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このたびは、気象情報アラートサービスをご利用いただきまして、誠にありがと
うございます。本サービスでは、お客さまが気象リスクを監視したい地点をご登
録いただけます。
ご登録いただいた地点の予想降水量、予想風速、予想降雪量、落雷状況が一定の
条件を超えた場合に、Eメールによるアラートが配信されます。
これにより、気象情報サイトやニュースを確認すること無く、事業に影響を与え
る可能性のある気象状況の変化をモニタリングすることができます。
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地点を登録

アラートを発信する基準値を登録

例）
レベル 基準値 お客さまにおける対応

降水「注意」 5mm/h
今後の気象状況を確認する

屋外作業の中止を検討する

降水「警戒」 10mm/h 屋外作業中止

今後3時間以内に「設定した基準値を超過」という
予測になった場合や、直近15分間に「設定した基準値を超過」とい
う気象状況を観測した場合、Eメールによるアラートを受信

専用Webページにアクセスし、状況を確認

基準値のレベルに応じて、
お客さまにて最適な対応を実施

サービス概要のご説明

この後

大雨の予報あり！

サービスの流れ
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ご利用手順

初期設定

賠償責任保険

火災保険
運送保険

詳細設定

工事保険

詳細設定

メールアドレス登録

保険種類の選択

①工事保険
②賠償責任保険
③火災保険

サービス開始

（注）アラートメールは、アラート受信スケジュールを設定いただいた時間帯の中で、今後3時間以内にご登録いただいた
地点において基準値を超える予想となった場合（落雷状況の場合は監視範囲に落雷があった場合）にのみ配信されます。

最初に、サービスをご利用いただく上で
必要な情報を登録する「初期設定」を行
います。

まず、アラートを受信するメールアドレ
スを登録します。

次に、ご契約いただいている保険種類に
応じて、工事保険、賠償責任保険、火災
保険を選択します。選択した保険種類に
よって、その後の設定項目が変わります
ので、正しい保険種類をお選びいただき
ますようご注意ください。
※運送保険につきましては、選択画面の
表示はございません。詳細設定の登録に
お進みください。

続いて、地点情報や基準値、アラート受
信スケジュール等の詳細設定の登録をも
って、初期設定は完了です。

◇注意点◇
アラートを受信する為には、受信地点設
定が必要です。
初期設定後、トップ画面のメール設定
メニューから、受信地点設定を必ず行っ
てください。
受信地点設定画面上で選択した地点につ
いてのみ、アラートが受信可能となりま
す。（注）

以下の手順に従って、
「気象情報アラートサービス」のご利用を開始してください。

メール受信地点設定
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初期設定手順詳細

初期設定の手順

STEP2．保険種類の選択
ご契約の保険に応じて、工事保険、賠償責任保険 、火災保険のどれかを選択

してください。保険種類によって、この後の設定内容が変わります。
※運送保険につきましては、保険の種類の選択画面の表示はございません。

STEP3．地点登録

気象リスクをモニタリングしたい地点を登録してください。最大5地点まで登録
可能です。

STEP4．基準値の設定

アラートする降水量・風速・降雪量の基準値、落雷の監視範囲を設定します。
アラートは、注意レベル、警戒レベルの2段階です。それぞれの基準値を設定して
ください。

STEP5．アラートを受信するスケジュールの設定
アラートを受信するスケジュールを設定します。営業日、作業日のみを設定す

ることで、アラートが不要な日や時間帯には通知されなくなります。

STEP1. メールアドレスの登録 （注）

Eメールによるアラートを受信するメールアドレスを登録してください。

設定完了

以上で初期設定は完了です。

賠償責任保険
火災保険

運送保険

工事保険

（注） ドメイン指定受信を設定している方は､必ず｢＠wni.com ｣ からのメールが受信できるように設定してください｡

賠償責任保険、火災保険、運送保険のご
契約者さま向けの「体感の目安」を参考
に設定してください。

工事保険のご契約者さま向けの「体感の
目安」を参考に設定してください。

営業日や営業時間などに合わせて、
メールを受信したい曜日と時間帯を
設定してください。一度設定すると、
変更するまで設定内容が保持されま
す。

作業実施日、作業時間帯に合わせ、日
程と時間帯を設定してください。
365日先までの日程について設定が可能
です。
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工事保険をご契約のお客さま

工事保険
をご契約のお客さま向け

ご利用方法のご説明

本ページ以降の手順に従って、初期設定を行ってください。
火災保険、賠償責任保険、運送保険

をご契約のお客さまは、30ページ以降をご確認ください。
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初回は、登録サイトを経由してサービスサイトにアクセスしてください。

ブラウザ（注）を起動して、登録サイトにアクセスします。
「サービスを利用する」からサービスサイトにアクセスしてください。

登録サイト
https://tb.wni.com/losspre/login_setting_re.html

サービスサイトにアクセスすると、ログインID、パスワードを入力する画面(下
記参照)が表示されます。
ログインID欄に証券番号、パスワード欄には初期設定用のパスワード（証券番号
と同封されている番号）を入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

工事保険

（注） 本サイトは、IEモード除くMicrosoft Edge（最新版）、Google Chrome（最新版）、Mozilla 
Firefox（最新版）、Safari（最新版）でご覧になることを推奨いたします。これらのブラウザ以外でご
覧いただくと、文字配列にばらつきが生じたり、機能の一部が正しく動作しない場合があります。

アクセス・ログイン方法～初期設定方法①～

アクセス・ログイン方法

https://tb.wni.com/losspre/login_setting_re.html
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初めてログインした場合、初期設定が始まります。
まずはじめに、アラートを受信するメールアドレスを登録してください。

（注意事項）
①今後、ログインパスワードの変更や証券番号の引継ぎ等を行った際は、確認の
ため、メールアドレスに変更の旨を通知させていただきます。メーリングリスト
を登録されますと、加入している方全員にメールが配信されますのでご注意くだ
さい。

