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1 動作環境 

ご利用いただく前に、推奨環境をご
確認ください。  

OS 
Microsoft® Windows® 7、 8.1、10 
※Mac OS® には対応しておりません。 

WEBブラウザ Microsoft® Windows® Internet Explorer 11、Firefox®、Google ChromeTM 

Cookie 有効（標準設定） 

JavaScript 有効（標準設定） 

スタイル 
スタイルシート 

有効（標準設定） 

アドオン 
Adobe® Reader®  

※Adobe® Reader® のダウンロードは、こちらをクリックしてください。 
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2 ログイン 

http://www.biz-
houmu.com/ 
にアクセスします。 

 
ご契約サイト欄に表示されている当
サービスのアイコンをクリックしてく
ださい。 

 
 
 
 
（弊社の関連サービスをご契約いた
だいている場合は、各サービスのア
イコンが表示されます。） 
 
 

 
【ログイン】画面です。 
①お客様のユーザID（メールアドレ
ス）を入力してください。 
②パスワードを入力してください。 

③「ログイン」ボタンをクリックしてく
ださい。  
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ログインしました。 
ログイン後の【トップ】画面です。 
 
 
 

ログアウト時は、左サイドに表示さ
れたお名前の左部の 
 
                            ボタンをクリックして、 
 
ログアウトしてください。 
 
 

弊社の関連サービスを複数ご契約
いただいている場合、1つのサービ

スでログアウトをしますと、同時に
WEBブラウザで開いている他のサー
ビスもログアウト状態になります。 
 
 
 
 
 

【ログアウト】画面で「ログアウトしま
した。」が表示されたらWEBブラウザ
を閉じてください。  
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3 パスワードの変更 

ログイン時のパスワードを変更した
い場合は、以下の手順にしたがって、
パスワードの変更設定をお願いしま
す。 
 

http://www.biz-houmu.com/ 
にアクセスします。 
 

この【ログイン】画面より、「▶パス
ワードを変更する」をクリックしてくだ
さい。 
 
 
【パスワードの変更】画面です。 
①お客様のユーザID（メールアドレ
ス）を入力してください。 

②「現在のパスワード」を入力してく
ださい。 

③「新規のパスワード」を入力してく
ださい。 
 ※任意の英数字（半角）で4桁以上   
32桁以下で入力してください。 
 ※!" # $ % & ' ( ) = ~ | -^ ¥@ [ ; : ], . 
/ ` { + * } > ? _以外の記号は使用で
きません。 
 

④確認のため新規のパスワードを
再入力してください。 

⑤「パスワードの変更」ボタンをク
リックしてください。  
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4 ログインID・パスワードを忘れ
たとき 
 ログインIDを変更するとき  
 

  

【ログイン】画面より、「ID/パスワード
の再発行」をクリックしてください。 
 
 

第一法規株式会社ホームページお
客様サポートの【WEBサービスお問
合せ総合受付】にジャンプします。 
 
 
ログインID・パスワードの再発行や
ログインIDの変更などの各種お問合

せにつきましては、お問合せフォー
ムにて、ご契約のサービス名『World 
Eco Scope』にチェックの上、お問合 
せください。 
 
 
【WEBサービスお問合せ総合受付】

https://www.daiichihoki.c
o.jp/dh_idchange/form/w
ebidhenko.html  
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5 解説記事 （月1回更新） 

日本企業を意識した海外環境規制
の解説記事を収録しています。 
 
 

規制の趣旨や社会背景等を踏まえ
つつ、日本企業の視点から、第一人
者が実務対応のポイントをわかりや
すく解説しています。 
 
 
 

解説記事は、掲載日降順で掲載し
ています。また、ジャンルや地域、
キーワードで絞り込んで一覧表示を
することができます。 

掲載日で絞りたい場合は、詳細検
索から絞り込むことができます。 
 

連載記事については、連載ごとに一
覧にして見ることができます。 
 

各解説記事は、解説一覧、または連
載一覧の記事タイトルをクリックする
と表示されます。 

こちらでは、ふせん・メモ、印刷の機
能が使えます。 
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6 ニュース＆トピックス （月2回
更新） 
 

欧州、アジア、北米などの環境規制
の最新動向、改正情報など、日本企
業として知っておきたい情報を提供
しています。 
 
 
 

ニュース＆トピックスは、掲載日降
順で掲載しています。ジャンルや地
域、キーワードで絞り込んで一覧表
示をすることができます。 

掲載日で絞りたい場合は、詳細検
索から絞り込むことができます。 
 

ニュース＆トピックス一覧の各記事
タイトルをクリックするとニュースやト
ピックスの記事が表示されます。 

こちらでは、ふせん・メモ、印刷の機
能が使えます。 
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7 海外環境法令相談室 

海外環境規制に関する質問と回答を収
録しています。 
 
 

海外環境法令相談室は、掲載日降順で
掲載しています。 

また、ジャンルや地域、キーワードで絞
り込んで一覧表示をすることができます。
掲載日で絞りたい場合は、詳細検索か
ら絞り込むことができます。 
 
 

海外環境法令相談室一覧の各質問タイ
トルをクリックすると質問と回答が表示さ
れます。 

こちらでは、ふせん・メモ、印刷の機能
が使えます。 
 

また、回答内容の最下部に表示されて
いる「このQAを見た人は以下のQA・解
説も参照しています」では、こちらのQA

を見た方が他にどのような記事を参照し
ているかを見ることができます。 
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7 海外環境法令相談室 

 

