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アカウント作成 / Create An Account
このシステムをご利⽤される前に、アカウント、パスワードの取得が必要です。
Create An Account をクリックして下さい。
To use this system, create an account and a password.
Click “Create An Account” .
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①E-Mail Addres /Nameの登録 / Register E-Mail Address and Name
名前、E-Mail アドレス を⼊⼒し、Next をクリックして下さい。
req のついた項⽬は必ず⼊⼒し、英数字は全て半⾓で⼊⼒して下さい。
Enter your name and e-mail address and click “Next”.
Fields marked with “req” are required. Each alphabetical character and
number must be entered using single-byte characters.

︕

ご注意︕
Attention!

@yahoo.com および @aol.com のE-Mail アドレス、
共有アドレスはご使⽤になれません。
E-mail addresses containing @yahoo.com or @aol.com are
unacceptable. Shared e-mail addresses are also unacceptable.

Primary E-Mail Address 以外のアドレスを登録したい場合は、
Primary Cc E-Mail Address に⼊⼒して下さい。

Please
enter here to register another e-mail address.
.
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② Address の登録 / Register Address
こちらの画⾯は、⼊⼒は任意です。 Next をクリックして下さい。
Fields on this screen are optional. Click “Next”.
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③

User ID & Password の登録 / Register User ID and Password

①User ID、②パスワード、③ユーザーカード番号を⼊⼒し、Finishをクリック
して下さい。
User ID︓SPring-8 ユーザーカード番号（お持ちでない⽅はE-mail アドレス）
パスワード︓8⽂字以上、2つ以上の数字を含むもの
ユーザーカード番号︓UI サイトマイページで登録したSPring-8ユーザーカード番号（7桁）
（ユーザーカード番号をお持ちの⽅のみ⼊⼒して下さい。）

Enter your User ID(①), Password(②), and User Card ID No.(③) and click
“Finish”.
User ID should be your SPring-8 User Card ID No. If you do not have a SPring-8 User
Card ID No., enter your e-mail address.
Password must be at least 8 characters long and contain 2 or more numbers.
User Card ID No. should be your SPring-8 User Card ID No. (7 digits) registered on
User Information (UI) Website My Page (only if you have a User Card ID No.).

①
②
③

⼊⼒不要。
Not required.
ここでは、論⽂file をアップロードしないで下さい。アカウ
ント作成後、「著者（Author)」のセクションから論⽂file
をアップロードして下さい。
Do not upload any manuscript file here. To submit a
manuscript, upload a manuscript file in the Author
section after completing the creation of your account.
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プライバシーポリ
シーに承諾。
Click an “empty
checkbox”.
Finishをクリックして下さい。
Click “Finish”.

アカウント作成が完了しました。
log in をクリックすると、続けて投稿画⾯に移動します。
Your account has been successfully created.
Click “log in”. This will take you to the “Submit a Manuscript” screen.
Log In ＞ Main Menu からも投稿画⾯に移動します。（投稿マニュアルをご覧く
ださい）
Clicking “Log In” then “Main Menu” will also take you to the “Submit a
Manuscript” screen.(Refer to the manuals for submitting a manuscript.)
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アカウント情報の変更⽅法 / How to edit your account information
アカウント情報を変更・更新する際は、ページ右上の「ご⾃⾝のお名前 ▼」のプ
ルダウンから変更・更新カ所を選択して下さい。
At first, you need to log in. Once logged in, on the upper-right of the page, click
the link with your name on it. Then, click one of the three links that appear,
depending on what information needs to be updated.

変更後は、「③ User ID & Password」ページの右下
「Finish」 をクリックして保存して下さい。
Once you have made the necessary changes, click
Next until you are able to click Finish.
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アカウント削除 / Account Removal
アカウント情報を削除する際は、ページ右上の「ご⾃⾝のお名前 ▼」のプルダウ
ンからUser ID & Passwordを選択して下さい。
At first, you need to log in. Once logged in, on the upper-right of the page, click
the link with your name on it. Then, click “User ID & Password“ of the three links
that appear.
ご注意︕

︕

Attention!

進⾏中の査読やアクティブな論⽂で対応する著者指定、編集者などの
割り当てを持つユーザーは⾃主的にアカウントを削除することはでき
ません。事務局 (sp8r3p@spring8.or.jp)にご連絡ください。
Users with active assignments such as reviews in process or
the corresponding author designation on an active manuscript
will not be eligible for self-service account removal. Please
contact the journal at sp8r3p@spring8.or.jp for assistance.

No, remove my accountをクリック
You can remove your account.
Click “ No, remove my account ”.
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正しく削除されるとログアウトし、ログイン画⾯に戻り、メッセージが表⽰され
ます。
When a user successfully removes their account, they are logged out and redirect
back the journal’s login screen with the success message.

ユーザーがアカウントを削除した後に同じユーザーIDではアカウントを作成でき
ません。また同じE-mailアドレスを使⽤するとパスワードの変更時にエラーが出
ます。
事務局(sp8r3p@spring8.or.jp)にご連絡ください。
You can not create an account with the same user ID after the user
deletes the account. If you use the same e-mail address, you will receive
an error when changing your password.
Please, contact the journal at sp8r3p@spring8.or.jp for assistance.
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