②ドメイン指定受信を設定している方は､必ず｢＠wni.com ｣ からのメールが受信
できるように設定してください｡

③特定のメールアドレスに関しては、受信できません。
（例）アドレス内に「..」や「.＠」が存在する場合

メールアドレスを入力し、
「メールアドレスを登録」ボタンをクリックしてください。

指定したメールアドレスに登録完了のお知らせが届きますので、ご
確認ください。

「メールアドレスを登録」ボタン

メールアドレス登録～初期設定方法②～
工事保険

メールアドレスの登録
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次に、ご契約されている保険の種類を選択してください。

をクリックしてください。

保険種類選択～初期設定方法③～
工事保険

保険種類の選択
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続いて、アラートを受信したい地点の情報を入力してください。
最大5地点まで登録が可能です。

①「住所検索」欄に、登録したい地点の住所を入力し、取得ボタンをクリック
します。緯度経度は住所入力に応じて自動的に表示されます。
※電話番号は特定が難しいため検索できません。

②都道府県をプルダウンから選択してください。選択した都道府県が含まれる
エリアの雨雲レーダーが表示されるようになります。

③「名称」欄に登録地点の名称を入力してください。
任意で入力が可能です。

（全角40文字まで）
例）本社、〇〇工場、○○事業所等

設定が完了したら、決定ボタンをクリックしてください。

①

②

③

決定ボタン

取得ボタン

アラート受信設定～初期設定方法④～
工事保険

アラートを受信したい地点の登録①
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決定ボタンをクリックすると、上記①のようなポップアップが表示されます。な
お、落雷状況のアラートに関しては、落雷観測のデータ範囲が限られているため、
データ範囲外の地点を登録した場合には落雷アラートの設定は不可となり、上記
②のような表示となります。
いずれも、OKをクリックすると前ページの画面に戻ります。

複数地点を登録する場合は、左上のプルダウンから未登録地点（未登録2～5と表
示されています）を選択し、引き続き地点登録を行ってください。
地点登録を終了し、次のステップに進む場合は、「基準値設定へ」ボタンをクリ
ックしてください。

① ②

アラート受信設定～初期設定方法⑤～
工事保険

プルダウン

「基準値設定へ」ボタン

アラートを受信したい地点の登録②
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続いて、アラートを配信する雨・風・雪の基準値の設定を行います。
基準値は、降水量（mm/h）・風速（m/s）・降雪量（cm/h）を単位として、それ
ぞれについて1～99の範囲で設定を行い、「注意」レベルと「警戒」レベルの2
段階を地点ごとに設定することが可能です。設定の際には、体感・対応の目安
値（画面上に表示されます）をご参照ください。

「注意（警戒）レベル」とは？：
本サービスでは、
「注意レベル」「警戒レベル」の２段階のレベルを設定することができます。

（設定例）
・注意レベル：対応策を行うための心構えの段階
・警戒レベル：対応策を行う必要のある段階

降水・降雪・強風については、今後3時間以内に、注意（警戒）レベルを超える降水または降雪
または強風が発生するという予測になった場合にレベルが上がります。

「アラート配信」とは？：
レベルが上がった時（平常→注意レベル / 平常→警戒レベル / 注意→警戒レベル）、登録いただ
いたメールアドレスでアラートメールを受信いただくことができます。

①プルダウンから、基準値を設定する地点を選択してください。
②降水量・風速・降雪量について、注意レベル、警戒レベルに設定する基準値
をプルダウンから選択してください。

基準値設定～初期設定方法⑥～
工事保険

①

②

基準値の設定①（雨、風、雪）
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他の地点の基準値を設定する場合は、①のプルダウンから地点を選択し、再度
基準値を設定してください。
基準値の設定が終了したら、「基準値設定（雷）へ」ボタンで次のステップに
進んでください。

基準値の設定が完了したら、決定ボタンをクリックしてください。
以下のポップアップが表示されたら、OKをクリックしてください。

決定ボタン

「基準値設定（雷）へ」ボタン

①

基準値設定～初期設定方法⑦～
工事保険

基準値の設定②（雨・風・雪）
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続いて、アラートを配信する雷の基準値の設定を行います。
基準値は、設定地点から落雷位置までの距離を単位として設定を行い、「注
意」レベルと「警戒」レベルの2段階を地点ごとに設定できます。

①プルダウンから、基準値を設定する地点を選択してください。
②雷について、注意レベル、警戒レベルに設定する基準値（設定地点から落雷
位置 までの距離）をプルダウンから選択してください。
注意レベル、警戒レベルの数値を選択すると、左の地図に監視エリアが表示さ
れますので、設定の参考にしてください。
なお、警戒レベルの数値は、注意レベルの数値よりも小さいものを選択してく
ださい。

基準値設定～初期設定方法⑧～
工事保険

①

②

決定ボタン

基準値の設定③（雷）
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他の地点の基準値を設定する場合は、①のプルダウンから地点を選択し、再度基
準値を設定してください。
基準値の設定が終了したら、アラート受信設定ボタンで次のステップに進んでく
ださい。

基準値の設定が完了したら、決定ボタンをクリックしてください。その際、警
戒レベルの数値が注意レベルの数値と同じか、それより大きい設定としている
場合は、②のような表示がされますので、OKをクリックし、数値を選択して再
度決定ボタンをクリックしてください。
③のポップアップが表示されたら、OKをクリックしてください。

② ③

基準値設定～初期設定方法⑨～
工事保険

決定ボタン

①

アラート受信設定ボタン

基準値の設定④（雷）



15

続いて、アラートを受信するスケジュールの設定を行います。
このサービスでは、アラートを受信する時間帯や日程の設定が可能です。
スケジュールを、営業日のみ、作業実施日のみ等アラートが必要な曜日や時間帯
を限定して設定することで、夜間や休日などアラートが不要な日や時間帯には配
信されなくなります。

他の地点の基準値を設定する場合は、①のプルダウンから地点を選択し、再度
スケジュールを設定してください。
スケジュールの設定が終了したら、設定完了ボタンで次のステップに進んでく
ださい。

①プルダウンで、受信スケジュールを設定する地点を選択してください。
②アラートメールを受信する日時を選択してください。この先10日間の日程に
ついて設定可能です。
③設定が完了したら、決定ボタンをクリックしてください。

