

登録内容の確認後
【OK】をクリック 「ユーザID」と「パスワード」はメモしましたか？

メールアドレスは確認しましたか？

【入力エラーあり】と出た場合は、
エラー箇所が赤字で表示されますので、

修正を行ってください。



2-2.ログイン①
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22--2.CANPAN2.CANPANへログインしてみようへログインしてみよう ①①

■■CANPANCANPANへログインします。へログインします。

登録した
「ユーザID」と「パスワード」を入力後

【ログイン】をクリック



2-2.ログイン②
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22--2.CANPAN2.CANPANへログインしてみようへログインしてみよう ②②

■■ログインできたことを確認します。ログインできたことを確認します。

登録した「ニックネーム」と「ユーザID」が
表示されれば、ログイン成功です。

登録した「ニックネーム」と「ユーザID」が
表示されれば、ログイン成功です。
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2-3.ユーザ情報変更①

22--3.3.ユーザ情報を変更してみようユーザ情報を変更してみよう ①①

■■ログイン後、ユーザ情報を変更します。ログイン後、ユーザ情報を変更します。

【ユーザ情報変更】をクリック

【ユーザ情報編集】をクリック
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2-3.ユーザ情報変更②

22--3.3.ユーザ情報を変更してみようユーザ情報を変更してみよう ②②

■【■【メールアドレスメールアドレス】】を普段お使いのメールアドレスに変更します。を普段お使いのメールアドレスに変更します。

普段お使いのメールアドレスに
変更してください。

【変更】をクリック



2-3.ユーザ情報変更③
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22--3.3.ユーザ情報を変更してみようユーザ情報を変更してみよう ③③

■■変更内容を確認します。変更内容を確認します。

メールアドレスが変更されているのを確認後、
【OK】をクリック



3.ブログ開設

－17－

３．ブログの開設

3.3.ブログの開設ブログの開設



3-1.ブログ開設①
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33--1.CANPAN1.CANPANブログを開設してみようブログを開設してみよう ①①

■【■【ブログマイページブログマイページ】】をクリックします。をクリックします。

【ブログマイページ】をクリック



3-1.ブログ開設②
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■■スキン一覧から、お好みのスキンスキン一覧から、お好みのスキン((デザインデザイン))をクリックします。をクリックします。

33--1.CANPAN1.CANPANブログを開設してみようブログを開設してみよう ②②

「スキン」とは「スキン」とはブログの背景デザインブログの背景デザインのことです。のことです。 全82枚（2008年6月現在）



3-1.ブログ開設③
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■■ブログのブログの【【アドレスアドレス】】、、【【ブログタイトルブログタイトル】】を入力します。を入力します。

【ブログURL】は半角英数
と「-」「_」しか使えません。

入力が済んだら、
【利用規約に同意して登録する】

をクリック

33--1.CANPAN1.CANPANブログを開設してみようブログを開設してみよう ③③

「アドレス（「アドレス（URLURL）」とは）」とはブログの住所ブログの住所で、「ブログタイトル」はで、「ブログタイトル」はブログの名前ブログの名前のことです。のことです。

【ブログタイトル】は、
漢字・ひらがな・カタカナ・
英数字などが使えます。



3-1.ブログ開設④

－21－

■■マイページが開きます。ブログが開設されました！マイページが開きます。ブログが開設されました！

33--1.CANPAN1.CANPANブログを開設してみようブログを開設してみよう ④④

ブログができました！

おめでとうございます！



3-1.ブログ開設⑤
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■■マイページが開きます。ブログが開設されました！マイページが開きます。ブログが開設されました！

【ブログを見る】をクリックすると
開設されたばかりのブログを確

認できます。

33--1.CANPAN1.CANPANブログを開設してみようブログを開設してみよう ⑤⑤



3-2.ブログ説明文①
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33--2.2.ブログの説明文を入れてみようブログの説明文を入れてみよう ①①

■■ブログ説明文でブログの魅力を高めましょう！ブログ説明文でブログの魅力を高めましょう！

ブログタイトルの下に表示される
のが【ブログ説明文】です。

常に表示される箇所ですので、
ブログを見に来た人への魅力を
高めることができます。



3-2.ブログ説明文②
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33--2.2.ブログの説明文を入れてみようブログの説明文を入れてみよう ②②

■【■【設定設定】】をクリックします。をクリックします。
【設定】をクリック

【ブログ設定】
をクリック



3-2.ブログ説明文③
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■【■【ブログ説明文ブログ説明文】】を入力します。を入力します。

