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Note
⚫

Intent to Rent for office space at the Main Press Centre is included in this edition.

⚫

Standard Order, Non-standard Request, Invoicing, Payment Process, and Fare Adjustment
will be added to future edition(s).

⚫

For more information about the Rate Card Ordering Portal, please contact:
ratecard@tokyo2020.jp
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1. Overview
1.1. Rate Card Ordering Portal
Rate Card Ordering Portal (“System”) is a system through which stakeholders can apply for the
rental of goods and services that are needed during the Olympic and Paralympic Games.
Please download the Rate Card Catalogue to view the items which can be ordered through the
System. Items that are not included in the catalogue can also be ordered from the System as a
Non-standard Request. Organisations with a Press account can order Private Office Space at the
Main Press Centre (MPC) through the System.

1.2. Functions
No Function

Definition

1

User Account Request

Create an account if you do not have one

2

Log in

Log in to the System

3

Home

Displays general information

4

Catalogue

View and download Rate Card Catalogue

5

Intent to Rent

Order Private Office Space (limited to Press accounts only)

6

Standard Orders

Order items which are listed in the Rate Card catalogue

7

Non-standard Requests

Order items that are:
(a) not listed in the catalogue
(b) to be used beyond the time limit available for Standard Orders
(c) to be delivered to a place that is not available for Standard Orders

8

Notice Board

Check news/information/notice about Rate Card

9

Cart

Confirm/edit/cancel items in your cart

10

Request List

Confirm/edit/cancel orders

11

Account Information

Confirm/edit account information
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1.3. Recommended Environment
Rate Card customers are advised to use the latest version of Google Chrome, for which the Rate
Card Ordering Portal has been optimised.
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2. General Operations
2.1. Getting Started with the System
A user account is required to log in to the System.
See [2.2. Mail Authentication] and [2.3. User Account Request] in order to create your user
account.
See [2.4. Log in] to log in with your user account.

2.2. Mail Authentication
Registration with a valid email address is required before customers can access the System.
Customers can start the registration process by visiting the Mail authentication page
https://ratecard.tokyo2020.org which is available in the catalogue. Click [Click here] for the
Mail authentication page and to register your email address.
Steps
[Log in]

Access Mail authentication page.
➢

Log-in page appears.

Click [Click here] on the right of “New to
Rate Card Ordering Portal?”.
➢
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[Mail authentication] page appears.

[Mail Authentication]

Enter your email address in the [Email] and
[Confirm email] fields.
Note: You cannot copy and paste your email
address. Type your email address
using your keyboard.
➢

The [Submit] button will now be
activated.

Click [Submit]
➢

Confirmation pop-up appears.

Click [OK] in the pop-up box.
➢

[Mail authentication] result appears.

➢

The email address you entered in step

[Mail authentication] result

3 will be registered in the System.
URL for application of user account will be
sent to the registered email address. See
[2.3. User Account Request]

2.3. User Account Request
Apply for a System user account with the email address authorised above. See [2.2. Mail
Authentiation] to find out how to register your email address.
Steps
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[User account request]

Go to [User account request] page as
instructed in the authentication email.
Fill in each field.
Note: If you select [Browse] in [Rate Card
Account Type], your account will be
permitted to browse only and cannot place
an order.
Select “I agree” if you agree with the
Privacy Policy and Terms and Conditions.
➢

The [Request] button will activate.

Click [Request]
➢

Confirmation pop-up appears.

Click [OK] in the pop-up.
➢

[User account request] result appears.