以下のポップアップが表示されたら、OKをクリックしてください。

スケジュール設定～初期設定方法⑩～
工事保険

決定ボタン

設定完了ボタン

①

②

アラート受信スケジュールの設定



設定完了ボタンをクリックすると、以下のポップアップが表示されます。以上
で初期設定は完了です。

（ご注意）
初期設定完了時には、まだアラートを受信する地点が選択されていま
せん。

トップ画面のメール設定メニューから受信地点設定を行ってください。

受信地点設定（マニュアル24ページ）

1. トップ画面の ボタンをクリック

2. 「メール設定」をクリック

3. メールアドレスをクリック

4. アラートメールを受信したい地点の□をクリックする
※選択した地点は□が白色→緑色に変化します。

続いて、ログイン後のサービスサイト使用方法のご説明を行います。

次ページへ
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設定完了～初期設定方法⑪～
工事保険

設定完了



雨雲レーダーお

よび過去60分の
落雷状況を示し
ます。
地図をクリック
すると拡大表示

されます。
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ログイン後、トップ画面が表示されます。右上のボタンから各種情報を設定・確
認できます。各機能の詳細については、次ページ以降で説明します。

複数地点を登録している場合は、

こちらのプルダウンから表示する地
点を選択してください。

アラート配信スケジュール設定メニュー
→27ページ

詳細設定メニュー →20ページ

日程表示メニュー →18ページ

地点選択

各種メニュー

トップ画面～ログイン後の画面操作①～

ヘルプ →28ページ

設定した地点の

気象予測情報を
表示します。

気象予測

設定した地点ピンポイントのレベル情報、および

アラート受信の有無を示します。
マス目の色が、その時間帯の気象リスクに応じた
レベルを示します。
■（緑）：平常
■（黄）：注意

■（赤）：警戒
レベルは、別途設定した基準値（降水量・風速・
降雪量）により判定されます。
「○」もしくは「―」は、アラート受信スケジュ
ール設定の有無を示します。

○：設定有り（この時間帯にレベルが上ったらア
ラートが配信されます）
ー：設定なし（アラートは配信されません）

レベル情報

表示する色、

記号の凡例
を示します。

凡例

表示する情

報の日時を
示します。

日時

本サービスをより有効

に使っていただくため
のQ&Aです。
→54ページヘ

Q&A

落雷観測状況

設定した監視エリ

アに対する落雷状
況を示します。

■（緑）：平常
■（黄）：注意

■（赤）：警戒

雨雲レーダー(左)
落雷状況（右）

工事保険

トップ画面



ボタンから、日程表示の種類を選択することができます。
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12時間先まで、1時間毎の情報を表

示します。

当日

3日先まで、日中（9時〜17時）/夜間

（17時〜翌日9時）に分けて情報を表
示します。

短期

10日間先まで、1日毎の情報を表示

します。

10日間

日程表示～ログイン後の画面操作②～
工事保険

日程表示画面
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気象データ～ログイン後の画面操作③～

ボタンから、気象データの種類を選択できます。

クリックすると、気象予測情報の表示/非

表示を切り替えることができます。

＜表示＞

気象予測

雨雲レーダーが拡大表示されます。

表示した時点では、過去1時間分の画像を
コマ送りで自動再生しています。

左上にある一時停止ボタン を押すと、
自動再生を停止できます。

再度左上のボタン を押すと自動再生を
再開します。

雨雲レーダ
ー

＜非表示＞

落雷状況

落雷状況が拡大表示されます。

工事保険

気象データ画面
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地点情報の設定、変更を行います。→21ページヘ

地点登録

ボタンから、詳細設定変更を行うことができます。

レベルを判定する基準値（降水量、風速、降雪量）を設定、

変更します。→22ページヘ

基準値設定（雨、風、雪）

アラートを受信するメールアドレスの設定、変更、削

除を行います。→24ページヘ

メール設定

設定した情報を全てリセットします。→25ページヘ

全てリセット

詳細設定メニュー～ログイン後の画面操作④～

ログアウトを行います。→26ページヘ

ログアウト

レベルを判定する基準値（落雷監視範囲）を設定、変更し

ます。→23ページヘ

基準値設定（雷）

工事保険

詳細設定画面
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初期設定で実施済みの地点登録に関して、ログイン後にも再設定、変更、削
除が可能です。登録の流れは初期設定における地点登録の手順とほぼ同様で
す。

①「住所検索」欄に、登録したい地点の住所を入力し、取得ボタンをクリックして

ください。緯度経度は住所入力に応じて自動的に表示されます。
②都道府県をプルダウンから選択してください。
選択した都道府県が含まれるエリアの雨雲レーダーが表示されるようになります。

③「名称」欄に登録地点の名称を入力してください。任意で入力が可能です。
（全角40文字まで）

例）本社、〇〇工場、等
入力が完了したら、決定ボタンをクリックしてください。

登録した地点を削除する場合は、プルダウンから地点を選択し削除ボタンをクリックしてく
ださい。入力した内容をクリアする場合は、キャンセルボタンをクリックしてください。

設定が完了したら、戻るボタンでトップ画面に戻ってください。

地点登録メニュー～ログイン後の画面操作⑤～

戻るボタン
決定ボタン

取得ボタン

「地点登録」をクリックしてください。
してください。以降の流れは
初期設定とほぼ同様です。

キャンセルボタン 削除ボタン

工事保険

①

②

③

地点登録画面
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アラートを配信する基準値の再設定、変更は初期設定完了後にも可能です。基
準値は、初期設定時と同様に降水量、風速、降雪量それぞれに「注意」レベル
と「警戒」レベルの2段階を地点ごとに設定してください。

「基準値設定（雨、風、雪）」
をクリックしてください。

①プルダウンから、基準値を設定する地点を選択してください。
②降水量と風速と降雪量について、注意レベル、警戒レベルに設定する基準値
をプルダウンから選択してください。設定が完了したら、決定ボタンをクリッ
クしてください。
ポップアップが出たら、OKをクリックしてください。
③設定が完了したら、戻るボタンをクリックしてください。

基準値設定メニュー～ログイン後の画面操作⑥～

決定ボタン

ポップアップ

工事保険

①

②

③
戻るボタン

基準値設定画面（雨、風、雪）
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基準値は、初期設定時と同様、設定地点から落雷位置までの距離を単位として
設定を行い、「注意」レベルと「警戒」レベルの2段階を地点ごとに設定して
ください。

