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当サイトについて

当サイトについて

高圧ガス保安協会のトップページ画面となります。
このサイトでは以下のことが行えます。

・セミナー申込
・出版物・保安用品等の購入

各一覧画面で商品を見るだけの場合はログインアカウント
は不要ですが、申込および購入を行う場合、
ログインアカウントの作成が必須となります。
また、ログインアカウントの作成にはメールアドレスが
必須となります。
ご承知おきください。

※ログインアカウント作成については
｢ログインアカウント登録の流れ｣を参照してください。

当サイトについては次頁より説明を行います。

※セミナー商品と出版物・保安用品等商品は
同時に申込・購入は行えません。
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トップページについて
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トップ画面①

トップ画面

(1)商品カテゴリ選択～(8)出版物･保安用品等､
(12)プライバシーポリシー～(14)お問い合わせ
は共通項目として､他のページにも表示されます。

(1)商品カテゴリ選択
登録されている商品カテゴリを選択します。
▼をクリックするとリストが表示されます。

(2)商品検索
選択されたカテゴリにおいて検索したい内容入力します。
入力された内容を含む商品を検索し、該当する商品を
一覧画面に表示します。

例 商品カテゴリ「法令関係」
商品検索 「高圧」
上記に当てはまる商品が一覧画面に表示されます。

(3)ログインアカウント登録
新規にログインアカウントを作成する場合にクリック
します。
｢ログインアカウント登録」画面に遷移します。

(4)ログイン
ログインアカウントを作成済の方はログインボタンを
クリックすると、｢ログイン画面」に遷移します。

(5)ショッピングカート
各一覧画面で選択した商品の個数および金額が表示
されます。
クリックすると、選択した商品の一覧が表示されます。
カートの商品は申込完了または削除するまで保持
されます。
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トップ画面②

トップ画面

(6)高圧ガス保安協会ロゴ
クリックすると｢トップページ」画面に遷移します。

(7)セミナー
クリックすると「セミナー一覧」画面に遷移します。

(8)出版物・保安用品等
クリックすると「出版物・保安用品等一覧」の
カテゴリ一覧が表示されます。

(9)セミナーカテゴリ
セミナーロゴをクリックすると「セミナー一覧」画面
に遷移します。

(10)出版物・保安用品等カテゴリ
出版物・保安用品等ロゴをクリックすると､
｢出版物・保安用品等一覧｣画面に遷移します。

(11)お知らせ
当サイトのお知らせが最新順に表示されます。

(12)利用規約
利用規約をクリックすると、当サイトの利用規約に
ついて記載したページに遷移します。

(13)プライバシーポリシー
プライバシーポリシーをクリックすると、
高圧ガス保安協会の個人情報等の取り扱いに
ついて記載したページに遷移します。
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トップ画面③

トップ画面

(14)特定商取引法に基づく表示
高圧ガス保安協会の特定商取引法について
記載したページに遷移します。

(15)お問い合わせ
本サイトおよびキャンセル等のお問い合わせ
を入力するページに遷移します。

(16)マニュアル
当サイトのマニュアルがPDFで表示されます。
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ログインアカウント登録の流れ
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ログインアカウント登録の流れ①

●ログインアカウント登録の流れ
1_メールアドレス入力後、ログインアカウント登録するボタンを押下します。
2_入力したメールアドレス宛に届いたメール本文内のURLをクリックすると､｢ログインアカウント登録｣画面に遷移します。
3_ログインアカウント情報を入力後、利用規約に同意しチェック、同意するボタン押下します。
4_ログインアカウント登録をするボタンを押下します。
5_ログインアカウント登録完了となります。

1_[A: メールアドレス]入力後、[B: ログインアカウント登録する]ボタンを押下

2_入力したメールアドレス宛に届いたメール本文内のURLをクリック

3_ログインアカウント情報を入力後、[C: 利用規約]に同意チェック、
[D: 同意する]ボタン押下

A

B

C

D

No4,5の説明を次ページで行います→
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ログインアカウント登録の流れ②

4_ログインアカウント登録をするボタンを押下

5_ログインアカウント登録完了
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(8)

ログインアカウント登録 仮登録①

ログインアカウント登録画面

当サイトで商品の購入またはセミナー申込時に必要となり
ます。
※作成は画面上段の｢ログインアカウント登録｣ボタン
をクリックします。

この画面の入力時点では仮登録状態となります。
入力されたメールアドレスに本登録ＵＲＬを送付
いたします。
本登録ＵＲＬの有効期限は10分となります。
メール到着後、10分以上経過しますと本登録ＵＲＬ
は無効となります。
再度、ログインアカウント登録画面からメールアドレス
の入力をお願いいたします。

(1)画面遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)メールアドレス
有効なメールアドレスを入力してください。
既に登録済のメールアドレスを入力すると登録済
のメッセージが表示されます。
入力されたメールアドレスがＩＤ当サイトの
ログインIDとなります。

(3)ログインアカウント登録するボタン
｢ログインアカウント登録する｣ボタンをクリック
すると入力されたメールアドレスに本登録ＵＲＬ
を記載したメールが送信されます。
「ログインアカウント（仮登録）」画面に遷移します。

(1)

(2)

(3)
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(8)

ログインアカウント登録 仮登録②

ログインアカウント(仮登録完了)画面

「ログインアカウント登録」画面より遷移します。

(1)画面遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)トップページへボタン
「トップページへ」ボタンをクリックすると、
当サイトのトップページに遷移します。

(1)

(2)
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(5)
(6)

(7)

(4)

(9)

(10) (11)

(8)

(3)

ログインアカウント登録 仮登録③

※会員登録メール

「ログインアカウント登録画面で入力したメールアドレスに
左記のメールが送信されます。

本登録完了ＵＲＬをクリックすると、
「ログインアカウント登録」画面に遷移します。
画面に表示されている項目を入力し、ログインアカウントの
登録を完了してください。

(1)

(2)
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ログインアカウント登録 本登録①

ログインアカウント登録について

ログインアカウントの詳細情報を入力していただき、ログインアカウント
の本登録となります。
「必須」と表示されている項目は省略できません。
「ログインアカウント種別」の選択により入力する項目が変わります。
各項目の下に入力制限事項が記載されておりますのでご一読いただき、
入力をお願いいたします。