➢

You will receive an email, stating that
your user account request is in

[User account request] result

progress for approval. Please note that
the approval can take a few working
days.
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Information to fill in
Stakeholder Group: (required) Select your stakeholder group.
Organisation Name: (required) Select your organisation name.
Add Organisation Name: Put a check in “Add organisation name” and input your organisation
name if it is not in the drop-down list.
Receiving Organisation: (required) Input receiving organisation.
Rate Card Account Type: (required) Select your type of account to use in the System.
If you select [Order], your account will be registered as an order account that cannot place
an order. Max 2 order accounts can be applied by each stakeholder.
If you select [Browse], your account will be registered as a browse only account. There is
no limitation on quantity of [Browse] accounts which can be applied by each stakeholder.
ID (email): (cannot be entered) The email address registered in Mail authentication is applied
automatically.
Given Name: (required) Input your given name.
Surname: (required) Input your surname.
Date of Birth: (required) Input your date of birth as DD/MM/YYYY.
Nationality: (required) Select your nationality.

Bank information（for deposit refund, if applicable）
Beneficiary Country: (required if your Rate Card Account Type is [Order]) Input country of
recipient.
Beneficiary Name: (required if your Rate Card Account Type is [Order]) Input name of
recipient.
Beneficiary Address: (required if your Rate Card Account Type is [Order]) Input address of
recipient.
Beneficiary Account Number: (required if your Rate Card Account Type is [Order]) Input
account number of recipient.
Bank Name: (required if your Rate Card Account Type is [Order]) Input name of designated
bank for refund.
Branch Name: (required if your Rate Card Account Type is [Order]) Input branch name of
the bank.
IBAN Code: (required if your Rate Card Account Type is [Order]) Input IBAN code of the
bank.
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SWIFT Code (BIC Code): (required if your Rate Card Account Type is [Order]) Input Swift
code (BIC code) of the bank.
ABA Code: (required if Bank Country is [United States]) Input ABA code of the bank. Please
leave it blank when Bank Country is not [United States].
SORT Code: (required if Bank Country is [Great Britain]) Input SORT code of the bank.
Please leave it blank when Bank Country is not [Great Britain].
Bank Address: (required if your Rate Card Account Type is [Order]) Input address of the
designated bank.
Bank Country: (required if your Rate Card Account Type is [Order]) Input country name of
the designated bank.
Type of Account: (required if Bank Country is [Japan]) Select the type of your bank account.
Please leave it blank when Bank Country is not [Japan].
[Saving Account]: Saving account.
[Checking Account]: Checking account.

Privacy Policy, Terms and Conditions of Use
I agree with the Privacy Policy of the Tokyo Organising Committee of the Olympic and
Paralympic Games.: (required) Confirm Privacy Policy and select “I agree” if you agree.
I agree with the Terms and Conditions for Rate Cards.: (required) Download and confirm the
Terms and Conditions in the catalogue of your stakeholder type. Select “I agree” if you
agree.
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2.4. Log in
Customers can log in to the system via https://ratecard.tokyo2020.org. To start using the
System, enter your username and password.
Username: sent to your registered email address.
Password: to set your password, click on the URL in the email that was sent to your registered
email address.
Steps
[Log in]

Click on the URL above.
➢

The Log-in page appears.

Enter your username and password in the
relevant fields.
Click [Log in]
Note: Repeat steps 2 and 3 if an error
message appears. Click [2.5. Forgot
your password?] if you have forgotten
your password.
A 2-step authentication page will appear.
Enter the code you received in the 2-step
authentication application.
Note: For information regarding the 2-step
authentication, please refer to the
appendices.
➢
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[HOME] option/button appears.

2.5. Forget Your Password?
Go to the log-in page to reset your password.
Steps
[Log in]

1.

1. Click [Forgot your password?].
➢

The [PASSWORD RESET] page will
appear.

[PASSWORD RESET]

2.

Enter your username in the text box and
click [Send Password Reset Email].
➢

“NOW, CHECK YOUR EMAIL” page
will appear.

➢

The password reset email is sent to
your registered email address. Click
on the URL in the email to set a
new password.

[PASSWORD RESET] result
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2.6. Page Overview
The Application Bar and Status Bar are common to all pages. Their functions are described below.
2.6.1. Application Bar

1

3

1.