33--2.2.ブログの説明文を入れてみようブログの説明文を入れてみよう ③③

【OK】をクリック

ブログ説明文が追加されました！

【保存】
をクリック

【ブログ説明文】を
入力

【ブログを見る】を
クリック



4.記事を書いてみよう
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４．記事を書いてみよう

4.4.記事を書いてみよう記事を書いてみよう



4-1.記事アップ①

－27－

44--1.1.ブログの記事をアップしてみようブログの記事をアップしてみよう ①①

■【■【ブログブログ】】をクリックします。をクリックします。

【ブログ】をクリック



4-1.記事アップ②

－28－

■■記事を作成します。記事を作成します。

44--1.1.ブログの記事をアップしてみようブログの記事をアップしてみよう ②②

【タイトル】【本文】
を記入

【タイトル】【本文】
を記入

記事の【カテゴリ】
を選択

※１つ以上選択

【保存】をクリック



4-1.記事アップ③

－29－

44--1.1.ブログの記事をアップしてみようブログの記事をアップしてみよう ③③

■■記事の内容を確認します。記事の内容を確認します。

内容を確認後
【保存して公開】を

クリック

記事がアップされました！

【ブログを見る】を
クリック



4-2.記事に写真①

－30－

44--2.2.記事に写真を載せてみよう記事に写真を載せてみよう ①①

■■記事に写真を掲載してみましょう。記事に写真を掲載してみましょう。

ブログは、記事に写真
を載せることが簡単に

できます。



4-2.記事に写真②

－31－

44--2.2.記事に写真を載せてみよう記事に写真を載せてみよう ②②

■■先ほど書いた記事の確認方法。先ほど書いた記事の確認方法。

【マイページ】を
クリック

先ほど書いた記事の
タイトルをクリック



4-2.記事に写真③

－32－

44--2.2.記事に写真を載せてみよう記事に写真を載せてみよう ③③

■■記事編集画面から、写真をアップします。記事編集画面から、写真をアップします。

【アイコン】をクリック



4-2.記事に写真④

－33－

44--2.2.記事に写真を載せてみよう記事に写真を載せてみよう ④④

■■アップする写真を選択します。アップする写真を選択します。

【参照】をクリック
アップロードする写真ファイルを選択

【開く】をクリック

【追加】をクリック

【画像サイズ】を
選択します



4-2.記事に写真⑤
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44--2.2.記事に写真を載せてみよう記事に写真を載せてみよう ⑤⑤

■■写真の挿入位置を選択します。写真の挿入位置を選択します。

挿入位置を選択

写真が追加されました！



4-2.記事に写真⑥
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44--2.2.記事に写真を載せてみよう記事に写真を載せてみよう ⑥⑥

■■写真がブログにアップされました！写真がブログにアップされました！



4-2.記事に写真⑦
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44--2.2.記事に写真を載せてみよう記事に写真を載せてみよう ⑦⑦

■■写真やファイルのアップについて写真やファイルのアップについて

◆写真について
　・一つの記事に５枚まで（ファイルも含め）載せる
　　ことができます。
　・一つの写真の大きさは１MBまで。

◆各種のファイルについて
　・ワード、エクセル、パワーポイント、PDFなど
　　のファイルを載せることができます。
　・一つの記事に５つまで（写真も含め）載せる
　　ことができます。
　・一つのファイルの大きさは１０MBまで。



4-3.携帯電話①

－37－

44--3.3.携帯電話から記事を更新しよう携帯電話から記事を更新しよう ①①

■■携帯電話から更新してみましょう。携帯電話から更新してみましょう。

ブログは携帯電話からも更新が可能です。

・パソコンに向かう時間がない
・外出先やイベント開催中

などでも更新ができ、とても便利です！



4-3.携帯電話②
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44--3.3.携帯電話から記事を更新しよう携帯電話から記事を更新しよう ②②

■■携帯メールアドレスを登録します。携帯メールアドレスを登録します。

【保存】をクリック

【携帯メールアドレス】
を入力

【設定】
をクリック



4-3.携帯電話③
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44--3.3.携帯電話から記事を更新しよう携帯電話から記事を更新しよう ③③

■■携帯電話にメールが届くので、登録を完了します。携帯電話にメールが届くので、登録を完了します。

ＵＲＬをクリック

＜登録した携帯電話＞ ＜登録した携帯電話＞

登録完了です



4-3.携帯電話④
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44--3.3.携帯電話から記事を更新しよう携帯電話から記事を更新しよう ④④