(1)ログインアカウント種別(必須)
｢法人｣、｢個人｣を選択します。
※｢法人｣⇒｢個人｣に変更した場合､メッセージが表示されます。
メッセージ『ログインアカウント種別 を個人に変更すると、「会社名」
「事業所名・部署名」「役職」に入力済みの情報がクリアされます。
よろしいでしょうか？』
OKをクリックすると､｢会社名｣､｢事業所名・部署名｣､｢役職｣がクリア
されます。
キャンセルをクリックすると､処理を中止します。
OKをクリック後､｢個人｣⇒｢法人｣に変更してもクリア前の情報は表示
されません。ご注意ください。

(2)お名前(必須)
登録される方のお名前を｢姓｣と｢名｣に入力してください。

(3)お名前（全角カナ）(必須)
お名前カナを｢姓｣と｢名｣に入力してください。

(4)会社名(必須)
会社名を入力してください。
※ログインアカウント種別が「法人」の場合入力可能

(5)事業所名・部署名
事業所名・部署名を入力してください。
※ログインアカウント種別が「法人」の場合入力可能
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ログインアカウント登録 本登録②

ログインアカウント登録について

(6)役職
役職を入力してください。
※ログインアカウントが「法人」の場合入力可能

(7)住所(郵便番号)(必須)
登録する会社またはお住まいの郵便番号を入力してください。
入力された郵便番号に該当する都道府県､市区町村名が自動で表示
されます。

(8)郵便番号検索
クリックすると日本郵便の郵便番号検索画面が別ページに表示されます。

(9)住所(都道府県)(必須)
都道府県を選択してください。
▽をクリックすると都道府県一覧が表示されます。

(10)住所(市区町村名)(必須)
市区町村名を入力してください。

(11)住所(番地・ビル名)
番地・ビル名を入力してください。

(12)電話番号(必須)
電話番号を入力してください。
申込内容の確認等でご連絡するため、必ず入力してください。
入力は｢0312345678｣のように番号を続けて入力してください。

(13)FAX番号
FAX番号を入力してください。
入力は｢0312345678｣のように番号を続けて入力してください。

(14)メールアドレス（必須）
初期値で仮登録時に入力されたメールアドレスが表示されています。
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ログインアカウント登録 本登録③

ログインアカウント登録について

(14)メールアドレス（必須）
初期値で仮登録時に入力されたメールアドレスが表示されています。

(15)メールアドレス(確認)(必須)
初期値で仮登録時に入力されたメールアドレスが表示されています。
(14)と同じメールアドレスを入力します。

(16)パスワード(必須)
パスワードを入力してください。

(17)パスワード(確認)(必須)
(16)と同じパスワードを入力してください。

(18)利用規約に同意してお進みください
利用規約に同意された場合、チェックしてください。

(19)同意する
入力した内容を確認し、利用規約に同意された場合にクリックして
ください。
｢入力内容確認｣画面に遷移します。

(20)同意しない
利用規約に同意されない場合にクリックしてください。
ログインアカウントの本登録せず、｢トップページ｣画面に遷移します。

(8)
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ログインアカウント登録 入力内容確認

ログインアカウント登録
入力内容確認画面

｢アカウント登録｣画面で入力した内容が表示
されます。

入力内容にお間違えがないかご確認して
ください。

(1)ログインアカウント登録をする
入力内容にお間違えがない場合、クリック
すると、ログインアカウントの本登録と
なります。
｢ログインアカウント登録完了｣画面に遷移
します。

(2)戻る
入力内容を修正する場合、クリックすると、
｢アカウント登録｣画面に遷移します。
入力内容の修正を行ってください。

(1)

(2)
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ログインアカウント登録 ログインアカウント登録完了

ログインアカウント登録完了画面

この画面が表示されるとログインアカウントの
本登録が完了となります。
登録されたメールアドレスにログインアカウント
登録完了メールが送信されます。

(1)トップページへ
クリックすると当サイトの｢トップページ｣画面
へ遷移し､ログイン状態となります。

(1)
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ログインアカウント登録 ※ログインアカウント登録完了メール

※ログインアカウント登録完了メール

ログインアカウント登録画面で入力した
メールアドレスに左記のメールが送信されます。
本メールが届いた時点でログインアカウント
の本登録が完了となります。
メールのＵＲＬをクリックすると当サイトの
「トップページ｣画面に遷移します。
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ログインについて

21

目次に戻る



当サイトログインについて

※ログインについて

セミナー申込または出版物・保安用品等の購入時
の申込時点までにログインされていない場合に
自動で｢ログイン」画面に遷移します。

｢トップページ｣よりログインする場合､画面上段
の｢ログイン｣をクリックしてください。
｢ログイン｣画面に遷移します。
ログインアカウント登録されていない場合、
ログインアカウント登録が必要となります。

｢新規ログインアカウント登録｣をクリックし､
｢ログインアカウント登録の流れ｣を参照し作成を
行ってください。

パスワードが判らない場合
｢ログイン情報をお忘れですか？｣をクリックし､
パスワードの再設定を行ってください。
パスワード再設定の詳細については
｢パスワード再発行について｣を参照してください。
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ログイン画面について

ログイン画面
当サイトにログインします。

(1)画面遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)メールアドレス
ログインアカウント登録で入力したメールアドレスを入力
してください。

(3)パスワード
ログインアカウント登録で入力したパスワードを入力して
ください。

(4)次回から自動的にログインする
チェックを入れると次回より自動でログインします。

(5)ログイン
入力されたメールアドレス､パスワードで当サイトに
ログインします。
セミナー申込時または出版物・保安用品等購入時に表示
された場合、各ショッピングカート画面の次画面に自動で
遷移します。
トップページからログインした場合､トップページに遷移
します。

(6)ログイン情報をお忘れですか？
パスワードを忘れた場合にクリックしてください。
｢パスワード再設定｣画面を参照してください。

(7)新規ログインアカウント登録
新規ログインアカウンント登録を行う場合にクリック
してください。
｢ログインアカウント登録の流れ｣を参照してください。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
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パスワード再設定について

24

目次に戻る



パスワード再設定について パスワードの再発行画面

パスワードの再発行画面

パスワードの再設定を行います。

(1)画面遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)メールアドレス(必須)
パスワードの再発行を行うメールアドレスを入力
してください。
未登録録のメールアドレスを入力した場合、
エラーメッセージが表示されます。

(3)次へ
次へボタンをクリックすると｢パスワードの再発行
(メール送信)｣画面に遷移します。
入力されたメールアドレスに確認メールが送信され
ます。

(3)

(2)

(1)
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パスワード再設定について パスワードの再発行画面

パスワードの再発行（メール送信）画面

入力されたメールアドレスにパスワード再発行のため
のURLが記載されたメールを送信します。

(1)画面遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)トップページへ
クリックすると｢トップページ｣画面に遷移します。