2

4

Link to Spectrum Order Portal. By clicking here, the page will switch to the Spectrum Order
Portal. (Note: This user manual does not include instructions for the Spectrum Order Portal.)

2.

Click to log out from the System.

3.

Menu bar. Click each item to go to each menu.

4.

This button will allow users to switch between Olympic and Paralympic Games. For pages
with this button, it is possible to select for which Games you are ordering. For pages without
this button, common information for both Games will be shown.

13 / 44

2.6.2. Status Bar

1

2

1.

Link to the official website of the Games.

2.

Link to the Privacy Policy of the System.

3.

Link to the Compatibility Guide of the System.

4.

Link to this User Manual.
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3

4

3. Operation Guides
3.1. Confirm Catalogue
Menu bar: CATALOGUE

From this section, users can download the catalogue in PDF format.
Note: The catalogue will be updated from time to time. Updated information will be posted on the
Notice Board. See [3.5. Notice Board] on how to check the Notice Board.
Steps
1.

Click [CATALOGUE] in the menu bar.
➢

The Catalogue page appears.

➢

Download links for the available
versions for the Olympic and
Paralympic Games will appear.

2.

Click [Download Catalogue for Olympic
Games] or [Download Catalogue for
Paralympic Games]
➢

Preview image(s) will appear in a
new tab.

3.

Click [Download] in the PDF preview.
➢

The catalogue will be downloaded.

3.2. Intent to Rent
This option is available for Press accounts only. For other types of user account, go to 3.3.
Standard Order.
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3.2.1. Order Private Office Space
Menu bar: INTENT TO RENT

Steps
[Intent to Rent]

1.

1. Click [INTENT TO RENT] in the menu
bar
➢

The [Intent to Rent] page will
appear.

2.

Fill in each field and click [Request].
➢

3.

A confirmation pop-up will appear.

Check each box and click [OK].
➢

The [Request List] page will appear.

➢

An order confirmation will be sent to
your registered email address.

Information to fill in
Identification text for the name plate: Enter a name to be displayed on the name plate of
your Private Office Space.
Participating Games: Select the relevant Games period for your Private Office Space.
Unit price (JPY): Prices will automatically appear based on the Games period for which you
are ordering.
Quantity: Enter order quantity (1 to 99).
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Amount rice (JPY): Amount will be automatically calculated based on the information
entered.
3.2.2. Confirm Your Order
Menu bar: MY PAGE > REQUEST LIST > ITR REQUEST LIST

Steps
[Request List]

After ordering through Intent to Rent,
the [Request List] page will appear. This
page will also appear by clicking the link
in the menu bar.
Confirm your order.

To export a list of your order, click
[Export CSV].
➢

A list of all Intent to Rent purchase
history can be downloaded in CSV
format based on the Games
selected.

Request List
Participating Games: Games period when using the Private Office Space.
Order Status: Status of your order. Status changes based on approval status.
No Status
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Explanation

Your order has been received. Approval status is not yet

1

Received

2

Rejected

Your order has been rejected.

3

Approved

Your order has been approved.

confirmed.

Order date: Order date
Order number: Order number
Invoice number: Invoice number
Quantity: Ordered quantity
Subtotal (JPY): Total fee without tax (Japanese Yen)
Tax (JPY): Total consumption tax fee (Japanese Yen)
Total(JPY): Total fee including tax (Japanese Yen)

3.2.3. Edit or Cancel Requests
Menu bar 1: INTENT TO RENT

Menu bar 2: MY PAGE > REQUEST LIST > ITR REQUEST LIST > Action

Steps
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[Intent to Rent]

1.

Access via menu bar 1 or 2.
➢

The [Intent to Rent] page will
appear.

2.

Information you entered previously will
appear.
If you do not make any changes, click
[List] to go back to [Request List].
To change your request, edit the
necessary details and click [Edit].
To cancel your request, click [Cancel].
➢

A confirmation pop-up will appear.