■■登録が完了し他ことを確認します。登録が完了し他ことを確認します。

インターネットエクスプローラー
の【更新】ボタンをクリック

「認証待ち」が消えたことを確認
できたら、登録完了です。



4-3.携帯電話⑤
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44--3.3.携帯電話から記事を更新しよう携帯電話から記事を更新しよう ⑤⑤

■■携帯電話からメールを送るとブログが更新できます。携帯電話からメールを送るとブログが更新できます。

＜メールの宛先＞

up@blog.canpan.info に送信

*　団体ブログに投稿する場合は

　　up-d@blog.canpan.info に送信
画像の添付も可
能です

＜メールとブログ記事の関係＞

・メールの件名→ブログの記事タイトル
・メールの本文→ブログの記事本文
・添付画像→ブログの記事画像



4-3.携帯電話⑥
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44--3.3.携帯電話から記事を更新しよう携帯電話から記事を更新しよう ⑥⑥

■■携帯電話で記事を作成します。携帯電話で記事を作成します。

携帯電話からの更新ができました！

【ブログを見る】を
クリック



5.ブログを見やすく工夫しよう

－43－

５．ブログを見やすく工夫しよう

5.5.ブログを見やすく工夫しようブログを見やすく工夫しよう



5-1.カテゴリを追加①

－44－

55--1.1.カテゴリを追加しようカテゴリを追加しよう ①①

■■カテゴリを追加してみましょう！カテゴリを追加してみましょう！

【カテゴリアーカイブ】
にカテゴリを追加します

ブログは簡単で便利ですが、そのままでは時系列でしか整理されず、
あまり見やすくありません。
しかし、
【カテゴリ】機能を使えば、ブログに「見出し」をつけることができます。



5-1.カテゴリを追加②

－45－

55--1.1.カテゴリを追加しようカテゴリを追加しよう ②②

■■マイページから、マイページから、【【スキン・サイドバースキン・サイドバー】】を選択します。を選択します。

【スキン・サイドバー】
をクリック

【カテゴリ登録・編集】
をクリック



5-1.カテゴリを追加③
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55--1.1.カテゴリを追加しようカテゴリを追加しよう ③③

■【■【新規カテゴリ新規カテゴリ】】にカテゴリ名を入力します。にカテゴリ名を入力します。

【新規カテゴリ】名
を入力

【追加・変更】
をクリック

【カテゴリ名】の欄に
追加されました



5-1.カテゴリを追加④
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55--1.1.カテゴリを追加しようカテゴリを追加しよう ④④

■■カテゴリが追加されました！カテゴリが追加されました！



5-1.カテゴリを追加⑤
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55--1.1.カテゴリを追加しようカテゴリを追加しよう ⑤⑤

■■記事作成時にもカテゴリが追加できます。記事作成時にもカテゴリが追加できます。

【カテゴリ追加】
をクリック



5-1.カテゴリを追加⑥

－49－

55--1.1.カテゴリを追加しようカテゴリを追加しよう ⑥⑥

■■カテゴリの登録は記事作成時に行います。カテゴリの登録は記事作成時に行います。

【（カテゴリなし）の▼】
をクリック

「カテゴリ」を選んで保
存します。



5-2.プロフィールを公開①
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55--2.2.プロフィールを公開しようプロフィールを公開しよう ①①

■■プロフィールを公開しましょう！プロフィールを公開しましょう！

【プロフィール】
をクリックします

みなさんのブログの
・ご縁ひろがり力
・信頼性
を向上するため、
ブログの【プロフィール】機能を
積極的に活用しましょう！



5-2.プロフィールを公開②
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55--2.2.プロフィールを公開しようプロフィールを公開しよう ②②

■■画像やプロフィール項目を公開しましょう！画像やプロフィール項目を公開しましょう！

【プロフィール】
をクリックします

画像の【設定】で
ロゴマークや画像を追加できます

プロフィール項目設定の好きな項
目を選ぶことで

プロフィールを公開できます



5-2.プロフィールを公開③
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55--2.2.プロフィールを公開しようプロフィールを公開しよう ③③

■■自由記述でさらにプロフィールを公開しましょう！自由記述でさらにプロフィールを公開しましょう！

【プロフィール自由記述】
をクリックします

入力が済んだら
【保存】をクリック



6.ご縁をひろげよう

－53－

６．ご縁をひろげよう

6.6.ご縁をひろげようご縁をひろげよう



6-1.ブログを検索①
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6-1.他のブログを検索してみよう ①