(3)パスワード再発行(再設定)メール
パスワード再発行(再設定)メールが入力された
メールアドレスに(3)のメールが送信されます。
メールに記載されているURLをクリックすると
｢パスワード再発行(再設定)｣画面に遷移します。

(1)

(2)

(3)
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パスワード再設定について パスワード再発行(再設定)画面

パスワード再発行(再設定)画面
パスワードの再発行(再設定)を行います。

(1)画面遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)メールアドレス(必須)
パスワードの再発行を行うメールアドレスを入力して
ください。
未登録録のメールアドレスを入力した場合、
エラーメッセージが表示されます。

(3)パスワード(必須)
再発行(再設定)を行うパスワードを入力します。

(4)パスワード(確認)(必須)
確認のため(3)と同じパスワードを入力してください。

(5)登録する
入力したメールアドレスに対してパスワードを登録します。
｢ログイン｣画面に遷移します。
｢メールアドレス｣項目上に｢パスワードを更新しました｣
のメッセージが赤字で表示されます。

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
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マイページについて
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マイページについて

マイページについて
｢トップページ｣画面の右上の｢ログイン｣をクリックし､
作成した｢ログインアカウント｣と｢パスワード｣を入力すると、
｢トップページ｣のボタンが(1)⇒(2)に変わります。

｢マイページ｣では下記のことが行えます。
(3)ご注文履歴(P30～35参照)
ご注文履歴からご注文履歴詳細へ遷移すると、
各帳票(請求書､領収書､納品書)がダウンロードできます。

(4)ログインアカウント情報編集(P36～40参照)
作成したログインアカウント情報で変更があった場合に
修正を行うことができます。

(5)お届け先一覧(P41～44参照)
｢出版物･保安用品等｣を購入した際に入力した｢お届け先｣の
情報が登録されています。
引っ越しで住所が変更になった場合､こちらより修正をお願い
します。
※｢出版物･保安用品等｣の購入時に修正および新たなお届け先の

追加が可能です。

(6)ログインアカウント退会手続き(P45～48参照)
作成したログインアカウントについて使用しない場合に退会
手続きが可能です。
こちらの画面より実行してください。
退会処理は数分で完了いたします。

(7)カード情報編集(P49～50参照)
セミナー申込時または出版物・保安用品等の購入時に
｢クレジットカード｣情報を登録した場合、編集が可能です。
｢クレジットカード｣の期限が過ぎた場合等に変更してください。
※カード情報はカード決済代行会社に保持されます。
高圧ガス保安協会ではクレジットカード情報は保持いたしません。

(1)

(2)

(3) (4) (5) (6) (7)
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ご注文履歴について
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ご注文履歴について①

ご注文履歴について
｢マイページ｣画面に遷移すると､｢ご注文履歴｣画面が表示されます。
セミナー申込、出版物･保安用品等購入申し込みした注文履歴が表示されて
います。
最新の注文履歴から表示されています。

(1)履歴件数
現在の注文履歴件数が表示されます。

(2)ご注文履歴内容
｢商品分類｣､｢ご注文日時｣､｢ご注文番号｣､｢商品詳細｣が表示されます。
｢商品分類｣・・・｢セミナー｣､｢出版物・保安用品等｣が表示されます。
｢ご注文日時｣・・ご注文日時が表示されます。
｢ご注文番号｣・・ご注文番号が表示されます。

お問い合わせを行う場合､｢ご注文番号｣をご確認ください。
｢商品詳細｣・・・｢セミナー｣の場合､｢セミナー名｣･｢開催日時｣､｢会場｣､

｢会員区分｣､｢参加費用×申込人数｣が表示されます。
｢出版物･保安用品等｣の場合､｢商品名｣､｢単価×数量｣が
表示されます。

※注文をキャンセルした場合､赤字で｢キャンセル済み｣が表示されます。

(3)詳細をみるボタン
詳細をみるボタンをクリックすると､｢ご注文履歴詳細｣画面に遷移します。
(2)ご注文履歴内容のより詳細な内容が表示されます。
｢請求書｣､｢領収書｣､｢納品書｣は｢ご注文履歴詳細｣画面より出力が可能です。

(4)ページ遷移
｢ご注文履歴｣画面は1ページ12件表示されます。
12件以上のご注文をされている場合にページ番号と矢印が表示されます。
現在表示されているページは数字が濃く表示されます。

(1)

(2)

(4)

(3)
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ご注文履歴について② ｢ご注文履歴詳細｣画面 (出版物・保安用品等編)

ご注文履歴について(出版物・保安用品等編)
｢ご注文履歴詳細｣画面が表示されます。
ご注文履歴画面より詳細な情報が表示されます。
また､｢請求書｣､｢領収書｣､｢納品書｣がダウンロードできます。
同じ商品を申込する場合､｢再申込する｣ボタンをクリックすると、
同じ注文が行えます。

(1)ご注文日時､ご注文番号
ご注文日時とご注文番号が表示されます。
※キャンセルされた場合､赤字で｢このご注文は、キャンセルしました。｣

が表示されます。

(2)配送情報
お届け先情報と商品情報が表示されます。

(3)お支払い情報
選択したお支払い方法が表示されます。

(4)お問い合わせ
ご注文時に入力した｢お問い合わせ｣の内容が表示されます。
入力されていない場合､｢記載なし｣が表示されます。

(5)メール配信履歴一覧
ご注文時にメール配信された一覧が表示されます。
青字をクリックすると､送信されたメールの内容が表示されます。

(6)戻るボタン
｢ご注文履歴｣画面に遷移します。

(7)小計･送料･合計
小計・送料・合計が表示されます。
※送料は｢出版物･保安用品等｣の場合のみ表示されます。
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ご注文履歴について③ ｢ご注文履歴詳細｣画面 (出版物・保安用品等編)

ご注文履歴について(出版物・保安用品等編)

(8)再注文するボタン
再注文するボタンをクリックすると、同じ商品の注文が行えます。
同じ商品が販売されていない場合､ ショッピングカートでエラー
メッセージが 表示されます。
｢出版物･保安用品等一覧｣画面より､商品を確認して注文を行って
ください。

(9)請求書出力ボタン
お支払い方法に｢銀行振込(請求書)｣を選択した場合のみ表示されます。
ボタンをクリックすると､請求書のダウンロードが実行されます。
ファイルは｢エクスプローラー｣→｢ダウンロード｣のフォルダに出力
されます。
ファイル名は｢№注文番号.pdf｣で出力されます。