Note: If you do not make any changes,
the [Edit] option will not activate.
3.

Select [Edit]/[Cancel] and click [OK].
➢
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The [Request List] page will appear.

3.3. Standard Orders
3.3.1. 欲しいアイテムをカートに入れる
Menu bar: STANDARD ORDER

Standard Order 画面では、カタログに掲載されているアイテムを注文することができます。
Steps

1.

Menu bar のリンクをクリックします。
➢

[Standard Order]画面が表示され、利
用可能なアイテムの一覧が表示されま
す。

2.

[Olympic/Paralympic]ボタンでどちらの大
会期間で利用するアイテムかを選択します。

➢
選択した大会期間に利用できるアイテ
1/4/2019 Release
ムに一覧が切り替わります。
プルダウンメニューとキーワード

3.

アイテムを絞り込む場合は、[Select
category]プルダウンメニューを開きカテゴ
リーを選択、もしくはその横のテキストボッ
クスにキーワードを入力して [Find]ボタンを
クリックします。
➢

選択したカテゴリーに属するアイテムに
絞り込まれます。

➢

入力したキーワードを、名称もしくは
Item code に含むアイテムに絞り込まれま

す。
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アイテムの 1 つ

4.

レンタルするアイテムの 1 つに、注文する内
容を入力します。
Note：*マークが付与されている項目は入力
必須です。

5.

[Add to Cart]ボタンをクリックします。
➢

Cart 画面が表示されます。[Add to
Cart]ボタンを押下したアイテムが Cart
に追加されます。

Note：入力が必要な情報が不足している場合
は Add to Cart ボタンをクリックする
ことはできません。Steps を再確認し
てください。

[Cart]画面

6.

Cart 画面から元の画面に戻るには[Continue
Shopping]ボタンをクリックします。
➢

Cart 遷移前の検索条件、ページ番号で

1/4/2019 Release
Standard Order 画面が表示されます。

入力するデータ
Olympic/Paralympic: どちらの大会期間に利用するアイテムか選択します。
Select category and keyword: 一覧表示するアイテムを絞り込む場合に入力します。キーワードの
検索対象はアイテムの名称です。
Extension charge: Standard Rental Period より前に先行してレンタルする場合はチェックボックス
にチェックを入れ、 カレンダーボタン

をクリックし、利用開始日を選びます。

Note: 「Standard Rental Period」とは、カタログの掲載価格で利用できる期間です。オリンピック
は 2020 年 7 月 12 日～8 月 11 日の 31 日間、パラリンピックは 2020 年 8 月 15 日～9 月 9
日の 26 日間です。
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Venue: 納入する場所を選択します。先頭の 3 文字以上を入力して表示される候補から選択してくだ
さい（例： “Olympic Stadium”を選択する場合は先頭の”oly”を入力すると候補に表示されます）。
詳細を指定する場合は 2 番目、3 番目のセレクトボックスを選択し、より詳細な場所を指定する場合
は 4 番目のテキストボックスにテキスト入力します。
Note: 4 番目のテキストボックスは、1～3 番目のセレクトボックスで選択した場所の詳細情報を追記
するためのものであり、1～3 番目のセレクトボックスにない場所への納入希望を入力すること
はできません。テキストは 100 文字まで入力することができます。1～3 番目のセレクトボッ
クスにない場所への納入を希望する場合は、Non-standard Request から注文する必要があり
ます。
Quantity: レンタルするアイテムの数を入力します。

3.3.2. カートに入れたアイテムを確認する
Menu bar: MY PAGE > CART

1/4/2019 Release

Cart に入っているアイテムはまだ注文が行われていません。Cart に入っているアイテムを大会期間
(Olympic もしくは Paralympic)別に確認できます。
Steps
[Cart]画面

1.

Menu bar のリンクをクリックします。
➢

[Cart]画面が表示され、カートに入って
いるアイテムの一覧が表示されます。

2.

