
取扱注意

ご利用にあたって

・初回にログインされますと、PWの変更依頼がありますので、設定しご利用ください

初期登録から1年経過後のﾛｸﾞｲﾝ時に再度PW変更案内の表示がでます

・１IDにおいて、ｶﾀﾛｸﾞ別に表示されている回数迄のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞしかできませんので注意願います

・利用者情報の変更等ありましたら支社担当者まで連絡願います

・ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞされたﾃﾞｰﾀはzip形式の為、展開（解凍）が必要になります。

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞの注意事項はﾍﾟｰｼﾞ後半の「TM-Pearch　DLの注意事項」を確認下さい

改訂内容

改訂日 改訂内容

・TM-Perach　ダウンロードの注意事項を下段に追加

・「ご利用にあたって」にPWの変更の連絡追加

・挿絵を一部追加＆最新版に変更

2023.1.25 ・TOP画面にﾏﾆｭｱﾙを追加

・DL時の説明を追加

2023.2.3K7 ・PWの有効期限切れｲﾒｰｼﾞ

・ダウンロードの注意事項にエラー対応追加

初版

改訂

品技情報部　品質情報室

利用者ログインマニュアル

2022年11月25日

2023年2月3日

2022.12.5



① ①

TM-Pearchﾛｸﾞｲﾝ画面

下記2つのログイン方法

・右上「ﾍｯﾀｰﾒﾆｭｰ」より

電子ｶﾀﾛｸﾞを押下

・LINKSより

緑色の電子ｶﾀﾛｸﾞを押下

※ﾏﾆｭｱﾙを下段に追加

リンク先：TM-Pearch

https://www.toyotamp.com

② ②

電子ｶﾀﾛｸﾞﾛｸﾞｲﾝ画面

A

・最初にﾛｸﾞｲﾝする場合は

指定されたID＆PWが必要

B

・「□ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ確認事項

に同意する」

の□を押下しレ点

「ﾛｸﾞｲﾝ」を押下

③ ③

パスワードの変更画面

・新しいﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを入力（2回）

※ﾛｸﾞｲﾝPWを変更（同一不可）

・「ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを変更」を押下

登録から1年経過後

※PWの有効期限が切れた場合も

同じ画面が出ます

有効期限切れメッセージ付

A

B

1

2

https://www.toyotamp.com/


④ ④

パスワードの変更完了画面

・画面が変更になるので

再度「ﾛｸﾞｲﾝ」を押下

⑤ ⑤

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ画面

・ﾛｸﾞｲﾝが完了すると該当の

電子ｶﾀﾛｸﾞが表示

「ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ」を押下

・最終更新日の下にﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

回数が表示

・右上にﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ注意事項

■詳細は下段に表示■

⑥ ⑥

PW変更後

電子ｶﾀﾛｸﾞﾛｸﾞｲﾝ画面

・ﾛｸﾞｲﾝする場合は

変更したPWが必要

・「□ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ確認事項

に同意する」

の□を押下しレ点

「ﾛｸﾞｲﾝ」を押下

・PWの変更無



⑦ ⑦

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ画面

⑤と同じ

他 他

「□ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ確認事項

に同意する」

の□を押下しレ点

□にレ点が無いと

ｺｰｼｮﾝが出ます

他 他

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞについては

指定回数に到達すると表示無

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ回数：0回

表示が消えます



【はじめに】

ダウンロードにあたって

【お願い事項】

ダウンロードしたデータは、ダウンロードしたPCでお使いください

【禁止事項】

ダウンロードしたデータは、他の媒体（CD/USB）へコピー転載は固く禁止します

該当ﾌｧｲﾙの破損、ｳｲﾙｽの感染防止の観点からも注意が必要です

①

リンク先：TM-Pearch

https://www.toyotamp.com

ﾛｸﾞｲﾝが完了すると該当の

電子ｶﾀﾛｸﾞが表示されるので

「ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ」を押下

~ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが始まります～

②

ダウンロードが始まると

右上に表示がでます

をclickすると表示可能

表示されない場合は

右上の「・・・」

をclickしﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

を表示

TM-Perach　ダウンロードの注意事項

https://www.toyotamp.com/


③

ダウンロードが終了すると

左記画面に変更

ﾌｧｲﾙを開くをclick

自動解凍が始まります

④へ　しない場合⑥へ

下記のような表示が出る場合

は「開く」を押下

PCの設定により違う

④

自動解凍が始まると

解凍表示画面が出る

自動解凍の場合はﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ

にﾌｫﾙﾀﾞが存在

解凍終了後は解凍後の

ﾌｫﾙﾀﾞが表示される

⑧へ

※自動解凍されない場合は

下記参照⑥

⑤

【注意】

ダウンロードできない場合は

左記のような「ｴﾗｰ」表示が出る

また、ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞﾌｫﾙﾀﾞに

ｴﾗｰファイルが格納

エラー時のフォルダを削除し

再度ダウンロード願います。

PCでのメモリ不足で

途中で処理が止まることが

原因。再起動が望ましい

自動解凍の場合

自動解凍画面



⑥

左記画面が表示

ダウンロード

ファイルを開く

をclick

この場合はﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞﾌｫﾙﾀﾞ

にZIPﾌｧｲﾙが格納

＜参照＞

注意事項②を確認願います

⑦

ファイルを開くと

左記のような画面になるので

右上の「展開」をclick

表示がPCの設定で

違いがあります

「展開」タブを確認

【ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ】

※ヘッターを確認ください

「展開」（圧縮ﾌｫﾙﾀﾞﾂｰﾙ）

この状態は未解凍です

⑧

展開をclickすると

左記の画面に遷移

「展開」をclick

□にﾁｪｯｸがある事を

確認

※ﾌｫﾙﾀﾞを変更しない限り

ZIPﾌｫﾙﾀﾞと同じ場所

＜参照＞

注意事項②を確認願います

自動解凍しない場合



⑨

clickすると

左記の様に展開が開始

（解凍）

⑩

展開が終了すると

PCのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞﾌｫﾙﾀﾞへ

格納される

同じようなフォルダが表示

※上のﾀﾌﾞもしくはﾌｫﾙﾀﾞ内の

setup表示を確認

ﾃﾞｰﾀは発行月ﾍﾞｰｽになりますので

ｲﾝｽﾄｰﾙ時期に注意下さい

下記【注意事項①②】参照

⑪

解凍が終了すると

左記のような

解凍されたﾌｫﾙﾀﾞ内部

が表示されるので

「setup.exe」

をclickしｲﾝｽﾄｰﾙ

【重要】

・ｲﾝｽﾄｰﾙ後

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞﾌｫﾙﾀﾞ（ZIP）と

解凍後のﾌｫﾙﾀﾞを

削除願います

必ずゴミ箱も空にして下さい

期日前にDLする場合は日時注意

展開後

展開前



注意事項①

ﾃﾞｰﾀをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞすると

PCのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞﾌｫﾙﾀﾞ

に格納されます。

格納されたものを解凍（展開）

しますが、同じﾌｫﾙﾀﾞ内に

格納されます。

注意事項②

【格納先】

PC内のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

期日になりましたら

同じﾌｧｲﾙが格納されてますが、

解凍後のﾌｫﾙﾀﾞをclick

して下さい

上：ZIP　　下：解凍後

ｲﾝｽﾄｰﾙ後このﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞに

ﾌｫﾙﾀﾞが残りますので

削除願います

ZIPﾌｫﾙﾀﾞも削除

※ゴミ箱内も空にして下さい

参考（Web履歴削除）

データの履歴削除については

Webページの右上の

をclickし

「…」をclickする

「すべてのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ履歴を消去する」

をclickすると

左記のような表示がでるので

「すべてを削除」をclick

事前にDLする場合のﾃﾞｰﾀ場所



参考（ｴﾗｰ表示例①・対応）

左記のような表示のエラー

の場合は

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ後、解凍（展開）

されていない状態で

「SetUp」をclick

