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１．動作環境

➢ ・Ａｎｄｒｏｉｄ 10以降 （スマートフォンに対応）

➢ ・iOS 16.0以降 （iPhoneに対応）

※アプリをご利用いただくには、SMS（ショートメッセージサービス）または音声通話により認証コードを受信で
きる電話番号、メールアドレス及びカメラ機能を使用できる端末が必要です。

※動作環境は弊社での検証結果を元にしたものであり、全ての環境での動作を保証するものではありません。

※対象OSであってもご利用の機種によっては正常に動作しない場合があります。

※16歳未満の方は、アプリの利用登録が行えません。

-アプリのインストール-

2．インストール

➢Androidの場合
①Playストアで「マインリー」を検索します。
②「MINLY（マインリー）」をタップします。
③[インストール]をタップします。
④[同意する]をタップすると、インストールが始まります。
⑤インストール完了後、[開く]をタップして下さい。

➢ iPhoneの場合
①App Storeで「マインリー」を検索します。
②「MINLY（マインリー）」をタップします。
③[入手]をタップします。
④インストール完了後、[開く]をタップして下さい。

※マインリー公式サイトに、アプリインストール用QRコードが掲載されております。

※クーポン利用時に、カメラを利用しますので許可設定をお願いいたします。
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https://minly.chuden.co.jp/


-はじめに-
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中部電力（株）が提供する下記サービスをご利用中のお客さまは、
お持ちのTC IDでご利用いただけます。

図．TC ID利用サービス（2023/4/4時点)

①ログインをタップしてください。 ②お持ちのTC IDでログインしてください。

＜TC IDをお持ちの方のログイン＞ ※8ページへお進みください。
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１．TC ID新規登録手順
（TC IDをお持ちでない方）

＜TC IDを利用するサービス＞
・カテエネ
・きずなネット
・子育て支援アプリ など

※2023年3月以前にMINLYをご利用されていたお客さまは、同じ
TC IDを引き続きご利用いただけますので、８ページへお進みく
ださい。

※上記をご利用されていない、または、上記をご利用中で別ア
カウントでのご利用を希望されるお客さまは、次頁手順のとおり、
TC IDの新規登録をお願いします。

「TC IDをお持ちの方は、８ページへ お進みください。」



-操作方法 -

1. TC ID新規登録

■本サービスのログインに必要となるTC IDの登録
本サービスはTC ID(旧・中電ID)を利用してログインします。
アカウントをお持ちでない方は、「TC IDへの登録」が必要となります。

①アプリログイン画面 ②TC ID新規登録画面

ステップ

１
ステップ

2
ステップ

3TC IDの登録 本人認証 ログイン

新規登録をタップしてください。 ≪TC ID登録画面≫
ⅰ.メールアドレスを入力
ⅱ.パスワードを入力
ⅲ.新規登録をタップしてください。

ⅰ.②で入力したメールBOXを
確認してください。

ⅱ.TC IDからの確認メールを開
いてください。

④ご自身のメールを確認 ⑤本登録のリンクをクリック ⑥TC ID登録完了画面

中部電力からの確認メール
を開いてください

TC IDの確認メールに記載さ
れているURLのリンクをク
リックしてください。

※クリックするとTC IDが利用
可能となります。

この画面が表示されましたら、
TC IDの登録完了です。

マインリーに戻るをタップして
下さい。

③アプリトップ画面が表示されます。
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⑦アプリを起動してください

ログインをタップして下さい。

次は、本人認証を行います。
→7ページへ進む

メール

このページは、TC IDを登録する手順です。
TC IDをお持ちの方は、ステップ３：ログインへお進みください。

【補足説明】
・迷惑メール防止設定をされている方は、@id.chuden.co.jp からのメールが受信できるように登録をお願いします。
・メールが届かない場合は、③確認メール送信完了画面の下にあります、「メール再送信」より再送信を行ってください。

パスワードは、大文字英字、小文字英
字、数字の３種混合、かつ８桁以上です。

Googleアカウント、
Apple IDを利用して

新規登録をする事
も出来ます。



1. TC ID新規登録

■ログイン時の本人認証
①アプリトップ画面 ②ログイン画面

⑥リカバリーコード保存画面
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TC IDの登録 本人認証 ログイン