(10)領収書出力ボタン
ご入金が確認された場合に出力可能となります。
ボタンをクリックすると､領収書のダウンロードが実行されます。
ファイルは｢エクスプローラー｣→｢ダウンロード｣のフォルダに出力
されます。
ファイル名は｢№注文番号.pdf｣で出力されます。

(11)納品書書出力ボタン
出版物･保安用品等をご注文された場合のみ表示されます。
ボタンをクリックすると､納品書のダウンロードが実行されます。
ファイルは｢エクスプローラー｣→｢ダウンロード｣のフォルダに出力
されます。
ファイル名は｢№注文番号.pdf｣で出力されます。
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ご注文履歴について④ ｢ご注文履歴詳細｣画面 (セミナー編)

ご注文履歴について(セミナー編)

｢ご注文履歴詳細｣画面が表示されます。
ご注文履歴画面より詳細な情報が表示されます。
また､｢請求書｣､｢領収書｣がダウンロードできます。
同じ商品を申込する場合､｢再申込する｣ボタンをクリックすると、
同じ注文が行えます。

(1)ご注文日時､ご注文番号
ご注文日時とご注文番号が表示されます。
※キャンセルされた場合､赤字で｢このご注文は、キャンセルしました。｣

が表示されます。

(2)申込セミナー情報
申込したセミナー情報と会員区分が表示されます。

(3)セミナー申込責任者情報
｢セミナー申込責任者情報｣画面で入力した内容が表示されます。

(4)セミナー参加者者情報
「セミナー参加者情報｣画面で入力した内容が表示されます。

(5)お支払い情報
選択したお支払い情報が表示されます。

(6)お問い合わせ
ご注文時に入力した｢お問い合わせ｣の内容が表示されます。
入力されていない場合､｢記載なし｣が表示されます。

(7)メール配信履歴一覧
ご注文時にメール配信された一覧が表示されます。
青字をクリックすると､送信されたメールの内容が表示されます。

(8)戻るボタン
｢ご注文履歴｣画面に遷移します。

(1)
(2)

(6)

(3)

(4)

(5)

(8)

(9)

(10)

(11)

(7)

(12)
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ご注文履歴について⑤ ｢ご注文履歴詳細｣画面 (セミナー編)

ご注文履歴について(セミナー編)

(9)小計･合計
小計・合計が表示されます。

(10)再申込するボタン
再申込するボタンをクリックすると、同じセミナーの申込が
行えます。
同じセミナーの申込受付されていない場合､ ショッピングカート
でエラーメッセージが表示されます。
セミナー一覧画面より、現在開催しているセミナーを確認して
お申込してください。

(11)請求書出力ボタン
お支払い方法に｢銀行振込(請求書)｣を選択した場合のみ表示
されます。
ボタンをクリックすると､請求書のダウンロードが実行されます。
ファイルは｢エクスプローラー｣→｢ダウンロード｣のフォルダに
出力されます。
ファイル名は｢№注文番号.pdf｣で出力されます。

(12)領収書出力ボタン
ご入金が確認された場合に出力可能となります。
ボタンをクリックすると､領収書のダウンロードが実行されます。
ファイルは｢エクスプローラー｣→｢ダウンロード｣のフォルダに
出力されます。
ファイル名は｢№注文番号.pdf｣で出力されます。
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ログインアカウント情報編集について
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ログインアカウント情報編集について①

ログインアカウント情報編集について
ログインアカウント情報は当サイトでのセミナー申込、
出版物･保安用品等の購入時に作成していただきました。
登録された内容から変更が有った場合に｢ログインアカウント情報編集｣画面で
情報の更新を行ってください。
各項目の下に入力制限事項が記載されておりますのでご一読いただき、
入力をお願いいたします。

(1)ログインアカウント種別（必須）
｢法人｣､｢個人｣の選択が行えます。
｢法人｣の場合､｢会社名｣､｢事業所名･部署名｣､｢役職｣項目が入力可能となります。
｢個人｣の場合､｢会社名｣､｢事業所名･部署名｣､｢役職｣項目はグレーアウトし、
入力不可となります。
※｢法人｣⇒｢個人｣に変更した場合､メッセージが表示されます。
メッセージ
『ログインアカウント種別 を個人に変更すると、「会社名」
「事業所名・部署名」「役職」に入力済みの情報がクリアされます。
よろしいでしょうか？』

OKをクリックすると､｢会社名｣､｢事業所名・部署名｣､｢役職｣がクリアされ
ます。
キャンセルをクリックすると､処理を中止します。
OKをクリック後､｢個人｣⇒｢法人｣に変更してもクリア前の情報は表示され
ません。
ご注意ください。

(2)お名前（必須）
登録する方のお名前を｢姓｣と｢名｣に分けて入力してください。

(3)お名前(全角カナ)（必須）
登録する方のお名前をカナで｢姓｣と｢名｣に分けて入力してください。

(4)会社名（必須）
登録する方の会社名を入力してください。
※ログインアカウント種別が｢法人｣を選択された方のみ入力可能です。
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ログインアカウント情報編集について②

ログインアカウント情報編集について

(5)事業所名・部署名
登録する方の事業所名・部署名を入力してください。
※ログインアカウント種別が｢法人｣を選択された方のみ入力可能です。

(6)役職
登録する方の役職を入力してください。
※ログインアカウント種別が｢法人｣を選択された方のみ入力可能です。

(7)郵便番号（必須）
登録する方の郵便番号を入力してください。
｢郵便番号｣を入力すると､｢都道府県｣､｢市区町村｣が自動で表示されます。

(8)郵便番号検索
｢郵便番号検索｣をクリックすると､日本郵便の郵便番号検索ページに遷移
します。

(9)都道府県（必須）
登録する方の都道府県を選択してください。
▽をクリックすると､都道府県のリストが表示されます。

(10)市区町村（必須）
登録する方の市区町村を入力してください。

(11)番地･マンション名（必須）
登録する方の番地・マンション名等を入力してください。

(12)電話番号（必須）
登録する方の電話番号を入力してください。
入力は｢0312345678｣のように入力してください。

(13)FAX番号
登録する方のFAX番号を入力してください。
入力は｢0312345678｣のように入力してください。
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ログインアカウント情報編集について③

ログインアカウント情報編集について

(14)メールアドレス（必須）
登録する方のメールアドレスを入力してください。

(15)メールアドレス確認（必須）
(14)と同じメールアドレスを入力してください。

(16)パスワード（必須）
システムにログインするためのパスワードを入力してください。

(17)パスワード確認（必須）
(16)と同じパスワードを入力してください。

(18)登録するボタン
入力された内容を登録します。
登録完了後､｢ログインアカウント情報情報編集完了｣画面に遷移します。
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ログインアカウント情報編集について④