「基準値設定（雷）」
をクリックしてください。

①プルダウンから、基準値を設定する地点を選択してください。
②注意レベル、警戒レベルに設定する基準値をプルダウンから選択してくださ
い。設定が完了したら、決定ボタンをクリックしてください。
ポップアップが出たら、OKをクリックしてください。
③設定が完了したら、戻るボタンをクリックしてください。

基準値設定メニュー～ログイン後の画面操作⑦～

決定ボタン

ポップアップ

戻るボタン

工事保険

＿①

②

③

基準値設定画面（雷）



アラートを受信する

地点数が表示されます。

24

アラートを配信するメールアドレスの再設定、変更、削除を行うことができま
す。※本サービスでは１アドレスのみ設定可能です。
（注意事項）
①今後、ログインパスワードの変更や証券番号の引継ぎ等を行った際は、確認
のためこのメールアドレスに変更の旨を通知させていただきます。メーリング
リストを登録されますと、加入している方全員にメールが配信されますのでご
注意ください。

②ドメイン指定受信を設定している方は､必ず｢＠wni.com ｣ からのメールが受
信できるように設定してください｡

メール設定メニュー～ログイン後の画面操作⑧～

「メール設定」をクリックしてください。

アラート受信地点数

表示されている
登録済みアドレスを
クリックします。

受信地点設定

通知を行う地点の□をクリック（緑色）し、「OK」ボタンを
クリックしてください。□が緑色になっていない地点につい
ては、アラートメールは配信されません。

メールアドレス入力欄に、変更したいメールアドレ
スを入力し、 マークをクリックしてください。

アドレス変更

登録済み

アドレス

メールアドレス入力欄

工事保険

メール設定画面
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リセット～ログイン後の画面操作⑨～

設定した情報をすべてクリアし、初期状態に戻したい場合には、「全てリセッ
ト」メニューで設定をクリアできます。

「全てリセット」

をクリックしてください。

OKをクリックすると、すべての情報がクリアされ、初期状態に戻ります。

（ご注意）

下記情報が全てクリアされます
ので、ご注意ください。

・地点情報
・基準値設定

・アラート受信スケジュール
・メールアドレス

工事保険

リセット画面
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ログアウト～ログイン後の画面操作⑩～

「ログアウト」をクリック
してください。

ログイン前の状態に戻ります。

ログイン画面に戻りますので、再度ログインする際はログインID,パスワード
を入力してください。

工事保険

ログアウト画面



ボタンから、
アラート受信スケジュールの設定、変更を行うことができます。
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マス目をクリックすると、－/○が切り替わります。
アラートを受信したい時間帯を「○」となるように設定してください。
戻るボタンをクリックすると元の画面（トップ画面）に戻ります。

マス目がクリック

できるようになる

スケジュール設定メニュー～ログイン後の画面操作⑪～
工事保険

戻るボタン

アラート受信スケジュール設定画面
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ヘルプメニュー ～ログイン後の画面操作⑫～

各種設定についてをクリックすると、基準値の凡例や更新時間についての説明
を確認することができます。
使い方をクリックすると、このサービスガイドが表示されます。
免責事項をクリックすると、個人情報に関する取扱方針等についての説明を確
認することができます。
戻るボタンをクリックすると元の画面（トップ画面）に戻ります。

ボタンから、ヘルプメニューを確認できます。

各種設定

使い方

免責事項

工事保険

戻るボタン

このサービスガイドへのリンク

各種機能の詳細や操作方法の確認
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Ｑ＆Ａ

トップ画面にある「もっと活用するには（Q＆A）」をクリックすると、Q&Aに
移動します。

サービスをより有効にご活用いただくためのヒントをQ＆A形式で確認いただけ
ます。該当する項目を選択してください。
戻るボタンでトップ画面に戻ります。

工事保険

戻るボタン

Ｑ＆Ａ トップ画面
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火災保険
賠償責任保険
運送保険

をご契約のお客さま向け

ご利用方法説明

以降の手順に従って、初期設定を行ってください
※工事保険をご契約のお客さまは、

5ページ～29ページをご確認ください。

賠償責任保険・火災保険にご契約のお客さま
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初回は、登録サイトを経由してサービスサイトにアクセスしてください。

ブラウザ（注）を起動して、登録サイトにアクセスします。
「サービスを利用する」からサービスサイトにアクセスしてください。

登録サイト（火災保険、賠償責任保険向け）
https://tb.wni.com/losspre/login_setting_re.html

サービスサイトにアクセスすると、ログインID、パスワードを入力する画面(下
記参照)が表示されます。
ログインID欄に証券番号、パスワード欄には初期設定用のパスワード（証券番号
と同封されている番号）を入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

（注） 本サイトは、IEモード除くMicrosoft Edge（最新版）、Google Chrome（最新版）、Mozilla 
Firefox（最新版）、Safari（最新版）でご覧になることを推奨いたします。これらのブラウザ以外でご
覧いただくと、文字配列にばらつきが生じたり、機能の一部が正しく動作しない場合があります。

アクセス・ログイン方法～初期設定方法①～
火災保険・賠償責任保険

運送保険

登録サイト（運送保険向け）
https://tb.wni.com/kisyoalert_trans/login_setting_re.html

アクセス・ログイン方法

https://tb.wni.com/losspre/login_setting_re.html
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初めてログインした場合、初期設定が始まります。
まずはじめに、アラートを受信するメールアドレスを登録してください。

（注意事項）
①今後、ログインパスワードの変更や証券番号の引継ぎ等を行った際は、確認の
ため、メールアドレスに変更の旨を通知させていただきます。メーリングリスト
を登録されますと、加入している方全員にメールが配信されますのでご注意くだ
さい。

②ドメイン指定受信を設定している方は､必ず｢＠wni.com ｣ からのメールが受信
できるように設定してください｡

③特定のメールアドレスに関しては、受信できません。
（例）アドレス内に「..」や「.＠」が存在する場合

メールアドレスを入力し、
「メールアドレスを登録」ボタンをクリックしてください。

指定したメールアドレスに登録完了のお知らせが届きますので、ご
確認ください。

「メールアドレスを登録」ボタン

メールアドレス登録～初期設定方法②～
火災保険・賠償責任保険

運送保険

メールアドレスの登録
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次に、ご契約されている保険の種類を選択してください。