③電話番号入力画面 ④認証用コードを確認

⑤認証用コード入力画面
（SMSで受信の場合） （音声通話で受信の場合）

ログインをタップしてください。
TC IDを入力し「ログイン」、または
「Googleで続ける」・「Appleで続ける」
のいずれかをタップしてください。

電話番号を入力し、コードの
受け取り方法を選択の上、
「続ける」をタップしてください。

受信した認証用コードを
確認します。

届いた認証用コードを入力し、続けるをタップしてください。 保管確認のチェックをつけ、
続けるをタップしてください。

ステップ

１

ステップ

３
ステップ

２

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXま
た
は

どちらか
選択

TC ID新規登録後 初回ログイン

【補足説明】
・リカバリーコードは、電話番号変更をする際のお手続きで必要となります。
・コピーしてメモ帳に残す、スクリーンショットを撮るなど、大切に保管して下さい。
※リカバリーコードを紛失した場合、電話番号を変更する際、会員情報を引き継げなくなる可能性があります。

チュートリアルが表示されますので
画面に従って操作を進めてください。

この画面では、「プライバシーポ
リシー」「利用約款」「利用規約」
のそれぞれを閲覧すると、
チェックボックス及び「同意して
次へ」ボタンをタップできるよう
になります。

《リカバリーコードはとても
重要です》

※メモ帳機能等で保管して下
さい。

※詳しくは補足説明欄参照

■MINLY初回利用画面

ログイン完了です



2.ログイン

■ログイン時の本人認証
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TC IDの登録 本人認証 ログイン

①アプリトップ画面 ②ログイン画面

SMSまたは音声通話にて受信し
た認証用コードを確認します。

《認証を記憶したい場合》
「このデバイスを30日間記憶する」
にチェックをつける

【補足説明】
・「このデバイスを３０日間保持する」にチェックをつけることで３０日間は本人認証が不要となります。（アプリを定期的お使いいただいていても３０日ごとに本人認証が必要です。）
・チェックを入れなかった場合、ログイン毎に本人認証（SMSを用いた本人認証）を求められます。
・認証用コードを送信する電話番号を変更したい場合は、P27を参照してください。

ステップ

１

ステップ

３
ステップ

２

TC IDを入力し「ログイン」、または
「Googleで続ける」・「Appleで続ける」
のいずれかをタップしてください。

ま
た
は

④認証用コード入力画面
（SMSで受信の場合） （音声通話で受信の場合）

（前回ログイン時「音声通話」を選択した場合に表示）

どちらか
選択

コードの受け取り方法を
選択の上、「続ける」を
タップしてください。

③認証用コードを確認

届いた認証用コードを入力し、続けるをタップしてください。

TC ID新規登録後 2回目以降のログイン
（TC IDをお持ちの方）

チュートリアルが表示されますので
画面に従って操作を進めてください。

この画面では、「プライバシーポ
リシー」「利用約款」「利用規約」
のそれぞれを閲覧すると、
チェックボックス及び「同意して
次へ」ボタンをタップできるよう
になります。

■MINLY初回利用画面

ログイン完了です

ログインをタップしてください。



3.パスワードリセット

＜ログインパスワードを忘れてしまった場合＞ ※パスワード変更についても同一操作です。

①TC IDログイン画面 ②メールアドレス入力画面 ③確認メール送信完了画面

メールが届かない
場合はこちらから
再送信してください。
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ログイン画面にある【パス
ワードをお忘れですか？】を
タップします。