[Olympic/Paralympic]ボタンでどちらの大
会期間で利用するアイテムかを選択します。
➢

Cart の内容が大会期間ごとに切り替わ
ります。

3.

22 / 44

Cart の内容を確認します。

3.3.3. カートに入れたアイテムを変更・キャンセルする
Menu bar: MY PAGE > CART

1/4/2019 Release
Cart に入っているアイテムはまだ注文が行われていません。注文後は審査が進む為、数量を増やすことが
出来ない、キャンセル料が発生する場合があるなどの制限が発生しますが、Cart 内であれば自由に変更・
キャンセルすることができます。
Steps
[Cart]画面

1.

Menu bar のリンクをクリックします。
➢

[Cart]画面が表示され、カートに入って
いるアイテムの一覧が表示されます。

2.

[Olympic/Paralympic]ボタンで、変更・キ
ャンセルするアイテムの大会期間を選択しま
す。
➢

Cart の内容が大会期間ごとに切り替わ
ります。
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[Cart]画面(点線部拡大図)

3.

変更・キャンセルするアイテムの[Action]ボ
タンをクリックします。
➢

Standard Order 画面(編集)が開きま
す。

編集する場合：
[Standard Order]画面(編集)
4.

[Standard Order]画面(編集)で、変更する
内容を入力します。
➢

いずれかを変更すると[Edit]ボタンが活
性化し、クリックできるようになりま
す。

Note：入力内容に変更がない場合、必須項目
(*マーク)に入力がない場合は[Edit]ボ

タンは活性化しません。
1/4/2019 Release
5.

[Edit]ボタンをクリックします。
➢

4 の変更内容が反映されます。

➢

Cart 画面が表示されます。

[Standard Order]画面(編集)
キャンセルする場合：
6.

Standard Order 画面(編集)で、[Cancel]ボ
タンをクリックします。
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➢

アイテムが Cart から削除されます。

➢

Cart 画面が表示されます。

3.3.4. カートに入れたアイテムを注文する
Menu bar: MY PAGE > CART

注文は大会期間別に Cart 単位で行います。注文可能な期間であれば複数回注文することも可能です。
Steps
[Cart]画面

1.

Menu bar のリンクをクリックします。
➢

Cart 画面が表示され、カートに入って
いるアイテムの一覧が表示されます。

2.

[Olympic/Paralympic]ボタンで、注文する
アイテムの大会期間を選択します。

1/4/2019 Release
➢
Cart の内容が大会期間ごとに切り替わ
ります。
3.

[Request]ボタンをクリックします。
➢

4.

ダイアログで[OK]をクリックします。
➢
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Confirm ダイアログが表示されます。

Cart の内容が注文されます。

[Cart]Request 後画面

5.

Cart の注文完了画面が表示されます。
注文を受け付けた旨のメールが登録した

➢

メールアドレス宛に届きます。
6.

[Continue Shopping]ボタンをクリックす
ると、[Standard Order]画面が表示されま
す。

3.3.5. 注文を確認する
Menu bar: MY PAGE > REQUEST LIST

1/4/2019 Release

Steps
[Request List]画面

1.

Menu bar のリンクをクリックします。
➢

2.

[Request List]画面が表示されます。

[STANDARD ORDER]タブをクリックしま
す。
➢

STANDARD ORDER の注文内容が表示
されます。

3.

[Olympic/Paralympic]ボタンで、注文した
アイテムの大会期間を選択します。
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➢

注文内容が大会期間ごとに切り替わりま
す。

ページネータ

4.

注文が 20 件を超える場合はページ下部にペ
ージネータが表示されます。ページを切り替
えて注文内容を確認してください。

5.

注文一覧をエクスポートするには[Export
CSV]ボタンをクリックします。
➢

選択している大会期間の STANDARD

1/4/2019 Release
ORDER の注文一覧が、CSV 形式で全件
ダウンロードされます。
6.

