
全てのクライアントの皆さまの再登録が必要です

登録したメールアドレスに確認コード（数字
６桁）付きのメールが届きますので、記載さ
れている確認コード（数字６桁）を入力して、
送信するのボタンを押してください。

クライアントポータルのご案内

？メールが届かない方..?
中面をお読みください。

P C
ログイン方法

登録完了です。
クライアントポータルTOPへのボタンから
ポータルサイトにお入りください。

CP0000000

送られてきたPASS

８文字以上を含む

数字を含む

アルファベット大文字を含む
アルファベット小文字を含む

新しい任意の半角英数字パスワードを２箇
所に入力し、次へのボタンを押してください。
初期パスワードと同じパスワードを入力する
事はできません。アルファベットは大文字と
小文字、数字の全てを含む必要があります。
パスワードは後日変更もできます。

あなたのメールアドレス

あなたのメールアドレス

同封しているログイン情報のお知らせに記載
されているCPから始まるログインIDとパス
ワードを入力して、ログインのボタンを押して
ください。

●●●●●●

メールアドレスをご設定の上、確認コードを
送信するのボタンを押してください。

ログイン情報の
お知らせ

ログインID
CPから始まる

パスワード

はじめに
登録情報のお名前に
間違いがないか
確認してください。

スマホ
タブレット
ログイン方法

スマホの方は
次のページを
ご覧ください

？メールアドレスが
正しく入力されていない方？ 
中面をお読みください。

財コン クライアントポータルの
確認コードは次の通りです： ●●●●●● 

あなたのメールアドレスの
受信箱にメールが届きます。

クライアントポータル
確認コード

1

5

1

4

2 3

6 7

迷惑メールフォルダ、

振り
分けされている場合がありま

す

メー
ルが自

動的に迷惑メールフォルダに

ゴミ箱フォルダに当社からのメールが振り分けられていないかご確認ください。

※ご家族で同じメールアドレスを登録できません。
小さなお子様の場合でもビジター各個人にメール
アドレスの登録が必要です。

入力したメールアドレスにメールが送信されます。
24時間以内にメールをご確認頂き、ログインす
る必要があります。

クライアントポータルの推奨動作環境
Windows10以上//ブラウザはEdge 最新版、 Mozilla 
Firefox 最新版、 Google Chrome 最新版。  
Internet Explorer ではご利用できません。
最新版のEdgeまたはMozilla Firefox、Google Chrome 
等の推奨ブラウザをご利用ください。

MacX 10.12 Sierra(シエラ)以上//ブラウザはSafari最新版、 
Mozilla Firefox最新版、 Google Chrome 最新版。

 必ず最新の推奨ブラウザ をご利用ください。

お手元に「クライアントポータルサイトのログイン情報のお知らせ」をご用意ください。

直接   h�ps://fp.zaicon.jp   をご入力ください。

新しいパスワード

新しいパスワード（確認用）

推奨のブラウザでも
“このメールアドレスは使用できません”
と表示される方は、一度ログアウトし、
再度ログインし直してください。

パスワードを表示する

パスワードを表示する

送られてきたCPから始まるIDを入力

送られてきたパスワードを入力



AA ssl.cp.zaicon AA

●●●●●●

登録したメールアドレスに確認コード（数字６桁）付きのメールが届きますので、記載されて
いる確認コード（数字６桁）を入力して、送信するのボタンを押してください。登録完了です。
クライアントポータルTOPへのボタンからポータルサイトにお入りください。

※携帯電話・スマートフォンのメールアドレスをご利用のお客様は、必ず「@zaicon.jp」の
　ドメインを受信できるように指定をお願いいたします。
※迷惑メール判定は、携帯電話会社のシステムとなりますので、詳細は、ご利用いただい
　ている携帯電話会社へお問い合わせください。

