
装置ネット操作マニュアル
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・オリジナル商品を宣
伝できます。

・新商品サービスを探
すに記載されます。

・パートナー様の様々
な商品を探すことがで

きます。

・ユーザー様のお困り
ごとが掲載されていま
す。製作会社様は仕事

が探せます。

・装置メーカー・制御
盤屋・ソフト設計・電
気工事業者、等を探し
ます。

・自動化したい・省エ
ネをしたい・工程改善
をしたい、などを簡単
に登録できます。
・案件を探すに掲示さ
れます。

メインメニュー

お名前

・ご担当者
・受信メールの設定
・パスワードの変更

・ログアウト

・自社情報を入力ください。基本データーか
ら設計〇名や御社の特徴など入力出来ます。
・御社の特徴を入力するとそのワードが検索
にヒットします。
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1.装置ネット登録方法
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ご希望の方は弊社より下記メールが届きます（弊社担当営業へお問い合わせくださ）

こちらをクリック



お好きなパスワードを
入力してください

※ログイン時必要になります
控えておいてください

2022/7/26 5

・装置ネット応募の窓口になります。
・案件を登録し先方が応募された場
合の対応いただく方になります。
※１企業１名必須（複数可）

1.装置ネット登録方法
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ユーザー様が案件を登録すると
お知らせが届きます

装置メーカー・盤屋さんは
お仕事が探せます

新商品・サービスが登録されると
お知らせが届きます

事務局からのお知らせになります
チェックお願いします

装置ネットにパートナーが登録され
るとメールが届きます

装置ﾒｰｶｰ・盤屋さんはチェック

チェックができたら登録
後からでも変更可能です
9.受信設定 P28参照

1.装置ネット登録方法



装置ネットへ
ログイン
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装置ネットへログインすると
１）案件登録
２）案件検索
３）パートナー検索
４）新商品・サービスを検索
上記のご使用が可能になります。

1.装置ネット登録方法



ログインするとこの画面になります。ブックマークへ登録
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お名前 ▼

ブックマークへ登録

1.装置ネット登録方法
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ID入力：メールアドレスを入力お願いします

1.装置ネット登録方法



2.ログイン方法
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ブックマークまたは弊社ホームページ

ブックマーク

弊社ホームページ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊



2.ログイン方法
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ID入力：メールアドレスを入力お願いします

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

メールアドレス

パスワード



・オリジナル商品を宣
伝できます。

・新商品サービスを探
すに記載されます。

・パートナー様の様々
な商品を探すことがで

きます。

・ユーザー様のお困り
ごとが掲載されていま
す。製作会社様は仕事

が探せます。

・装置メーカー・制御
盤屋・ソフト設計・電
気工事業者、等を探し
ます。

・自動化したい・省エ
ネをしたい・工程改善
をしたい、などを簡単
に登録できます。
・案件を探すに掲示さ
れます。

メインメニュー

お名前 ▼

・ご担当者
・受信メールの設定
・パスワードの変更

・ログアウト

・自社情報を入力ください。基本データーか
ら設計〇名や御社の特徴など入力出来ます。
・御社の特徴を入力するとそのワードが検索
にヒットします。
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3.自社情報入力
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②そのあと編集をクリック

①こちらをクリックして
自社情報画面へ



3.自社情報入力
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※は必須になります
装置ネット上には表示されません

業界・分野の入力お願いします
該当しない場合はその他

選択済みへ入れてください

取り消し



3.自社情報入力

業種を選択
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事業内容

従業員数



3.自社情報入力
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ここのワードが
検索時にヒットします

画像・動画の
添付お願いします

弊社は省力機器を40年・・・
自動化・組立・溶接・・・
制御盤・電気設計・・・

弊社は省力機器を40年・・・
自動化・組立・溶接・・・
制御盤・電気設計・・・
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3.自社情報入力

弊社は省力機器を40年・・・
自動化・組立・溶接・・・
制御盤・電気設計・・・

弊社は省力機器を40年・・・
自動化・組立・溶接・・・
制御盤・電気設計・・・
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3.自社情報入力

2

3

２

3
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3.自社情報入力

ロボットSier機能

完了したら保存



4.新規案件登録

依頼名が
表示されます

依頼内容が
表示されます

予算が
表示されます

登録すると
公開されます。 公開されません下書

きとして使用してく
ださい
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5.案件検索

ロボット/自動化/改善/工事/
電気配線

等フリーワードを入力

業界でも検索できます

条件を入力し検索

条件を追加できます
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5.案件検索



ここをクリックして詳細確認

ソートできます 検索数
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5.案件検索



6.案件応募
こちらから応募
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ここをクリック
先方とサンテックス営業担当へ
チャッターが送られます。

相手企業へ企業名など公開されます
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6.案件応募
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7.パートナー検索



8.新商品・サービスを登録
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画像・動画の
添付お願いします
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9.受信メール設定

お名前

こちらから
受信メール設定変更ができます



9.受信メール設定

・装置ネット応募の窓口になります。
・案件を登録し先方が応募された場
合の対応いただく方になります。
※１企業１名必須（複数可）

ユーザー様の案件を受信できます
装置メーカー・盤屋さんはお仕事が

探せます

依頼内容が
表示されます

新商品・サービスを受信します

事務局からのお知らせになります
チェックお願いします

新規パートナーを
メール受信できます

装置ﾒｰｶｰ・盤屋さんはチェック
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10.お問い合わせ
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☎でのお問い合わせ

0492-24-2511 久郷

✉でのお問い合わせ

サンテックス 久郷 :shinji-kugo@fa-suntex.co.jp
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ご登録ありがとうございます