注文の詳細(注文に含まれるアイテム)を確認
するには、注文ごとの [Action]ボタンをクリ
ックします。
➢

[Detail Of Request List]画面が表示さ
れます。

[Detail Of Request List]画面

7.

注文内容の詳細を確認します。

8.

[Detail Of Request List]画面から Request
List 画面に戻るには[List]ボタンをクリック
します。
➢
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Request List 画面が表示されます。

Request List 画面の項目
Participating Games: アイテムを利用する大会期間です。
Order Status: 注文の承認状況です。注文内のアイテムの承認状況により表示が変わります。
No ステータス

説明

1

Received

注文内に、注文の承認状況が未確定のアイテムがあります。

2

Rejected

注文内に、1.のアイテムがなく、却下されたアイテムがあります。

3

Approved

注文内に、1.2.のアイテムがなく、Approved されたアイテムがあります。

4

Cancelled

注文内に、1.2.3.のアイテムがなく、キャンセルされたアイテムがあります

Order date: 注文した日
Order number: Order number
Invoice number: Invoice number
Subtotal(JPY):価格・延長料金の合計(外税、デポジット含まない)(単位：日本円)
Tax(JPY): 税額の合計(単位：日本円)
Subtotal deposit(JPY): デポジットの合計(単位：日本円)

1/4/2019 Release

Total(JPY): 全て(Subtotal, Tax, Subtotal deposit)の合計(単位：日本円)

Detail Of Request List 画面の項目
DATE OF ISSUE : 注文した日
ORDER NO: Order number
Order Status: 注文の承認状況です。アイテムの承認状況により表示が変わります。

No ステータス

説明

注文の
変更

注文の
キャン
セル

1

Received

注文された状態ですが、注文の承認状況は未確定です。

可

可

2

Rejected

注文は却下されました。

不可

不可

3

Approved

注文は承認されました。

不可

可

4

Cancelled

キャンセルした注文

不可

不可

Category: Category
Item name: Item name
Quantity: Quantity
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Unit price(JPY) : 1 アイテムあたりの価格(単位：日本円)
Extension charge (JPY) : 1 アイテムあたりの延長料金(単位：日本円)
Amount price (JPY) : アイテム数分の価格・延長料金の合計(単位：日本円)
Amount price Tax (JPY) : アイテム数分の税額の合計(単位：日本円)
Loss and damage deposit (JPY) : 1 アイテムあたりの Loss and damage deposit (単位：日本円)
Usage deposit (JPY) : 1 アイテムあたりの Usage deposit (単位：日本円)
Amount deposit (JPY) : アイテム数分のデポジットの合計 (単位：日本円)
Subtotal (JPY) : 注文の価格・延長料金の合計 (単位：日本円)
Tax (JPY) : 注文の税額の合計 (単位：日本円)
Subtotal deposit (JPY) : 注文のデポジットの合計 (単位：日本円)
Total(JPY): 全て(Subtotal, Tax, Subtotal deposit)の合計(単位：日本円)

1/4/2019 Release
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3.3.6. 注文を変更・キャンセルする
Menu bar: MY PAGE > REQUEST LIST

注文済のアイテムは承認の審査が進行している為、数量を増やすことはできません。また時期によってはキ
ャンセル料が発生します。
Steps
[Request List]画面

1.

Menu bar のリンクをクリックします。
➢

2.

[Request List]画面が表示されます。

[STANDARD ORDER]タブをクリックしま

す。
1/4/2019 Release
➢

STANDARD ORDER の注文内容が表示
されます。

3.

[Olympic/Paralympic]ボタンで、注文した
アイテムの大会期間を選択します。
➢

注文内容が大会期間ごとに切り替わりま
す。

ページネータ

4.

注文が 20 件を超える場合はページ下部にペ
ージネータが表示されます。ページを切り替
えて注文内容を確認してください。

5.

変更・キャンセルする注文の [Action]ボタン
をクリックします。
➢

[Detail Of Request List]画面が表示さ
れ、

➢
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注文内のアイテムが一覧表示されます。

[Detail Of Request List]画面

6.