ログインアカウント情報編集について

｢登録する｣ボタンをクリックすると､｢ログインアカウント
情報情報編集完了｣画面に遷移します。

(1)戻るボタン
クリックすると、｢トップページ｣画面に遷移します。

40
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お届け先一覧について
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お届け先一覧について

お届け先一覧について
出版物･保安用品等を購入する際､お届け先一覧にデータ
を登録した場合に表示されます。
新規のお届け先の登録､表示されている情報の変更･削除
が可能です。

(1)件数
お届け先に登録されている件数が表示されます。

(2)新規お届け先を追加するボタン
お届け先情報を新規に登録する場合にクリックします。
｢お届け先一覧｣画面の新規登録画面に遷移します。

(3)お届け先
登録済のお届け先が表示されます。
｢×｣をクリックすると、お届け先が削除されます。

(4)変更ボタン
表示されているお届け先内容の変更が行えます。
｢お届け先一覧｣画面の修正画面に遷移します。

(1)

(2)

(3) (4)
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お届け先一覧(新規登録・修正)について①

お届け先一覧(新規登録･修正)について
お届け先一覧画面の｢新規お届け先を追加する｣ボタン
または｢変更｣ボタンをクリックすると表示されます。
お届け先情報を入力してください。
各項目の下に入力制限事項が記載されておりますのでご一読
いただき、入力をお願いいたします。

(1)お名前（必須）
お届け先のお名前を｢姓｣､｢名｣に分けて入力してください。

(2)お名前(カナ)（必須）
お届け先のお名前をカナで｢姓｣､｢名｣に分けて入力してください。

(3)会社名（必須）
お届け先の会社名を入力してください。
｢なし｣にチェックを入れると､入力項目がグレーアウトし、入力不可と
なります。

(4)事業所名・部署名（必須）
お届け先の事業所名・部署名を入力してください
｢なし｣にチェックを入れると､入力項目がグレーアウトし、入力不可と
なります。

(5)郵便番号（必須）
お届け先の郵便番号を入力してください。
｢郵便番号｣を入力すると､｢都道府県｣､｢市区町村｣が自動で表示されます。

(6)郵便番号検索
｢郵便番号検索｣をクリックすると､日本郵便の郵便番号検索ページに
遷移します。

(7)都道府県（必須）
お届け先の都道府県を選択してください。
▽をクリックすると､都道府県のリストが表示されます。
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(9)



お届け先一覧(新規登録・修正)について②

お届け先一覧(新規登録･修正)について

(8)市区町村（必須）
お届け先の市区町村を入力してください。

(9)番地･マンション名（必須）
お届け先の番地・マンション名等を入力してください。

(10)電話番号（必須）
お届け先の電話番号を入力してください。
入力は｢0312345678｣のように入力してください。

(11)FAX番号
お届け先のFAX番号を入力してください。
入力は｢0312345678｣のように入力してください。

(12)登録するボタン
入力したお届け先の登録を行います。
エラーがある場合、エラーメッセージが項目に表示されます。
｢お届け先一覧｣画面に遷移します。
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ログインアカウント退会手続きについて
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ログインアカウント退会手続きについて①

ログインアカウント退会手続きについて
登録したログインアカウントの退会を行う場合に使用
します。
ご注文履歴、お届け先の情報は削除されますのでご注意
ください。

(1)ログインアカウント退会手続きボタン
クリックすると、｢ログインアカウント退会手続き｣画面に
遷移します。

(1)
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ログインアカウント退会手続きについて②

ログインアカウント退会手続き確認について

(1)いいえ、退会しませんボタン
クリックすると、ログインアカウント退会手続きを中断し、
｢ご注文履歴｣画面に遷移します。

(2)はい、退会します。
クリックすると、ログインアカウント退会手続きを行います。
｢ログインアカウント退会手続き完了｣画面に遷移します。

(1)

(2)
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ログインアカウント退会手続きについて③

ログインアカウント退会手続き完了について
ログインアカウントの退会手続きが完了しました。

(1)トップページへボタン
クリックすると、｢トップページ｣画面へ遷移します。

(2)退会手続き完了メール
退会手続きが完了しますと、ログインアカウントに登録して
いたメールアドレスに｢退会手続きのご完了｣メールが届きます。

(1)

(2)
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カード情報編集について
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カード情報編集について

カード情報編集について
セミナー申込時、出版物･保安用品等のご注文時にお支払い
方法を｢クレジットカード｣を選択した際、カード情報の登録
にチェックを入れると登録したカード情報の削除および
クレジットカード情報の登録が行えます。
※カード情報はカード決済代行会社に保持されます。
高圧ガス保安協会ではクレジットカード情報は保持いたし
ません。

(1)削除チェック
削除を行うカード情報にチェックをいれます。

(2)登録済カード番号
登録済みのカード番号をクリックすると、(4)～(6)に登録した情報
が表示されます。

(3)選択したカード情報を削除ボタン
クリックすると(1)で登録したカード情報を削除します。

(4)カード番号（必須）
登録または変更を行うカード番号を数値で入力してください。

(5)有効期限（必須）
カードの有効期限(月、年)を選択してください。

(6)名義人（必須）
カードの名義人名をアルファベット大文字で入力してください。

(7)番号
登録されているカード情報の内部で管理している番号です。
入力できません。

(8)入力内容を保存ボタン
クリックすると、入力された内容に間違いがないかカード会社に
照会を行い、問題がなければカード情報が登録されます。

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(2)

(8)
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お問い合わせについて
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お問い合わせの流れについて

●お問い合わせの流れ ※詳細はP52～77まで｢問い合わせ種別｣毎に記載しています。
1_お問い合わせ内容入力、プライバシーポリシーにチェック、同意するボタン押下します。
2_お問い合わせ内容確認画面にて送信するボタン押下します。
3_お問い合わせ内容送信完了です。

1_お問い合わせ内容入力、[A: プライバシーポリシー]にチェック、[B: 同意する]ボタン押下

2_お問い合わせ内容確認画面にて送信するボタン押下

3_お問い合わせ内容送信完了

A
B

問い合わせ種別選択可(※選択した内容により入力項目が変わります。）
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お問い合わせ
①｢出張講習のご相談｣について
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お問い合わせ ｢出張講習のご相談｣編①

お問い合わせ画面 ｢出張講習のご相談｣編
画面下部の｢お問い合わせ｣をクリックすると左の画面が表示されます。
｢お問い合わせ種別｣により入力項目が変わります。
このページでは｢出張講習のご相談｣について項目説明します。