をクリックしてください。

保険種類選択～初期設定方法③～
火災保険・賠償責任保険

運送保険

または、

保険種類の選択
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続いて、アラートを受信したい地点の情報を入力してください。
最大5地点まで登録が可能です。

①「住所検索」欄に、登録したい地点の住所を入力し、取得ボタンをクリック
します。緯度経度は住所入力に応じて自動的に表示されます。
※電話番号は特定が難しいため検索できません。

②都道府県をプルダウンから選択してください。選択した都道府県が含まれる
エリアの雨雲レーダーが表示されるようになります。

③「名称」欄に登録地点の名称を入力してください。
任意で入力が可能です。

（全角40文字まで）
例）本社、〇〇工場、○○事業所等

設定が完了したら、決定ボタンをクリックしてください。

①

②

③

決定ボタン

取得ボタン

アラート受信設定～初期設定方法④～
火災保険・賠償責任保険

運送保険

アラートを受信したい地点の登録①
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決定ボタンをクリックすると、上記①のようなポップアップが表示されます。な
お、落雷状況のアラートに関しては、落雷観測のデータ範囲が限られているため、
データ範囲外の地点を登録した場合には落雷アラートの設定は不可となり、上記
②のような表示となります。
いずれも、OKをクリックすると前ページの画面に戻ります。

複数地点を登録する場合は、左上のプルダウンから未登録地点（未登録2～5と表
示されています）を選択し、引き続き地点登録を行ってください。
地点登録を終了し、次のステップに進む場合は、「基準値設定へ」ボタンをクリ
ックしてください。

① ②

アラート受信設定～初期設定方法⑤～

プルダウン

「基準値設定へ」ボタン

アラートを受信したい地点の登録②

火災保険・賠償責任保険

運送保険
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続いて、アラートを配信する雨・風・雪の基準値の設定を行います。
基準値は、降水量（mm/h）・風速（m/s）・降雪量（cm/h）を単位として、それ
ぞれについて1～99の範囲で設定を行い、「注意」レベルと「警戒」レベルの2
段階を地点ごとに設定することが可能です。設定の際には、体感・対応の目安
値（画面上に表示されます）をご参照ください。

「注意（警戒）レベル」とは？：
本サービスでは、
「注意レベル」「警戒レベル」の２段階のレベルを設定することができます。

（設定例）
・注意レベル：対応策を行うための心構えの段階
・警戒レベル：対応策を行う必要のある段階

降水・降雪・強風については、今後3時間以内に、注意（警戒）レベルを超える降水または降雪
または強風が発生するという予測になった場合にレベルが上がります。

「アラート配信」とは？：
レベルが上がった時（平常→注意レベル / 平常→警戒レベル / 注意→警戒レベル）、登録いただ
いたメールアドレスでアラートメールを受信いただくことができます。

①プルダウンから、基準値を設定する地点を選択してください。
②降水量・風速・降雪量について、注意レベル、警戒レベルに設定する基準値
をプルダウンから選択してください。

基準値設定～初期設定方法⑥～

①

②

火災保険・賠償責任保険

運送保険

基準値の設定①（雨、風、雪）
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他の地点の基準値を設定する場合は、①のプルダウンから地点を選択し、再度
基準値を設定してください。
基準値の設定が終了したら、「基準値設定（雷）へ」ボタンで次のステップに
進んでください。

基準値の設定が完了したら、決定ボタンをクリックしてください。
以下のポップアップが表示されたら、OKをクリックしてください。

決定ボタン

「基準値設定（雷）へ」ボタン

①

基準値設定～初期設定方法⑦～

基準値の設定②（雨・風・雪）

火災保険・賠償責任保険

運送保険
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続いて、アラートを配信する雷の基準値の設定を行います。
基準値は、設定地点から落雷位置までの距離を単位として設定を行い、「注
意」レベルと「警戒」レベルの2段階を地点ごとに設定できます。

①プルダウンから、基準値を設定する地点を選択してください。
②雷について、注意レベル、警戒レベルに設定する基準値（設定地点から落雷
位置 までの距離）をプルダウンから選択してください。
注意レベル、警戒レベルの数値を選択すると、左の地図に監視エリアが表示さ
れますので、設定の参考にしてください。
なお、警戒レベルの数値は、注意レベルの数値よりも小さいものを選択してく
ださい。

基準値設定～初期設定方法⑧～

①

②

決定ボタン

基準値の設定③（雷）

火災保険・賠償責任保険

運送保険
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他の地点の基準値を設定する場合は、①のプルダウンから地点を選択し、再度基
準値を設定してください。
基準値の設定が終了したら、アラート受信設定ボタンで次のステップに進んでく
ださい。

基準値の設定が完了したら、決定ボタンをクリックしてください。その際、警
戒レベルの数値が注意レベルの数値と同じか、それより大きい設定としている
場合は、②のような表示がされますので、OKをクリックし、数値を選択して再
度決定ボタンをクリックしてください。
③のポップアップが表示されたら、OKをクリックしてください。

② ③

基準値設定～初期設定方法⑨～

決定ボタン

①

アラート受信設定ボタン

基準値の設定④（雷）

火災保険・賠償責任保険

運送保険



続いて、アラートを受信するスケジュールの設定を行います。
このサービスでは、アラートを受信する時間帯や日程の設定が可能です。
スケジュールを、営業日のみ、作業実施日のみ等アラートが必要な曜日や時間帯
を限定して設定することで、夜間や休日などアラートが不要な日や時間帯には受
信されなくなります。
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設定完了ボタン

他の地点の基準値を設定する場合は、①のプルダウンから地点を選択し、再度ス
ケジュールを設定してください。
スケジュールの設定が終了したら、設定完了ボタンで次のステップに進んでくだ
さい。

①プルダウンで、受信スケジュールを設定する地点を選択してください。
②アラートメールを受信する曜日、および時間帯を選択してください。
※□が緑色の曜日は受信する設定を意味します。
設定が完了したら、決定ボタンをクリックしてください。