メールアドレスを入力後、続
けるをタップします。

認証メールの送信完了画面です。

メールが届いているか確認してくだ
さい。

ⅰ.②で入力したメールBOXを
確認してください。

ⅱ.TC IDからの確認メールを
開いてください。

新しいパスワードを設定しま
す。

パスワード変更画面です。

中部電力からの確認メール
を開いてください

メール

アプリの画面へ戻ってくださ
い。

④ご自身のメールを確認

⑤パスワード変更メール画面 ⑥パスワード変更画面 ⑦パスワード変更完了画面

このページは、パスワードリセットを行う際の手順です。
パスワードの変更を行う際も、下記作業を実施してください。

⑧ログイン画面

ログインを行ってください。

詳細手順は、次頁を参照して
ください。

パスワードリセット手順

MNPなどでメールアドレスが変わってしまい、パスワードリセットメールの受信が
できない方は、MINLYお客さま相談窓口へお問い合わせください。
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２．アプリについて

・アプリ機能
・ホーム（レコメンド／店舗）
・MYデータ
・使う
・メニュー
・PUSH通知設定
・退会手続き
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1. MINLYアプリ機能について

- MINLYアプリ機能全般-

■アプリ機能一覧

＜ポイント履歴＞

＜サブメニュー:25ページ＞

＜ホーム画面：12ページ＞

＜メニュー:22ページ＞＜MYデータ:15ページ＞ ＜使う:18ページ＞
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1.ホーム画面機能説明

-ホーム-

[レコメンド] タブ [店舗] タブ

■ホーム画面（レコメンド／店舗情報）

フィルタ機能
（条件で抽出）

フィルタ機能
（条件で抽出）

＜主なレコメンド＞
・地域イベント情報
・店舗からの情報
（キャンペーンなど）
・事務局からのお知らせ

種別：イベント、店舗情報、お知らせ

＜店舗情報＞
・MINLY参加店舗
・店舗情報
（店舗紹介、営業時間、所在、
クーポン、地図など）

＜開催日での絞込み＞ ＜種別での絞込み＞ ＜地区での絞込み＞ ＜業種での絞込み＞

＜キーワードでの絞込み＞ ＜キーワードでの絞込み＞

《キーワードの補足》
・イベント名
・店舗名
・レコメンドの内容
・開催場所

（例）サッカー
スイーツ

《キーワードの補足》
・店舗名
・店舗紹介の内容

（例）カフェ
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2.レコメンドついて

-ホーム-

クーポンがある場
合に表示されます

初期は簡易表示

すべて表示をタップするこ
とで全文の閲覧が可能

① ②

③
④
⑤

番
号

説明

① レコメンドの公開開始から1週間、
NEWマークが表示されます。

② クーポンが添付されている場合、クー
ポンマークが表示されます。

③ レコメンドのタイトルが表示されます。

④ レコメンドの開催期間が表示されます。

⑤ レコメンドの開催地区が表示されます。

Googleマップにて
地図が表示されます。
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3.店舗情報

-ホーム-

クーポンがある場合は
画面下部に表示されます

初期は簡易表示

すべて表示をタップするこ
とで全文の閲覧が可能

① ②

③
④

番
号

説明

① 店舗情報の公開開始から1週間、
NEWマークが表示されます。

② クーポンの添付がされている場合に
クーポンマークが表示されます。

③ 店舗名が表示されます。

④ 店舗の地区が表示されます。

Googleマップにて
地図が表示されます。

中略
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1. MYデータ機能について

- MYデータ -

■MYデータ（預託情報／提供先一覧）

[預託情報] タブ [提供先一覧] タブ

タブ 説明

預託情報 ご利用者さまのパーソナルデータを登録・確認・修正・削除
をすることができます。
情報を登録（預託）することで毎月ポイントが付与されます。
氏名や生年月日については、お問い合わせ時の本人確認の際
に照会する場合がございます。

提供先一覧 預託データを事業者（第三者）へ提供することができます。
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2.預託情報

- MYデータ -

①ご利用者さまの情報を入力してください。

入力に応じた獲得ポイ
ント数が表示されます。

②保存するをタップ
してください。

初めて保存した際の画面

2回目以降の保存完了画面

＜ポイント獲得条件確認方法＞
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3.提供先一覧について

- MYデータ -

① ②

③

④

⑤ ⑥

番号 説明

① 第三者提供先となる事業者名称が表示されます。

② 提供する／提供しない の設定状態が表示されます。

③ データ提供される項目が記載されます。

④ データを活用する内容が記載されます。（内容は事業者毎に異なります。）

⑤ データ提供に同意する場合は、同意するにチェックをつけます。

⑥ 第三者提供先（事業者）へデータ提供された日時が表示されます。

《第三者提供について》
・提供データ項目とデータ利用目的をご確認いただき、
データ提供を希望される場合は、同意するに☑のうえ保存してください。
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1.使う機能について