画面左上の
【CANPANBLOG】
ロゴマークをクリック

■■CANPANCANPANブログの世界を見てみましょう。ブログの世界を見てみましょう。

CANPANブログの、
　・最新記事
　・人気ブログ
　・検索
などができます。



6-1.ブログを検索②
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6-1.他のブログを検索してみよう ②

キーワードを入力し、
【検索】をクリック

■■他のブログをキーワードで検索してみましょう。他のブログをキーワードで検索してみましょう。

【検索対象】
を選びます

※検索対象について
　・記事：記事を対象に検索
　・ブログ：ブログタイトルや説明文、
　　　　　　　プロフィールを対象に検
索



6-1.ブログを検索③
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6-1.他のブログを検索してみよう ③

■■新着ブログを確認してみましょう。新着ブログを確認してみましょう。

【新着ブログ】の【一覧へ】
をクリック

【新着ブログ一覧】で新しいブログか
ら順に確認できます。
この講座で担当したブログ同級生を
見てみましょう！



6-2.コメントの追加①
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6-2.コメントを書き込もう ①

＜コメント＞＜コメント＞
ブログの記事に対する感想や意見をコメントとして他の人のブログに書き込むことができます。ブログの記事に対する感想や意見をコメントとして他の人のブログに書き込むことができます。

【コメント】を
クリック

■■コメントを書きたい記事のコメントを書きたい記事の【【コメントコメント】】をクリックします。をクリックします。



6-2.コメントの追加②
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6-2.コメントを書き込もう ②

【名前】【Email】【URL】【コメント】
を記入する。

※必須入力は【名前】と【コメント】
だけですが、【URL】にはみなさん
のブログURLを入力しましょう！

■■コメントを記入します。コメントを記入します。

【送信する】
をクリック



6-2.コメントの追加③
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6-2.コメントを書き込もう ③

■■自分のブログについたコメントを削除することができます。自分のブログについたコメントを削除することができます。

【マイページ】をクリック

【記事一覧へ】をクリッ
クし、該当の記事を見
つけます。



6-2.コメントの追加④
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6-2.コメントを書き込もう ④

■■コメントがついた記事でコメント一覧を開きます。コメントがついた記事でコメント一覧を開きます。

【コメント一覧】をクリッ
ク

迷惑なコメントを削除
したい場合は、【削除】
をクリックします。



6-3.トラックバック
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6-3. トラックバック機能

＜トラックバック＞＜トラックバック＞
ブログの機能の一つで、別のブブログの機能の一つで、別のブ
ログへリンクを張った際に、リンログへリンクを張った際に、リン
ク先の相手に対してリンクを張っク先の相手に対してリンクを張っ
たことを通知する仕組みです。たことを通知する仕組みです。

ひとつの記事から情報がさらにひとつの記事から情報がさらに
広がったり、掘り下げられていく広がったり、掘り下げられていく
のが、トラックバックの魅力です。のが、トラックバックの魅力です。

Aさんの記事を紹介して、記事へのリンクを
設置する

記事のトラックバックURLを貼り付け

Aさんのブログ Bさんのブログ

例
Bさんが自分の記事の本文にAさんの記事を紹介して、Aさんの記事へのトラックバックする

記事のトラックバックURLをコピー

Bさんのブログ名と記事の要約を表示

Aさんの記事（Bさんの記事登録前）

Aさんの記事（Bさんの記事登録後）

Bさんの記事の登録

Bさんの記事



6-4.団体ブログ①
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団体ブログでメンバーの顔の見える情報発信を！団体ブログでメンバーの顔の見える情報発信を！
団体ブログ機能を使えば、メンバーみんなでブログを更新することができます。

もちろん、個人のブログと団体ブログを2つ持つことも可能。
団体ブログを活用することで、より個々のメンバーの顔の見える情報発信より個々のメンバーの顔の見える情報発信が可能となります！

インターネットインターネット

個人ブログ個人ブログ

団体ブログ団体ブログ

結局一人で更新かァ・・・

IDの使いまわしで誰が更新し
たのか分からない・・・

個人ブログ個人ブログ

6-4.団体ブログ機能 ①

個人ブログ個人ブログ

個人ブログ個人ブログ

メンバーみんなでメンバーみんなで
更新！更新！

自分のブログ自分のブログ
もちろんあるよ！もちろんあるよ！ 団体ブログを入り口に団体ブログを入り口に

して、メンバーそれぞして、メンバーそれぞ

れのブログにもアクセれのブログにもアクセ
スできる！スできる！

メンバーメンバー
AA

メンバーメンバー
BB

メンバーメンバー
CC

ブログブログ

管理者管理者

一般ユーザ一般ユーザ

一般ユーザ一般ユーザ
サーチサーチ

サーチサーチ

新しい情報満載のみ新しい情報満載のみ
んなのブログ！んなのブログ！

■■　　『『団体ブログ団体ブログ』』はは複数のユーザ複数のユーザでで11つのブログを更新できるつのブログを更新できるCANPANCANPANブログ独自の機能ですブログ独自の機能です ■■