[Detail Of Request List]画面で、変更・キ
ャンセルするアイテムの[Action]ボタンをク
リックします。
➢

[Standard Order]画面(編集)が表示さ
れます。

編集する場合：
[Standard Order]画面(編集)
7.

[Standard Order]画面(編集)で、注文内容
を変更します。
➢

点線で囲まれた項目が変更可能です。変
更すると[Edit]ボタンが活性化し、クリ

ックできるようになります。
1/4/2019 Release
Note：注文後の[Quantity]は減量のみ可能で
す。増量する場合は新規に注文してく
ださい。
Note：入力内容に変更がない場合、必須項目
に入力がない場合は[Edit]ボタンは活
性化しません。
Note：Reject されたアイテムは編集すること
ができません。
8.

[Edit]ボタンをクリックします。
➢

9.

Confirm ダイアログが表示されます。

ダイアログで[OK]をクリックします。
➢

7.の変更内容が反映されます。

➢

[Detail Of Request List]画面が表示さ
れます。
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キャンセルする場合：
[Standard Order]画面(編集)
10. [Standard Order]画面(編集)で、[Cancel]
ボタンをクリックします。
➢

Confirm ダイアログが表示されます。

11. ダイアログで[OK]をクリックします。
➢

注文がキャンセルされます。

➢

[Detail Of Request List]画面が表示さ
れます。

1/4/2019 Release
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3.4. Non-standard Requests
3.4.1. 注文する
Menu bar: NON-STANDARD REQUEST

Non-standard Request 画面では、次の条件のいずれかを満たすアイテムを注文することができます。(a)
カタログに掲載されていないアイテム。(b)Standard Order で選択できる期間を超えて利用を希望する場
合。(c)Standard Order で選択できる納入場所以外に納入を希望する場合。
本システムで注文した後、注文の詳細と料金の調整をメールにて行います。審査の過程で Rate Card の担
当者から詳細の確認、料金見積のメールが届きますので、担当者と調整をメールにて進めてください。
Steps
Menu bar のリンクをクリックします
1/4/2019 1.Release

[Non-standard Request]画面

➢

[Non-standard Request]画面が開きま
す。

2.
3.

データを入力します。
[Request] ボタンをクリックします
➢
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確認ダイアログが表示されます。

4.

入力した内容に問題がなければ、[OK] ボタ
ンをクリックします。
➢

Request List 画面に遷移します

➢

注文を受け付けた旨のメールが登録した
メールアドレス宛に届きます。

5.

注文の審査の過程で Rate Card 担当者からメ
ールが届きますので、メールにて調整を進め
てください。

入力するデータ
Category: (入力必須) 希望するアイテムのカテゴリーを選択してください。
Venue1: (入力必須) アイテムの納入場所を選択します。先頭の 3 文字以上を入力して表示される候
補から選択してください。例) “Olympic Stadium”を選択する場合は先頭の”oly”を入力すると候補に
表示されます。
Venue2: Vene1 の詳細を選択します。

1/4/2019 Release

Venue3: Vene2 の詳細を選択します。

Venue4: Vene1～3 についてより詳細な指定がある場合は入力します。
Note: 設定されていない場所への納入を希望する場合は、Venue1 のみ近い場所を選択し、Venue4
に詳細を記載してください。
Participating Games: 利用する大会期間を選択します。
Description: リクエストするアイテムの詳細を入力します。

3.4.2. 注文を確認する
Menu bar: MY PAGE > REQUEST LIST

Steps
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[Request List]画面

[Request List]画面を開きます。[Nonstandard Request]画面で Request 後、本
画面が表示されます。Menu bar のリンクを
クリックすることでも、本画面が表示されま
す
[NON STANDARD REQUEST LIST]タブを
クリックします。
Non-standard Request の注文内容が