- 使う（クーポン）-

フィルタ機能
（条件で抽出）

（例）「食事」でフィルタ

■使う機能

■クーポンについて

クーポンは、「MINLY特典引換券」「店舗クーポン」があります。

MINLY特典引換券 ： 貯めたポイントを利用
店舗クーポン ： MINLY加盟店が発行したクーポン

※クーポンのご利用条件等については、クーポン詳細よりご確認ください。
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2. MINLY特典引換券のご利用方法

- 使う（クーポン）-

【MINLY特典引換券について】
・貯めたMINLYポイントを1ポイント＝1円相当でご利用いただけます。
・MINLY特典引換券は、利用可能店舗にてご利用いただけます。
（MINLY特典引換券が使えるお店は こちら ）
（アプリからは、[サブメニュー]－「特典引換券が使えるお店」）

・MINLY特典引換券は、100円／300円／500円の3種類あります。
・一度の操作でご利用いただけるクーポンは1枚です。

①使うよりクーポンを選択 ②利用するをタップ ③ポイント確認画面

④店舗QRコード読み取り ⑤店舗従業員へ画面提示

《補足》
・特典引換券を利用する
際には、店舗従業員へ
お申し出ください。

・店舗従業員より提示さ
れたQRコードの読み取
りをお願いします。

・特典引換券の利用可能
店舗以外では、QRコード

の読み取り時にエラー
表示されます。

https://minly.chuden.co.jp/pdf/hikikaeken_tsukaeru_omise.pdf
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3.店舗発行クーポンの利用方法

- 使う（クーポン）-

【店舗発行クーポンについて】
・クーポン発行店舗でのみご利用いただけます。
・クーポンの内容およびご利用条件は、アプリ内のクーポン詳細より
ご確認ください。

・クーポンご利用の際には、カメラにてQRコードの読み取りが必要です。

③店舗QRコード読み取り

《補足》
・クーポンを利用する際に
は、店舗従業員へお申し
出ください。

・店舗従業員より提示され
たQRコードの読み取りを
お願いします。

①使うよりクーポンを選択 ②利用するをタップ

④店舗従業員へ画面提示
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4.クーポン利用履歴の確認方法

- 使う（クーポン）-

①メニューをタップ ②PUSH通知設定 をタップ

③クーポン利用履歴が表示されます。

利用日時

クーポン名

発行店舗名

《補足》
MINLY特典引換券のご利用店舗は表示
されませんので予めご了承ください。

■利用履歴（クーポン）



22

1. メニュー機能について

- メニュー -

■メニュー機能

①会員番号

②ポイント数

③お知らせ一覧

④利用履歴

⑤ポイント履歴

⑥PUSH通知設定

⑦ログアウト

⑧退会する

⑨新着マーク

番号 説明

① お客さまの会員番号表示されます。

② 保有ポイント数が表示されます。

③ システムメンテナンスおよび規約改定など重要なお知らせをご確認いただけます。

④ クーポンの利用履歴を確認いただけます。

⑤ ポイント獲得履歴およびポイント利用履歴を確認いただけます。（12か月分）

⑥ PUSH通知の受信する／受信しないを設定できます。（初期値：受信する）

⑦ ログアウトを行います。

⑧ MINLY会員を退会手続きを行います。

⑨ 新着のお知らせがある場合に、！マークが表示されます。
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2.プッシュ通知設定