(1)お問い合わせ種別（必須）
初期値は｢出張講習のご相談｣となります。
｢セミナーに関する問い合わせ｣､｢出版物･保安用品等に関する問い
合わせ｣､｢その他｣より選択可能です。

(2)講習名
想定する講習名を記載してください。
未記入でも問題ありませんが、なるべく記入をお願いいたします。

(3)講習の位置づけ
講習の目的と開催頻度当について記入をお願いいたします。

(4)講習内容
講習内容についてのご希望等を入力してください。

(5)講習時間
講習を行う時間についてご記入ください。
1時間程度、9時～17時等の詳細な内容を入力してください。

(6)開催時期
開催時期についてご記入ください。

(7)開催方法(複数選択可)
開催方法について｢現地｣､｢LIVE配信｣､｢オンデマンド配信｣の中から
選択してください。
複数選択可能です。

(8)開催場所
開催場所についてご自由に記入してください。
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お問い合わせ ｢出張講習のご相談｣編②

お問い合わせ画面 ｢出張講習のご相談｣編

(9)対象者
講習会を行う対象者(新入社員､中堅社員､有資格者等)について
ご自由に記入してください。

(10)受講者数
何名程度の規模で行うのか記入をお願い致します。
想定の人数で問題ありません。

(11)その他
その他のご相談内容について記入お願いいたします。

(12)終了証の交付
開催する講習において｢終了証｣が｢必要｣か｢不要｣か選択して
ください。
初期値は｢必要｣にチェックが入っています。

(13)会社名（必須）
会社名の記入お願いいたします。

(14)事業所名・部署名
事業所名･部署名の記入お願いいたします。

(15)役職
役職の記入お願いいたします。

(16)お名前（必須）
お名前を｢姓｣､｢名｣に分けて記入お願いいたします。
ご連絡時に必要なため必ず入力をお願いいたします。

(17)お名前（カナ）（必須）
申込者様のお名前をカナで｢姓｣､｢名｣に分けて記入お願いいたします。
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お問い合わせ ｢出張講習のご相談｣編③

お問い合わせ画面 ｢出張講習のご相談｣編

(18)住所
郵便番号･･･････ハイフンなしで数値8桁で入力してください。

入力後､自動で都道府県､市区町村が表示されます。
郵便番号検索･･･クリックすると日本郵便の郵便番号検索画面へ

遷移します。
都道府県･･･････都道府県をリストより選択してください。

▽をクリックすると都道府県のリストが表示され
ます。

市区町村･･･････市区町村を入力してください。
番地･ビル名････番地･ビル名等を入力してください。

(19)電話番号（必須）
連絡先電話番号を入力してください。
ご連絡時に必要となりますので、必ず入力してください。
入力は｢0312345678｣のように入力してください。

(20)FAX番号
FAX番号を入力してください。
入力は｢0312345678｣のように入力してください。

(21)メールアドレス（必須）
連絡先メールアドレスを入力してください。

(22)メールアドレス確認（必須）
(21)に入力したメールアドレスを確認のため、入力してください。

(23)プライバシーポリシーに同意してお進みください
プライバシーポリシーをクリックすると別画面に高圧ガス保安協会
のプライバシーポリシーを記載したページに遷移します。
内容をご確認いただき、同意される場合にチェックを入れて
ください。

(24)同意するボタン
｢お問い合わせ内容確認｣画面に遷移します。
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お問い合わせ ｢出張講習のご相談｣編④

お問い合わせ画面 ｢出張講習のご相談｣編

(25)同意しないボタン
プライバシーポリシーに同意いただけない場合､クリックして
ください。
｢トップページ｣画面へ遷移します。
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お問い合わせ確認 ｢出張講習のご相談｣編

お問い合わせ確認画面 ｢出張講習のご相談｣編

｢お問い合わせ入力｣画面で｢同意する｣ボタンをクリックすると、
｢お問い合わせ内容確認｣画面へ遷移します。
入力内容を確認し､問題なければ｢送信する｣ボタンをクリック
してください。
入力内容を修正する場合｢戻る｣ボタンをクリックしてください。

(1)送信する
表示されている内容に問題ない場合、クリックしてください。
入力されたメールアドレスに入力された内容の確認メールが送信
されます。

(2)戻る
入力された内容を修正する場合、クリックしてください。
｢お問い合わせ｣画面に遷移します。

(1)

(2)
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お問い合わせ完了 ｢出張講習のご相談｣編

お問い合わせ完了画面 ｢出張講習のご相談｣編

｢お問い合わせ確認画面｣画面で｢送信する｣ボタンを
クリックすると、｢お問い合わせ完了｣画面へ遷移します。
お問い合わせした内容が高圧ガス保安協会へ送信されます。
高圧ガス保安協会からの回答をお待ちください。

(1)トップページへ
クリックすると｢トップページ｣画面へ遷移します。

(2)お問い合わせ受付完了メール
｢お問い合わせ完了｣画面が表示されると、入力した
メールアドレスに｢お問い合わせ受付完了メール｣が送信
されます。

(1)

(2)
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お問い合わせ
②｢セミナーに関する問い合わせ｣について
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お問い合わせ ｢セミナーに関する問い合わせ｣編①

お問い合わせ画面 ｢セミナーに関する問い合わせ｣編
画面下部の｢お問い合わせ｣をクリックすると左の画面が表示
されます。
｢お問い合わせ種別｣により入力項目が変わります。
このページでは｢セミナーに関する問い合わせ｣について
項目説明します。
申込したセミナーのキャンセル､参加者情報修正等については
こちらでお問い合わせください。

(1)お問い合わせ種別（必須）
初期値は｢出張講習のご相談｣となります。
｢セミナーに関する問い合わせ｣､｢出版物･保安用品等に関する
問い合わせ｣､｢その他｣より選択可能です。
｢セミナーに関する問い合わせ｣を選択してください。

(2)注文番号
申込済のセミナーに関してのお問い合わせの場合､お申込完了
画面または申込時に送信されたセミナー申込完了メールに記載
されている、｢注文番号｣を記載してください。