【解決方法】

迷惑メールと判定され、届かない場合がございます。
メールが自動的に迷惑メールフォルダーに振り分けされている場合があります。

お手数ですが「@zaicon.jp」ドメインのメールが受信出来るように受信設定
をお願いいたします。また、「au」および「softbank」の端末をご利用で「なり
すましメール拒否設定」を設定されている方は、なりすましメール拒否設定
の「有効リスト」「救済リスト」に「@zaicon.jp」のドメインを受信できるように
指定をお願いいたします。

ドメイン設定ス

マホ
のメ
ール
アドレスご利用の方

メ

ール
が届
かな
いdoc

omo,au,softbank等

の

「@zaicon.jp」ドメイ
ンのメール

が受信出来るように
受信設定

をお願いいたします。

入力したメールアドレスにメールが送信されます。
24時間以内にメールをご確認頂き、ログインする
必要があります。

AA ssl.cp.zaicon AA ssl.cp.zaicon

８文字以上を含む

数字を含む

アルファベット大文字を含む
アルファベット小文字を含む

AA ssl.cp.zaicon AA ssl.cp.zaicon

CP0000000

ログイン情報の
お知らせ

同封しているログイン情報のお知らせに記載されているCPから始まる
ログインIDとパスワードを入力して、ログインのボタンを押してください。
ログインボタンが表示しない方は“上へ スワイプ”（マルチタスク機能）
してログイン画面を表示してください。

ログインID
CPから始まる

パスワード

新しい任意の半角英数字パスワードを２箇所に入力し、次へのボタンを押
してください。初期パスワードと同じパスワードを入力する事はできません。
アルファベットは大文字と小文字、数字の全てを含む必要があります。
パスワードは後日変更もできます。

スマホ
タブレット
ログイン方法

h�ps://fp.zaicon.jp

クライアントポータルのご案内
お手元に「クライアントポータルサイトのログイン情報のお知らせ」をご用意ください。
左記のQRコードからクライアントポータルへアクセスしてください。

左記のQRコードが上手く読みとれない場合 直接   https://fp.zaicon.jp   をご入力ください。

携帯未対応

財コン クライアントポータルの
確認コードは次の通りです： ●●●●●● 

あなたのメールアドレスの
受信箱にメールが届きます。

クライアントポータル
確認コード

1

54

21

 必ず最新の推奨ブラウザ  をご利用ください。

新しいパスワード

新しいパスワード（確認用）
上へ スワイプします

ログイン設定中に、不具合やタイムアウトが生じた場合、スマートフォン、タブレットを再起動してやり直してください。

パスワードを表示する

送られてきたCPから始まるIDを入力

送られてきたパスワードを入力

下の画面へスクロール

送られてきたパスワード

あなたのメールアドレス



AA ssl.cp.zaicon

AA ssl.cp.zaiconA ssl.cp.zaicon

登録したメールアドレスに確認コード（数字６桁）付きのメールが届きますので、記載されて
いる確認コード（数字６桁）を入力して、送信するのボタンを押してください。登録完了です。
クライアントポータルTOPへのボタンからポータルサイトにお入りください。

あなたのメールアドレス

メールアドレスをご設定の上、確認コードを
送信するのボタンを押してください。

ssl.cp.zaicon

８文字以上を含む
アルファベット大文字を含む
アルファベット小文字を含む

新しい任意の半角英数字パスワードを２箇所に入力し、次へのボタンを押
してください。初期パスワードと同じパスワードを入力する事はできません。
アルファベットは大文字と小文字、数字の全てを含む必要があります。
パスワードは後日変更もできます。

『クライアントセミナー
 に参加したい』
セミナー一覧から
簡単に申込できます。

はじめに
登録情報のお名前に
間違いがないか
確認してください。

メールでの相談、
個別面談の申込、
住所変更、改姓など
各種手続き依頼が
簡単にできます。

全てのクライアントの皆さまの再登録が必要です。
お手元に「クライアントポータルサイトのログイン情報のお知らせ」をご用意ください。
左記のQRコードからクライアントポータルへアクセスしてください。