➢

表示されます。
[Olympic/Paralympic]ボタンで、注文する
アイテムの大会期間を選択します。
[Request List]画面の内容が大会期間ご

➢

とに切り替わります。
注文した内容を確認します
ページネータ

注文が 20 件を超える場合はページ下部にペ
ージネータが表示されます。ページを切り替
えて注文内容を確認してください。
1/4/2019 Release
注文一覧をエクスポートするには[Export
CSV]ボタンをクリックします。
➢

選択している大会期間の Non-Standard
Order の注文一覧が、CSV 形式で全件
ダウンロードされます。

Request List 画面の項目
Participating Games: アイテムを利用する大会期間です。
Order Status: 注文の承認状況です。注文内のアイテムの承認状況により表示が変わります。
注文の
No ステータス

説明

キャン
セル

1

Received

注文された状態ですが、注文の承認状況は未確定です。

可

2

Rejected

注文は却下されました。

不可

3

Approved

注文は承認されました。

可
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4

Cancelled

キャンセルした注文

不可

Order date: 注文した日
Order number: Order number
Proforma invoice number: Proforma invoice number
Invoice number: Invoice number
Category: アイテムの Category

3.4.3. 注文をキャンセルする
Menu bar: MY PAGE > REQUEST LIST

Steps

1/4/2019 Release
[Request List]画面

1.

Menu bar のリンクをクリックします。
➢

2.

[Request List]画面が表示されます。

[NON STANDARD REQUEST LIST]タブを
クリックします。
➢

NON STANDARD REQUEST の注文内
容が表示されます。

3.

[Olympic/Paralympic]ボタンで、注文した
アイテムの大会期間を選択します。
➢

注文内容が大会期間ごとに切り替わりま
す。

4.

キャンセルするアイテムの[Action]ボタンを
クリックします。
➢

[Non-standard Request]画面が表示さ
れます。
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[Non-standard Request]キャンセル画面

5.

[Cancel] ボタンをクリックします。
➢

確認ダイアログが表示されます。

Note：[List]ボタン：[Request List]画面へ戻
ります
6.

確認ダイアログで[OK] ボタンをクリックし
ます。
➢

注文がキャンセルされます。

➢

[Request List]画面が表示されます。

1/4/2019 Release
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3.5. Notice Board
Menu bar: MY PAGE > NOTICE BOARD

Steps
[Notice Board]

1.

Click [NOTICE BOARD] in the menu bar.
➢

The [Notice Board] page will appear.

➢

Two notice lists will be shown:
[NOTICES] and [IMPORTANT
NOTICES].

2.

To find the title, enter a keyword in the
[NOTICE] or [IMPORTANT NOTICE] field,
and click [Find].
➢

Titles which include the keyword you
entered will be listed.

3.

Click [TITLE] to show details.
➢

[Notice Board] details

4.

Details will appear.

Details of the notice will be shown. Click
[Files] to download the files.

5.

Click [Back to the list] to go back to the
Notice Board.
➢

3.6. Account Information
3.6.1. Confirm Account Information
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The Notice Board will appear.

Menu bar: MY PAGE > ACCOUNT INFORMATION

Steps
[Account information]

1.

1. Click [MY PAGE] in the menu bar.
➢

The [ACCOUNT INFORMATION]
page will appear.

➢

39 / 44

Confirm your Account information.

3.6.2. Change Password
Menu bar: MY PAGE > ACCOUNT INFORMATION

To change information other than your password, please contact ratecard@tokyo2020.jp.
Steps
[Account information]

1.

1. Click [MY PAGE] in the menu bar.
➢

The [Account information] page will
appear.

2.

Enter your current password in [Old
password] and enter a new password in
both [New password] and [Confirm
password].
➢

The [Change Password] button will
activate.

3.

Click [Change password]
➢

Your password will then be changed.

➢

[Success!] will pop up at the top of
the page.
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3.7. Appendix: 2-step authentication manual
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