(3)お問い合わせ内容（必須）
申込したセミナーのキャンセル、参加者情報の修正等について
内容をお問い合わせを行う内容を入力してください。

(4)会社名（必須）
会社名の記入お願いいたします。

(5) 事業所名・部署名
事業所名･部署名の記入お願いいたします。

(6)役職
役職の記入お願いいたします。

(7)お名前（必須）
お名前を｢姓｣､｢名｣に分けて記入お願いいたします。
ご連絡時に必要なため必ず入力をお願いいたします。

61

目次に戻る



お問い合わせ ｢セミナーに関する問い合わせ｣編②

お問い合わせ画面 ｢セミナーに関する問い合わせ｣編

(8)お名前（カナ）（必須）
申込者様のお名前をカナで｢姓｣､｢名｣に分けて記入お願い
いたします。

(9)住所
郵便番号･･･････ハイフンなしで数値8桁で入力してください。

入力後､自動で都道府県､市区町村が表示され
ます。

郵便番号検索･･･クリックすると日本郵便の郵便番号検索画面
へ遷移します。

都道府県･･･････都道府県をリストより選択してください。
▽をクリックすると都道府県のリストが表示
されます。

市区町村･･･････市区町村を入力してください。
番地･ビル名････番地･ビル名等を入力してください。

(10)電話番号（必須）
連絡先電話番号を入力してください。
ご連絡時に必要となりますので、必ず入力してください。
入力は｢0312345678｣のように入力してください。

(11)FAX番号
FAX番号を入力してください。
入力は｢0312345678｣のように入力してください。

(12)メールアドレス（必須）
連絡先メールアドレスを入力してください。

(13)メールアドレス確認（必須）
(12)に入力したメールアドレスを確認のため、入力して
ください。
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お問い合わせ ｢セミナーに関する問い合わせ｣編③

お問い合わせ画面 ｢セミナーに関する問い合わせ｣編

(14)プライバシーポリシーに同意してお進みください
プライバシーポリシーをクリックすると別画面に高圧ガス
保安協会のプライバシーポリシーを記載したページに遷移
します。
内容をご確認いただき、同意される場合にチェックを入れて
ください。

(15)同意するボタン
｢お問い合わせ内容確認｣画面に遷移します。

(16)同意しないボタン
プライバシーポリシーに同意いただけない場合､クリック
してください。
｢トップページ｣画面へ遷移します。
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お問い合わせ確認 ｢セミナーに関する問い合わせ｣編

お問い合わせ確認画面 ｢セミナーに関する問い合わせ｣編

｢お問い合わせ入力｣画面で｢同意する｣ボタンをクリック
すると、｢お問い合わせ内容確認｣画面へ遷移します。
入力内容を確認し､問題なければ｢送信する｣ボタンを
クリックしてください。
入力内容を修正する場合｢戻る｣ボタンをクリックして
ください。

(1)送信する
表示されている内容に問題ない場合、クリックしてください。
入力されたメールアドレスに入力された内容の確認メールが
送信されます。

(2)戻る
入力された内容を修正する場合、クリックしてください。
｢お問い合わせ｣画面に遷移します。

(1)

(2)
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お問い合わせ完了 ｢セミナーに関する問い合わせ｣編

お問い合わせ完了画面 ｢セミナーに関する問い合わせ｣編

｢お問い合わせ確認画面｣画面で｢送信する｣ボタンを
クリックすると、｢お問い合わせ完了｣画面へ遷移します。
お問い合わせした内容が高圧ガス保安協会へ送信されます。
高圧ガス保安協会からの回答をお待ちください。

(1)トップページへ
クリックすると｢トップページ｣画面へ遷移します。

(2)お問い合わせ受付完了メール
｢お問い合わせ完了｣画面が表示されると、入力したメール
アドレスに｢お問い合わせ受付完了メール｣が送信されます。

(1)

(2)
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お問い合わせ
③｢出版物･保安用品等に関する問い合わせ｣について
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お問い合わせ ｢出版物･保安用品等に関する問い合わせ｣編①

お問い合わせ画面 ｢出版物･保安用品等に関する問い合わせ｣編
画面下部の｢お問い合わせ｣をクリックすると左の画面が表示
されます。
｢お問い合わせ種別｣により入力項目が変わります。
このページでは｢出版物･保安用品等に関する問い合わせ｣に
ついて項目説明します。
購入した出版物のキャンセル､配送状況等についてはこちらで
お問い合わせください。

(1)お問い合わせ種別（必須）
初期値は｢出張講習のご相談｣となります。
｢セミナーに関する問い合わせ｣､｢出版物･保安用品等に関する
問い合わせ｣､｢その他｣より選択可能です。
｢出版物･保安用品等に関する問い合わせ｣を選択してください。

(2)注文番号
購入済の出版物･保安用品等に関してのお問い合わせの場合､
お申込完了画面または申込時に送信された出版物･保安用品等
完了メールに記載されている､｢注文番号｣を記載してください。

(3)お問い合わせ内容（必須）
購入した出版物･保安用品等のキャンセル、配送状況等について
内容の入力してください。

(4)会社名（必須）
会社名の記入お願いいたします。

(5) 事業所名・部署名
事業所名･部署名の記入お願いいたします。

(6)役職
役職の記入お願いいたします。

(7)お名前（必須）
お名前を｢姓｣､｢名｣に分けて記入お願いいたします。
ご連絡時に必要なため必ず入力をお願いいたします。
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お問い合わせ ｢出版物･保安用品等に関する問い合わせ｣編②

お問い合わせ画面 ｢出版物･保安用品等に関する問い合わせ｣編

(8)お名前（カナ）（必須）
申込者様のお名前をカナで｢姓｣､｢名｣に分けて記入お願い
いたします。

(9)住所
郵便番号･･･････ハイフンなしで数値8桁で入力してください。

入力後､自動で都道府県､市区町村が表示されます。
郵便番号検索･･･クリックすると日本郵便の郵便番号検索画面へ

遷移します。
都道府県･･･････都道府県をリストより選択してください。

▽をクリックすると都道府県のリストが表示
されます。

市区町村･･･････市区町村を入力してください。
番地･ビル名････番地･ビル名等を入力してください。

(10)電話番号（必須）
連絡先電話番号を入力してください。
ご連絡時に必要となりますので、必ず入力してください。
入力は｢0312345678｣のように入力してください。

(11)FAX番号
FAX番号を入力してください。
入力は｢0312345678｣のように入力してください。

(12)メールアドレス（必須）
連絡先メールアドレスを入力してください。

(13)メールアドレス確認（必須）
(12)に入力したメールアドレスを確認のため、入力してください。
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お問い合わせ ｢出版物･保安用品等に関する問い合わせ｣編③

お問い合わせ画面 ｢出版物･保安用品等に関する問い合わせ｣編

(14)プライバシーポリシーに同意してお進みください
プライバシーポリシーをクリックすると別画面に高圧ガス保安
協会のプライバシーポリシーを記載したページに遷移します。
内容をご確認いただき、同意される場合にチェックを入れて
ください。