左記のQRコードが上手く読みとれない場合 直接   https://fp.zaicon.jp   をご入力ください。

メールアドレスが正しく入力されていない方 

【解決方法】

■メールアドレスに全角が混ざっていませんか？→メールアドレスは必ず全て半角文字で入力してください。
■ピリオド（ . ）がカンマ（ , ）になっていませんか？→メールアドレスにカンマ（ , ）は利用できません。
■メールアドレスに入力漏れが（ne.jpのneがないなど）ありませんか？→もう一度メールアドレスをご確認ください。
■「.＠」の様に、「＠」の前に「.(ドット)」「..(ドットドット)」が付いていませんか？例：abc.＠sample.com又はa..b..c＠sample.com　　　　　　
　→この形式メールアドレスは携帯同士でしかやりとりできないため、利用できません。

※ご家族で同じメールアドレスを登録できません。
小さなお子様の場合でもビジター各個人にメール
アドレスの登録が必要です。

6

3

上記内容をご確認頂き、受信できるメールアドレスで正しく入力をお願いします。

新しいパスワード

新しいパスワード（確認用）

ログイン設定中に、不具合やタイムアウトが生じた場合、スマートフォン、タブレットを再起動してやり直してください。

パスワードを表示する



大阪本社
東京支店
福岡支店

〒530-0012  大阪市北区芝田1-1-4  阪急ターミナルビル 8F 
〒104-0031  東京都中央区京橋 3-10-1  NEWS 京橋ビル 5F
〒810-0001  福岡市中央区天神2-8-38  協和ビル 2F

TEL 06-6373-1623  FAX 06-6373-1613
TEL 03-6228-6600  FAX 03-6228-6601
TEL 092-402-4143  FAX 092-402-4144

株式会社 財コンサルティング

3

登録したメールアドレスに確認コード（数字６桁）付きのメールが届
きますので、記載されている確認コード（数字６桁）を入力して、任意
の新しいパスワードを入力してください。確認用も入力が終われば、
この内容で設定するのボタンを押してください。後日変更できます。

AA ssl.cp.zaicon

CP0000000

あなたのメールアドレス

ログインIDとメールアドレスを入力して、
送信するのボタンを押してください。

ログイン再設定完了です。
ログイン画面へ戻るのボタンから
ポータルサイトにお入りください。

AA ssl.cp.zaicon

ログイン画面へ戻り、新しいパスワードで
ログインしてください。

AA ssl.cp.zaicon AA ssl.cp.zaicon

よくある質問で一番多いご相談は？

Q、ログインパスワードをお忘れになった方は…
A、ログイン画面の下記にあるパスワードをお忘れですか？をクリック。
　 CPから始まるログインIDとご登録済みのメールアドレスを入力し、指示に沿って操作してください。
　 CPから始まるログインIDをお忘れの方は、財コンサルティングまでお電話でお問い合わせください。

AA ssl.cp.zaicon

同封しているログイン情報のお知らせに記載されているCPから始まる
ログインIDとパスワードを入力して、ログインのボタンを押してください。
ログインボタンが表示しない方は“上へ スワイプ”（マルチタスク機能）
してログイン画面を表示してください。　　　

●●●●●●

記載されている確認コードを以下に入力のうえ、
新しいパスワードを設定してください。

トップページから

８文字以上を含む

数字を含む

アルファベット大文字を含む
アルファベット小文字を含む

財コン クライアントポータルの
確認コードは次の通りです： ●●●●●● 

あなたのメールアドレスの
受信箱にメールが届きます。

クライアントポータル
確認コード

1

Zf20211201-1

入力したメールアドレスにメールが送信さ
れます。24時間以内にメールをご確認頂き、
ログインする必要があります。

4 5

1 2

新しいパスワード（確認用）

新しいパスワード

CPから始まるログインIDとご登録済の
メールアドレス入力してください。

任意の新しいパスワードを入力してください。
下段にも再度確認用として同じパスワードを
入力してください。

パスワードを表示する

上へ スワイプします

あなたの
メールアドレス