- メニュー -

【プッシュ通知について】
・初期設定は、プッシュ通知を受け取る（有効）です。
・プッシュ通知の受け取りを停止したい場合は、下記の操作を実施してください。

①メニューをタップ ②PUSH通知設定 をタップ

③チェックを外す/つける ④設定完了

有効時の画面
です。
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3.ユーザー退会

- メニュー -

①メニューを開く ②退会する をタップ

③（確認）退会するをタップ ④退会完了

【退会について】
・MINLY(マインリー)からする場合は、下記の操作を実施してください。

※退会処理を行うことで登録情報が削除され、アプリ利用ができなくなります。
※退会後は、退会前の情報を復元することができませんのでご注意ください。

下へスクロール



25

1.サブメニュー機能について

- サブメニュー -

番号 説明

① ポイント獲得条件（PDF）をご確認いただけます。

② 特典引換券が使えるお店（PDF）をご確認いただけます。

③ FAQ（よくあるご質問）をご確認いただけます。

④ お問い合わせ（問い合わせフォーム）

⑤ MINLY公式サイトをご確認いただけます。

⑥ 新規会員登録時のアプリ説明画面をご確認いただけます。

⑦ オープンソフトウェアライセンス標記

⑧ 利用規約をご確認いただけます。

⑨ プライバシーポリシーをご確認いただけます。

⑩ 利用約款ご確認いただけます。

⑪ インストールされているアプリバージョンをご確認いただけます。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

■サブメニュー機能
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３．その他

・ログインメールアドレス変更手順
・ＦＡＱ（よくあるお問い合わせ）
・問い合わせ先



※変更前の電話番号でSMS（ショートメッセージサービス）が受信できず、リカバリーコード(P7)もお持ちで
ない場合は、本サービスのお問い合わせフォームまたはお問い合わせ先(P28)へ直接ご連絡ください。

①ブラウザより
TC IDポータルを開いてください。

https://id.chuden.co.jp/

③「認証用コード送信先」
の右側の「変更」をタップ
してください。

②ログインボタンをタップし、
「メールアドレス」と「パス
ワード」を入力してください。

⑤「リカバリーコード」を入力し
てください。
(この後、別のリカバリーコードが発
行されるため、便宜上aとします。)

⑥新しい「リカバリーコード」が
発行されるので、メモ帳等に保
存してください。
(このコードをbとします。)

④変更前の電話番号でSMS受信
または音声通話が…

A できる場合⇒「６桁のコード」を入力して⑦へ。
Ｂ できないがリカバリーコードをお持ちの場合

⇒「別の方法を試す」をタップして⑤へ。

電話番号②

⑦「新しい連絡先」に新しい
電話番号を入力し、「変更」
をタップしてください。

⑧新しい電話番号あてに
「認証用コード」が送付され
ますので入力し、「変更」を
タップしてください。

電話番号が変更できました。

電話番号①

メールアドレス

リカバリーコードa
リカバリーコードb

■認証用コード送信先電話番号の変更方法

-その他 -

電話番号①

Ａ

Ｂ
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Ａ
の
場
合

Ｂの場合

https://id.chuden.co.jp/


-お問い合わせ -

• お客さまからよく寄せられるご質問と回答内容の一覧をご用意しています。
問い合わせ頂く前に一度FAQをご覧頂きますようお願いいたします。

FAQはこちら

≪ご留意事項≫

FAQの内容にお客様のお問い合わせ内容が含まれていない場合には、お手数で
すが「お問い合わせフォーム」もしくは下記の相談窓口までお問合せください。

1.よくあるご質問

お電話によるお問い合わせをいただく場合

• ＴＥＬ：０５７０－０１５－３３０ （通話料有料）

※受付時間 ９：００～ １７：００ （土日祝、年末年始を除く）

• フォームからのお問い合わせはこちらをご利用ください。

≪ご留意事項≫

土日祝日、年末年始は窓口の定休日となりますので、お返事は翌営業日以降となります。
また、内容によってはお時間を要する場合もございます。
なお、お問い合わせの内容によっては、回答いたしかねる場合がございますので予めご了承く
ださい。

2.お問い合わせ先
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https://minly.chuden.co.jp/faq_contact.html
https://s.cnz.jp/sv/fhup/TMmvAWTR
https://s.cnz.jp/sv/fhup/TMmvAWTR
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