以下のポップアップが表示されたら、OKをクリックしてください。

スケジュール設定～初期設定方法⑩～
火災保険・賠償責任保険

運送保険

①

② 決定ボタン

アラート受信スケジュールの設定



設定完了ボタンをクリックすると、以下のポップアップが表示されます。以上
で初期設定は完了です。

（ご注意）
初期設定完了時には、まだアラートを受信する地点が選択されていま
せん。

トップ画面のメール設定メニューから受信地点設定を行ってください。

受信地点設定（マニュアル49ページ）

1. トップ画面の ボタンをクリック

2. 「メール設定」をクリック

3. メールアドレスをクリック

4. アラートメールを受信したい地点の□をクリックする
※選択した地点は□が白色→緑色に変化します。

続いて、ログイン後のサービスサイト使用方法のご説明を行います。

次ページへ

41

設定完了～初期設定方法⑪～
火災保険・賠償責任保険

運送保険

設定完了



雨雲レーダーお

よび過去60分の
落雷状況を示し
ます。
地図をクリック
すると拡大表示

されます。
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ログイン後、トップ画面が表示されます。右上のボタンから各種情報を設定・確
認できます。各機能の詳細については、次ページ以降で説明します。

複数地点を登録している場合は、

こちらのプルダウンから表示する地
点を選択してください。

詳細設定メニュー →45ページ

日程表示メニュー →43ページ地点選択

各種メニュー

トップ画面～ログイン後の画面操作①～

ヘルプ →53ページ

設定した地点の

気象予測情報を
表示します。

気象予測

設定した地点ピンポイントのレベル情報、および

アラート受信の有無を示します。
マス目の色が、その時間帯の気象リスクに応じた
レベルを示します。
■（緑）：平常
■（黄）：注意

■（赤）：警戒
レベルは、別途設定した基準値（降水量・風速・
降雪量）により判定されます。
「○」もしくは「―」は、アラート受信スケジュ
ール設定の有無を示します。

○：設定有り（この時間帯にレベルが上ったらア
ラートが配信されます）
ー：設定なし（アラートは配信されません）

レベル情報

表示する色、

記号の凡例
を示します。

凡例

表示する情

報の日時を
示します。

日時

本サービスをより有効

に使っていただくため
のQ&Aです。
→54ページヘ

Q&A

落雷観測状況

設定した監視エリ

アに対する落雷状
況を示します。

■（緑）：平常
■（黄）：注意

■（赤）：警戒

雨雲レーダー(左)
落雷状況（右）

火災保険・賠償責任保険

運送保険

トップ画面



ボタンから、日程表示の種類を選択することができます。
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12時間先まで、1時間毎の情報を表

示します。

当日

3日先まで、日中（9時〜17時）/夜間

（17時〜翌日9時）に分けて情報を表
示します。

短期

10日間先まで、1日毎の情報を表示

します。

10日間

日程表示～ログイン後の画面操作②～
火災保険・賠償責任保険

運送保険

日程表示画面
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気象データ～ログイン後の画面操作③～

ボタンから、気象データの種類を選択できます。

クリックすると、気象予測情報の表示/非

表示を切り替えることができます。

＜表示＞

気象予測

雨雲レーダーが拡大表示されます。

表示した時点では、過去1時間分の画像を
コマ送りで自動再生しています。

左上にある一時停止ボタン を押すと、
自動再生を停止できます。

再度左上のボタン を押すと自動再生を
再開します。

雨雲レーダ
ー

＜非表示＞

落雷状況

落雷状況が拡大表示されます。

火災保険・賠償責任保険

運送保険

気象データ画面
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ボタンから、詳細設定変更を行うことができます。

詳細設定メニュー～ログイン後の画面操作④～
火災保険・賠償責任保険

運送保険

地点情報の設定、変更を行います。→46ページヘ

地点登録

レベルを判定する基準値（降水量、風速、降雪量）を設定、

変更します。→47ページヘ

基準値設定（雨、風、雪）

アラートを受信するメールアドレスの設定、変更、削

除を行います。→50ページヘ

メール設定

レベルを判定する基準値（落雷監視範囲）を設定、変更し

ます。→48ページヘ

基準値設定（雷）

設定した情報を全てリセットします。→51ページヘ

全てリセット

ログアウトを行います。→52ページヘ

ログアウト

アラート受信スケジュール設定

アラートを受信する曜日、時間帯の設定を行います。

→50ページヘ

詳細設定画面
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初期設定で実施済みの地点登録に関して、ログイン後にも再設定、変更、削
除が可能です。登録の流れは初期設定における地点登録の手順とほぼ同様で
す。

①「住所検索」欄に、登録したい地点の住所を入力し、取得ボタンをクリックして

ください。緯度経度は住所入力に応じて自動的に表示されます。
②都道府県をプルダウンから選択してください。
選択した都道府県が含まれるエリアの雨雲レーダーが表示されるようになります。

③「名称」欄に登録地点の名称を入力してください。任意で入力が可能です。
（全角40文字まで）

例）本社、〇〇工場、等
入力が完了したら、決定ボタンをクリックしてください。

登録した地点を削除する場合は、プルダウンから地点を選択し削除ボタンをクリックしてく
ださい。入力した内容をクリアする場合は、キャンセルボタンをクリックしてください。

設定が完了したら、戻るボタンでトップ画面に戻ってください。

地点登録メニュー～ログイン後の画面操作⑤～

戻るボタン
決定ボタン

取得ボタン

「地点登録」をクリックしてください。
以降の流れは初期設定とほぼ同様です。

キャンセルボタン 削除ボタン

①

②

③

火災保険・賠償責任保険

運送保険

地点登録画面
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アラートを配信する基準値の再設定、変更は初期設定完了後にも可能です。基
準値は、初期設定時と同様に降水量、風速、降雪量それぞれに「注意」レベル
と「警戒」レベルの2段階を地点ごとに設定してください。