また、収録事例以外の質問については、専用の「お問
い合わせフォーム」に質問内容を入力して送信いただ
くことで、専門家による個別の回答を受け付けいたし
ます。 
 

その際には、弊社のプライバシーポリシーおよび利用
規約をご確認の上、同意していただく必要がございま
す。ご同意いただけない場合は、お問い合わせがで
きません。 
 

お問い合わせフォームの項目を入力し、「「ご利用に
あたって」に同意し、申し込む」をクリックしていただく
と、お問い合わせ完了です。ご入力いただいたメール
アドレス宛てに、お問い合わせ内容確認メールが自
動送信されますので、回答までお待ちいただくようお
願いいたします。 
 

「免責事項」は以下をご確認ください。なお、ご質問の
内容により、調査体制が異なるため、回答期限を設け
ることができませんのであらかじめご了承ください。ま
た、ご質問の内容によっては調査、回答のご対応をい
たしかねる場合もございます。  
 
＜回答いたしかねるご質問＞  

・法令により弁護士等の一定の資格を有する者でなければ取り扱
いが禁止されている事項に関するご相談 
・個別具体的な事件・事例・案件に関するご相談 

・調査や洗い出し等の個別コンサルティングが必要な事項や一部
扱いのない国・地域についてのご相談 
・その他、当相談室にて回答の作成が困難と判断されるご相談 
 

また、本サービスを利用されることにより、直接的または間接的に
利用者および第三者に発生する可能性がある損害に関しましては、
免責とさせていただきます。   
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7 海外環境法令相談室 

 

お問い合わせ完了後、質問受付
完了メールが届きます。 

マイページご利用履歴画面には、
「ご質問を受け付けました」と表示
されます。 
 
 

回答が届きましたら、回答のお届
けお知らせメールが届きますので、
記載されたURLをクリックし、ログイ

ンの上、マイページご利用履歴画
面の「回答が届いています」をク
リックして、ご確認ください。 
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8  製品環境規制入門 

解説・ニュースなど主要コンテンツを
読む前の「導入」として、世界の製品
環境規制についての基本を押さえる
ことができます。 
 
初めて製品環境規制に関わる業務
に就いたご担当者に向けて、主要地
域の製品環境規制を解説します（随
時更新）。 
 

各記事については、目次からタイト
ルをクリックし、参照することができ
ます。 
また、カテゴリ内検索にキーワードを
入力することで、本文中から入力し
たキーワードがヒットする記事を検
索することができます。 
 
こちらでは、ふせん・メモ、印刷の機
能が使えます。 
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9  用語集（不定期更新） 

海外環境規制に関する専門用語や
難解な用語を、50音別・ジャンル別

別に分類し、わかりやすく解説して
います。 
 
 

また、記事最下部では、各用語を含
むWESコンテンツ（解説記事、ニュー

ス＆トピックス、相談室）を紹介して
います。 
 
 

こちらでは、ふせん・メモ、印刷の機
能が使えます。 
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10 海外環境法令データバンク 

各国の環境法令の原文を、原語や
英語で参照することができる公的な
ウェブサイトと、国内の公的機関が
公表する日本語仮訳のウェブサイト
をご紹介しています（一部）。 
 
 
日本語訳には、World Eco Scopeの
「WESオリジナル日本語訳」も含まれ
ます。 
 

また、主要法令については、概要が
ついており、当該法令の目的・対象
者・対応期限等、最低限押さえてお
くべきポイントについて把握すること
ができます。 
 
 

海外環境法令データバンクは、「エ
リア別」、「ジャンル別」に一覧表示
することができます。  
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11 マイページ 

【ふせん・メモ】 

自分が気になった記事にふせんを
つけて、後でさかのぼって見ること
ができます。 

また、ふせんを貼る際にメモを入力
することができ、マイページのふせ
ん・メモ一覧から参照することができ
ます。 
 
保存件数上限：なし 
メモの文字数上限：500文字 
 保存期間なし 
 
  
 
【フリーワード検索履歴】 

フリーワード検索ボックスで検索した
条件が履歴として記録されます。 
 
保存件数上限：最新30件 
保存期間なし 
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11 マイページ 

 
【海外環境法令相談室ご利用履歴】 

自分が依頼した相談の回答状況・
回答結果が履歴として蓄積されます。 
 
 
【保存した検索条件】 

検索結果一覧で「検索条件を保存」
ボタンを押したものが蓄積されます。 
 
保存件数上限：最大10件 
保存期間なし 
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12 関連リンク集 

 
 
 

実務の参考となる関連資料や関連
情報を掲載する外部サイトのリンク
集です。  
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13 検索 

【サジェスト機能】 

単語を入力した後に、文字列に関連
の深い語句を予測して表示する機
能です。 
 
 
【レコメンド機能】 
海外環境法令相談室の「このQAを
見た人は以下のQA・解説も参照して

います」やトップ画面の「きのうのア
クセスランキング」で他社が何の記
事に注目しているかがわかり、自社
業務のフォローアップにつなげること
ができます。 
  
 
【いろいろな切り口で探す】 
人気のコンテンツトップ10やジャンル

で探す、エリアで探す、キーワードで
探す等さまざまな角度から記事を検
索することができます。 
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14 メールマガジン（月2回更新） 
 

 
 
 

ご登録いただいたメールアドレスに、
新着コンテンツや記事掲載予告など
をお知らせするメールマガジンを配
信いたします。 
 
 
 

左サイドメニューの「過去のメルマ
ガ」より、バックナンバーをご覧いた
だけます。 
※2016年12月14日以前のメールマ

ガジンについては、蓄積されており
ません。  
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