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞは正常に行われて

いるため、解凍（展開）後

再度「SetUp」をclick

してください

参考（ｴﾗｰ表示例①・対応）

解凍（展開）前の状態

※解凍前の状態では

ヘッターに「展開」表示

この状態で「SetUp」をclick

すると上記のエラーがでる

【対応】

左上の「すべて展開」

をclickし解凍（展開）

解凍（展開）後は下記参照

参考（ｴﾗｰ表示例①・対応）

解凍（展開）後の状態

「SetUp」の右側表示が

TACTIに変更

この状態でclickすると

ｲﾝｽﾄｰﾙできます

よくあるエラー表示



参考（ｴﾗｰ表示例②・対応）

左記のような表示が出た場合

下記の手順で設定変更

【原因】

Windowsの制限機能で

アプリのインストール

が制限されている

制限解除で解決

参考（ｴﾗｰ表示例②・対応）

1.ｽﾀｰﾄﾒﾆｭｰ

「設定」

2.ｱﾌﾟﾘと機能Click

3.ｱﾌﾟﾘを入手する場所の選択

「場所を選ばない」

をClickして閉じる

参考（ｴﾗｰ表示例②・対応）

※PCの設定により

「ｱﾌﾟﾘを入手する場所の選択」

が表示されません

→管理者のみの表示のため

　 PC管理者に確認下さい

よくあるエラー表示



参考（ｴﾗｰ表示例③・対応）

ダウンロード後解凍し

「setup.exe」をclickすると・・・

「Microsoft Store

でｱﾌﾟﾘを検索しますか？」

などのダイアログが表示される

「はい」「いいえ」を選択しても

起動しない

参考（ｴﾗｰ表示例③・対応）

起動したい「EXE」ﾌｧｲﾙを

右clickし

「プロパティ」をclick

※一度許可するをclickすると

「全般」表示の

ｾｷｭﾘﾃｨは表示されません

参考（ｴﾗｰ表示例③・対応）

ｾｷｭﾘﾃｨ画面で確認 「プロパティ」の下段の

□「許可する」にレ点☑し

適用をclick（左図）

許可の確認は

「ｾｷｭﾘﾃｨ」で確認できます。

エラー表示は許可後には

表示されなくなります

よくあるエラー表示



参考（ｴﾗｰ表示例④・対応）

Win7/8/10において

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ互換性ｱｼｽﾀﾝﾄ

の機能が働き

「このプログラムは正しく

インストールされなかった

可能性があります」

と表示される場合があります

参考（ｴﾗｰ表示例④・対応）

（一般表示） 「このプログラムは正しく

インストールされました」を選択

☒「ｷｬﾝｾﾙ」で閉じても可

このメッセージが表示されても、

特に問題はありません。

参考（ｴﾗｰ表示例④・対応）

（一般表示）

よくあるエラー表示

■プログラム互換性アシスタント

（PCA / Program

Compatibility Assistant）は、

互換性の問題でインストールに失敗

する可能性がある場合に、

Windows OSが検出・通知する補

助機能です。

■ただ、このプログラム互換性アシス

タントは、プログラムの「マニュフェスト」

と、「インストール前と後のレジストリの

変化」だけを見て、正しくインストール

されたかどうかの判定を行っているた

め、インストールに全く問題がない場

合でも通知される場合があります。



参考（ｴﾗｰ表示例⑤・対応）

ダウンロードしようとすると左記表示

メッセージにカーソルを合わせ

参考（ｴﾗｰ表示例⑤・対応）

参考（ｴﾗｰ表示例⑤・対応）

よくあるエラー表示

安全性が確認できる場合

は、「保持する」をクリック

「一般的にダウンロードされて

いません」メッセージが消えたこ

とを確認し、「ダウンロード フォ

ルダーを開く」ボタンをクリック

…は「一般的にダウンロード

されていません」

「（ファイル名）を開く前に、

信頼できることを確認してくだ

さい」と表示されます。

「詳細表示」をクリック

「・・・」→「保存」ボタンの順にク

リック

■類似例■

「安全にダウンロードすることはできませ

ん」「お使いのデバイスに問題を起こす

可能性があるため、ブロックされました」

ダウンロードしようとしているファイルの危険

性がないかどうかの確認を促す、

Microsoft Defender SmartScreen

という機能からのメッセージです。



参考（ｲﾝｽﾄｰﾙ）

・ｲﾝｽﾄｰﾙ時に左記の

画面が表示されたら

・「詳細情報」をclick

参考（ｲﾝｽﾄｰﾙ②）

・画面が遷移するので

「実行」をclickすると

ｲﾝｽﾄｰﾙが始まります

参考

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ先に関しては

Edgeの右上にある

「…」の項目の

「ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ」

もしくは

をclickしさらに

「ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ設定」

から格納場所が確認

できます。