「基準値設定（雨、風、雪）」
をクリックしてください。

①プルダウンから、基準値を設定する地点を選択してください。
②降水量と風速と降雪量について、注意レベル、警戒レベルに設定する基準値
をプルダウンから選択してください。設定が完了したら、決定ボタンをクリッ
クしてください。
ポップアップが出たら、OKをクリックしてください。
③設定が完了したら、戻るボタンをクリックしてください。

基準値設定メニュー～ログイン後の画面操作⑥～

決定ボタン

ポップアップ

①

②

③
戻るボタン

火災保険・賠償責任保険

運送保険

基準値設定画面（雨、風、雪）
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基準値は、初期設定時と同様、設定地点から落雷位置までの距離を単位として
設定を行い、「注意」レベルと「警戒」レベルの2段階を地点ごとに設定して
ください。

「基準値設定（雷）」
をクリックしてください。

①プルダウンから、基準値を設定する地点を選択してください。
②注意レベル、警戒レベルに設定する基準値をプルダウンから選択してくださ
い。設定が完了したら、決定ボタンをクリックしてください。
ポップアップが出たら、OKをクリックしてください。
③設定が完了したら、戻るボタンをクリックしてください。

基準値設定メニュー～ログイン後の画面操作⑦～

決定ボタン

ポップアップ

戻るボタン

＿①

②

③

火災保険・賠償責任保険

運送保険

基準値設定画面（雷）



アラートを受信する

地点数が表示されます。
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アラートを配信するメールアドレスの再設定、変更、削除を行うことができま
す。※本サービスでは１アドレスのみ設定可能です。
（注意事項）
①今後、ログインパスワードの変更や証券番号の引継ぎ等を行った際は、確認
のためこのメールアドレスに変更の旨を通知させていただきます。メーリング
リストを登録されますと、加入している方全員にメールが配信されますのでご
注意ください。

②ドメイン指定受信を設定している方は､必ず｢＠wni.com ｣ からのメールが受
信できるように設定してください｡

メール設定メニュー～ログイン後の画面操作⑧～

「メール設定」をクリックしてください。

アラート受信地点数

表示されている
登録済みアドレスを
クリックします。

受信地点設定

通知を行う地点の□をクリック（緑色）し、「OK」ボタンを
クリックしてください。□が緑色になっていない地点につい
ては、アラートメールは配信されません。

メールアドレス入力欄に、変更したいメールアドレ
スを入力し、 マークをクリックしてください。

アドレス変更

登録済み

アドレス

メールアドレス入力欄

火災保険・賠償責任保険

運送保険

メール設定画面
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①プルダウンで、受信スケジュールを設定する地点を選択してください。
②アラートメールを受信する曜日、および時間帯を選択してください。
（セルが緑色の曜日は受信する設定を意味します）
設定が完了したら、決定ボタンをクリックしてください。

ポップアップが出たら、OKをクリックしてください。

他の地点の基準値を設定する場合は、①のプルダウンから地点を選択し、再度ス
ケジュールを設定してください。
設定が完了したら、戻るボタンでトップ画面に戻ってください。

決定ボタン

「アラート受信スケジュール設定」

をクリックしてください。

スケジュール設定メニューログイン後の画面操作⑨～

ポップアップ

火災保険・賠償責任保険

運送保険

戻るボタン

①

②

アラート受信スケジュール設定画面
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リセット～ログイン後の画面操作⑩～

設定した情報をすべてクリアし、初期状態に戻したい場合には、「全てリセッ
ト」メニューで設定をクリアできます。

「全てリセット」

をクリックしてください。

OKをクリックすると、すべての情報がクリアされ、初期状態に戻ります。

（ご注意）

下記情報が全てクリアされます
ので、ご注意ください。

・地点情報
・基準値設定

・アラート受信スケジュール
・メールアドレス

火災保険・賠償責任保険

運送保険

リセット画面
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ログアウト～ログイン後の画面操作⑪～

「ログアウト」をクリック
してください。

ログイン前の状態に戻ります。

ログイン画面に戻りますので、再度ログインする際はログインID,パスワード
を入力してください。

火災保険・賠償責任保険

運送保険

ログアウト画面
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ヘルプメニュー ～ログイン後の画面操作⑫～

各種設定についてをクリックすると、基準値の凡例や更新時間についての説明
を確認することができます。
使い方をクリックすると、このサービスガイドが表示されます。
免責事項をクリックすると、個人情報に関する取扱方針等についての説明を確
認することができます。
戻るボタンをクリックすると元の画面（トップ画面）に戻ります。

ボタンから、ヘルプメニューを確認できます。

各種設定

使い方

免責事項

戻るボタン

このサービスガイドへのリンク

火災保険・賠償責任保険

運送保険

各種機能の詳細や操作方法の確認
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Ｑ＆Ａ

トップ画面にある「もっと活用するには（Q＆A）」をクリックすると、Q&Aに
移動します。

サービスをより有効にご活用いただくためのヒントをQ＆A形式で確認いただけ
ます。該当する項目を選択してください。
戻るボタンでトップ画面に戻ります。

戻るボタン

火災保険・賠償責任保険

運送保険

Ｑ＆Ａ トップ画面
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こんなときどうする？ＦＡＱ ①-1

Ｑ.パスワードを変更したいのですが、どこでできますか？
Ａ.以下の手続きにお進みください。

（1）三井住友海上HPより、以下のリンクから「初回登録」ボタンをクリック。
【工事保険・火災保険・賠償責任保険】
https://www.ms-ins.com/business/weather/

【運送保険】
https://www.ms-ins.com/marine_navi/cargo/weather/

（2）証券番号とパスワードが求められるため、保険証券に記載されている証券番号と
同封されている番号を入力し、ログインボタンをクリックします。
※同封されている番号とは、初回登録時に利用した番号となります。

（3）機能選択画面に移り、4つの項目が表示されます。

上から2番目の「パスワードの再発行」をクリックします。

お客さまから寄せられたよくあるご質問と回答
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こんなときどうする？ＦＡＱ ①-2

（4）「パスワードのリセット方法をメールで送信しました。」と表示されます。

（5）登録メールアドレスにパスワード再設定用のURLが届きます。

【工事保険・火災保険・賠償責任保険】 【運送保険】

（6）URLをクリックすると、パスワードの再設定画面に移ります。

パスワードを再設定し、パスワード再発行ボタンをクリックします。

（7）「再登録が完了しました。」と表示され、登録が完了します。
※この時点で、紛失パスワードは無効となります。

お客さまから寄せられたよくあるご質問と回答
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こんなときどうする？ＦＡＱ ①-3