みんなで分担するからみんなで分担するから
作業もらく！作業もらく！

※団体ブログ機能をご利用いただくには、CANPANへの団体登録が必要となります。詳し
くはオンラインマニュアル「CANPANの使い方」の団体編を参照してください。
【マニュアルの場所： サイト内で困ったときは⇒CANPANの使い方をみる⇒02.団体】



6-4.団体ブログ②
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6-4.団体ブログ機能 ②

ブログは簡単に情報発信することのできるツールです。
ホームページとブログを上手に使い分けて、積極的な情報発信を実現しましょう！

更新が面倒だなァ・・・

担当者が辞めてしまって、
更新ストップ・・・

らくらく更新！らくらく更新！
最新の情報を発信！最新の情報を発信！

団体の基本情報、
住所、連絡先、
過去の実績、
組織図、などなど

更新頻度の低い情報

日々の活動、
イベント情報、

出張先からの報告、
アイデアなどなど

更新頻度の高い情報

■■ブログを上手く活用しよう！ブログを上手く活用しよう！
手軽に更新できるブログを上手に活用手軽に更新できるブログを上手に活用
してみましょう。してみましょう。
例えば、既にあるホームページにブログ例えば、既にあるホームページにブログ
へのリンクを貼り「最新情報はこちら！」へのリンクを貼り「最新情報はこちら！」
と訪れた方を誘導することもできます。と訪れた方を誘導することもできます。

ヒントヒント

ブログブログ

ブログを活用して団体からの情報発信力を強化！ブログを活用して団体からの情報発信力を強化！

ホームページホームページ ブログブログ

リンクリンク

■■ホームページの更新ホームページの更新

■■ブログの更新ブログの更新

携帯からも更新携帯からも更新
できちゃう！できちゃう！

管理が面倒・・・

サイトサイト
管理者管理者

ブログブログ

管理者管理者

ホームページホームページ

■■　団体ブログの活用で更新度の高い情報を簡単に発信することができます　■　団体ブログの活用で更新度の高い情報を簡単に発信することができます　■



6-4.団体ブログ③
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6-4.団体ブログ機能 ③

団体ブログ団体ブログ

個人ブログ個人ブログ

個人ブログ個人ブログ

個人ブログ個人ブログ

メンバーメンバー
AA

メンバーメンバー
BB

メンバーメンバー
CC

メンバーＡさんがメンバーＡさんが
投稿した記事投稿した記事

メンバーＣさんがメンバーＣさんが
投稿した記事投稿した記事

メンバーＢさんがメンバーＢさんが
投稿した記事投稿した記事

投稿者：Ａさん投稿者：Ａさん

投稿者：Ｂさん投稿者：Ｂさん

投稿者：Ｃさん投稿者：Ｃさん

団体ブログの記事か団体ブログの記事か
らリンクらリンク

カテゴリでカテゴリで
投稿者毎に投稿者毎に

記事を管理する記事を管理する
ことも可能！ことも可能！

1つのブログを複数のメンバーで更新しても、誰がど
の記事を投稿したか判別することが可能です。記事
から、投稿者のブログへのリンクも自動で貼られま
す。



【参考】 ヘルプコンテンツ
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【参考】 CANPANブログのヘルプコンテンツ

CANPANCANPANブログでは、画面の各所に質問・疑問にお答えするヘルプコンテンツがあります。ブログでは、画面の各所に質問・疑問にお答えするヘルプコンテンツがあります。

CANPANCANPANブログのブログの
使い方や使い方やFAQFAQがごがご
覧になれます。覧になれます。

お電話お電話//メールでもメールでも

ご質問を受け付けご質問を受け付け
ています。ています。

言葉の意味や操作方言葉の意味や操作方
法を説明します。法を説明します。

をみつけたら、
マウスオーバーしてみてください！



お問い合せ専用窓口
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CANPANお問い合わせ専用窓口のご案内

インターネット初心者の方や、

パソコンの操作に不慣れな方にもCANPANを活用していただけるように、

電話でも気軽にお問合せのできる専用窓口を設置いたしました。

操作方法などでお困りのことがございましたら、ご連絡ください！