【工事保険・火災保険・賠償責任保険】

【運送保険】

（8）URLをクリックすると、ログイン画面に移ります。

（9）ID（証券番号）とパスワード（新しく設定したもの）を入力すると、ホーム画面

にログインすることができますので、ご利用ください。

※登録メールアドレスには、再設定完了メールが届きますのでご確認ください。

お客さまから寄せられたよくあるご質問と回答
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こんなときどうする？ＦＡＱ ②-1

Ｑ.登録しているメールアドレスを忘れてしまいました。
Ａ.以下の手続きにお進みください。

（1）ログインできる状態（証券番号とパスワードがわかる状態）であるかどうかをご
確認ください。

（2）ログインが難しい状態の場合

1.証券番号がわからない：お問い合わせください。
2.パスワードがわからない：Ｑ＆Ａ➀をご覧の上、パスワードをご変更ください。

ログインができる状態の場合は、以下の手順でメールアドレスをご確認ください。

（2）-1.三井住友海上HPより、以下のリンクから「ログイン」ボタンをクリック。

【工事保険・火災保険・賠償責任保険】
https://www.ms-ins.com/business/weather/

【運送保険】
https://www.ms-ins.com/marine_navi/cargo/weather/

（2）-2.ログイン画面に移ります。
IDとパスワードを入力し、ログインボタンをクリックしてください。

お客さまから寄せられたよくあるご質問と回答
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こんなときどうする？ＦＡＱ ②-2

（2）-3.ホーム画面に移ります。
右上の をクリックすると詳細設定メニューが表示されます。

（2）-4.詳細設定メニューの「メール設定」をクリックします。

（2）-5.メール設定画面に移ります。
現在設定されているメールアドレスがご確認いただけます。

お客さまから寄せられたよくあるご質問と回答
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こんなときどうする？ＦＡＱ ③-1

Ｑ.証券番号が変更になったらどうすればいい？
Ａ.登録後15ヶ月以上経過したアカウントはご利用できなくなります。
引き続きご利用になりたい方は、以下の手続きにお進みください。

（1）三井住友海上HPより、以下のリンクから「初回登録」ボタンをクリック。
【工事保険・火災保険・賠償責任保険】
https://www.ms-ins.com/business/weather/

【運送保険】
https://www.ms-ins.com/marine_navi/cargo/weather/

（3）機能選択画面に移り、4つの項目が表示されます。

上から3番目の「証券番号の引継ぎ」をクリックします。

（2）証券番号とパスワードが求められる画面に移ります。
旧証券番号と同封されている番号を入力（初期番号）を入力し、ログインボタンをク
リックしてください。

お客さまから寄せられたよくあるご質問と回答
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こんなときどうする？ＦＡＱ ③-2

お客さまから寄せられたよくあるご質問と回答

（5）登録メールアドレスに引継ぎ用のURLが届きます。

【工事保険・火災保険・賠償責任保険】 【運送保険】

（6）URLをクリックすると、登録パスワードと新証券番号の入力画面に移ります。

入力後、「新証券番号を適応」ボタンをクリックしてください。

（7）変更が完了します。
※この時点で、旧証券番号ではログインできなくなります。

（4）「証券番号の引継ぎ方法をメールで送信しました。」と表示されます。
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こんなときどうする？ＦＡＱ ④-1

Ｑ.アラートメールが届きません。
Ａ.以下の原因が考えられます。

（1）メール受信地点を選択していない可能性があります。
確認方法は以下の通りです。

アラートを受信する

地点数が表示されます。
左下の数値が「0」の場合、
受信設定地点を設定してい
ないという意味を示します。

アラート受信地点数

クリック

通知を行う地点の□をクリックす

ると緑色に変わります。この状態
で「OK」ボタンをクリックしてく
ださい。□が白色のままの状態の
地点については、アラートメール
は配信されません。

受信地点設定

お客さまから寄せられたよくあるご質問と回答
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こんなときどうする？ＦＡＱ ④-2

（2）基準値を超過する予測とならない場合
1.アラートメールを届かせたい場合は基準値を低く設定し直してください。

2.ゲリラ豪雨など不測の事態には対応できない場合があります。

ご契約者さま自身の行動を決定する際のあくまで参考としてご利用ください。
※約款にも記載がございます。ご確認ください。

3.雷の場合、北海道（道南一部を除く）と沖縄はデータ取得範囲外となるため、落
雷アラートの設定は不可能となっております。このため、アラートメールも飛ばない
仕組みとなっておりますのでご了承ください。

【データ取得範囲外となった場合、設定の際にポップアップが表示されます】

※反対にアラートメールを届かせたくない場合は、以下の手続きをお願いいたします。
1.基準値の数値を高く設定
2.受信地点の解除

3.設定データのリセット

お客さまから寄せられたよくあるご質問と回答
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こんなときどうする？ＦＡＱ ⑤-1

Ｑ.基準値を設定できません。
Ａ.注意または警戒を「未選択」の状態とした場合、システムがエラーと
して認識するため、決定ボタンをクリックしても設定できません。利用し
ない場合は基準値の数値を上げてください。また、警戒基準値を注意基準
値が上回った場合も同様にエラーが発生します。

Ｑ.文字がズレたり、ボタンを押しても画面が動きません。
Ａ.本サイトは、IEモード除くMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla 
Firefox、SafariをPCでご覧になることを推奨させていただいております。
これらのブラウザ以外、スマートフォンやタブレットでご覧いただくと、
文字配列にばらつきが生じたり、機能の一部が正しく動作しない場合があ
ります。

Ｑ.証券番号に同封されている番号を紛失してしまいました。
Ａ.同封されている番号はパスワード紛失時に必要となります。
紛失された場合は、三井住友海上までお問い合わせください。

Ｑ.アラートメールの内容を教えてください。
Ａ.設定地点の気象状況を見ることができます。

お客さまから寄せられたよくあるご質問と回答
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