(15)同意するボタン
｢お問い合わせ内容確認｣画面に遷移します。

(16)同意しないボタン
プライバシーポリシーに同意いただけない場合､クリック
してください。
｢トップページ｣画面へ遷移します。
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お問い合わせ確認 ｢出版物･保安用品等に関する問い合わせ｣編

お問い合わせ確認画面 ｢出版物･保安用品等に関する問い合わせ｣編

｢お問い合わせ入力｣画面で｢同意する｣ボタンをクリックすると、
｢お問い合わせ内容確認｣画面へ遷移します。
入力内容を確認し､問題なければ｢送信する｣ボタンをクリックして
ください。
入力内容を修正する場合｢戻る｣ボタンをクリックしてください。

(1)送信する
表示されている内容に問題ない場合、クリックしてください。
入力されたメールアドレスに入力された内容の確認メールが送信されます。

(2)戻る
入力された内容を修正する場合、クリックしてください。
｢お問い合わせ｣画面に遷移します。

(1)

(2)
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お問い合わせ完了 ｢出版物･保安用品等に関する問い合わせ｣編

お問い合わせ完了画面 ｢出版物･保安用品等に関する問い合わせ｣編

｢お問い合わせ確認画面｣画面で｢送信する｣ボタンをクリックすると、
｢お問い合わせ完了｣画面へ遷移します。
お問い合わせした内容が高圧ガス保安協会へ送信されます。
高圧ガス保安協会からの回答をお待ちください。

(1)トップページへ
クリックすると｢トップページ｣画面へ遷移します。

(2)お問い合わせ受付完了メール
｢お問い合わせ完了｣画面が表示されると、入力したメールアドレスに
｢お問い合わせ受付完了メール｣が送信されます。

(1)

(2)
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お問い合わせ
④｢その他｣について
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お問い合わせ ｢その他｣編①

お問い合わせ画面 ｢その他｣編
画面下部の｢お問い合わせ｣をクリックすると左の画面が表示
されます。
｢お問い合わせ種別｣により入力項目が変わります。
このページでは｢出張講習のご相談｣､｢セミナーに関する問い
合わせ｣､｢出版物･保安用品等に関する問い合わせ｣以外に関する
お問い合わせについての項目説明します。

(1)お問い合わせ種別（必須）
初期値は｢出張講習のご相談｣となります。
｢セミナーに関する問い合わせ｣､｢出版物･保安用品等に関する
問い合わせ｣､｢その他｣より選択可能です。
｢その他｣を選択してください。

(2)お問い合わせ内容（必須）
お問い合わせ内容の記入をお願いいたします。

(3)会社名（必須）
会社名の記入お願いいたします。

(4) 事業所名・部署名
事業所名･部署名の記入お願いいたします。

(5)役職
役職の記入お願いいたします。

(6)お名前（必須）
お名前を｢姓｣､｢名｣に分けて記入お願いいたします。
ご連絡時に必要なため必ず入力をお願いいたします。

(7)お名前（カナ）（必須）
申込者様のお名前をカナで｢姓｣､｢名｣に分けて記入お願い
いたします。
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お問い合わせ ｢その他｣編②

お問い合わせ画面 ｢その他｣編

(8)住所
郵便番号･･･････ハイフンなしで数値8桁で入力して

ください。
入力後､自動で都道府県､市区町村が表示
されます。

郵便番号検索･･･クリックすると日本郵便の郵便番号検索
画面へ遷移します。

都道府県･･･････都道府県をリストより選択してください。
▽をクリックすると都道府県のリストが
表示されます。

市区町村･･･････市区町村を入力してください。
番地･ビル名････番地･ビル名等を入力してください。

(9)電話番号（必須）
連絡先電話番号を入力してください。
ご連絡時に必要となりますので、必ず入力してください。
入力は｢0312345678｣のように入力してください。

(10)FAX番号
FAX番号を入力してください。

入力は｢0312345678｣のように入力してください。

(11)メールアドレス（必須）
連絡先メールアドレスを入力してください。

(12)メールアドレス確認（必須）
(11)に入力したメールアドレスを確認のため、入力して
ください。
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お問い合わせ ｢その他｣編③

お問い合わせ画面 ｢その他｣編

(13)プライバシーポリシーに同意してお進みください
プライバシーポリシーをクリックすると別画面に高圧ガス
保安協会のプライバシーポリシーを記載したページに遷移
します。
内容をご確認いただき、同意される場合にチェックを入れて
ください。

(14)同意するボタン
｢お問い合わせ内容確認｣画面に遷移します。

(15)同意しないボタン
プライバシーポリシーに同意いただけない場合､クリック
してください。
｢トップページ｣画面へ遷移します。
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お問い合わせ確認 ｢その他｣編

お問い合わせ確認画面 ｢その他｣編

｢お問い合わせ入力｣画面で｢同意する｣ボタンをクリック
すると、｢お問い合わせ内容確認｣画面へ遷移します。
入力内容を確認し､問題なければ｢送信する｣ボタンを
クリックしてください。
入力内容を修正する場合｢戻る｣ボタンをクリックして
ください。

(1)送信する
表示されている内容に問題ない場合、クリックしてください。
入力されたメールアドレスに入力された内容の確認メールが
送信されます。

(2)戻る
入力された内容を修正する場合、クリックしてください。
｢お問い合わせ｣画面に遷移します。

(1)

(2)
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お問い合わせ完了 ｢その他｣編

お問い合わせ完了画面 ｢その他｣編

｢お問い合わせ確認画面｣画面で｢送信する｣ボタンを
クリックすると、｢お問い合わせ完了｣画面へ遷移します。
お問い合わせした内容が高圧ガス保安協会へ送信されます。
高圧ガス保安協会からの回答をお待ちください。

(1)トップページへ
クリックすると｢トップページ｣画面へ遷移します。

(2)お問い合わせ受付完了メール
｢お問い合わせ完了｣画面が表示されると、入力したメール
アドレスに｢お問い合わせ受付完了メール｣が送信されます。

(1)

(2)
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セミナー申込の流れ
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セミナー申込の流れ①
●セミナー申込の流れは下記の通りです。各画面の詳細説明はＰ82より行います。
(1)セミナー一覧よりセミナーを選択します。
(2)セミナー詳細画面より会員区分、参加日程を選択後申込ボタンを押下します。
(3)ショピングカートへ進みます。
(4)申込手続きへ進みます。 ※未ログインの場合: ログインアカウント新規作成orログイン必要
(5)申込責任者情報入力後、次へ進むボタン押下します。
(6)参加者情報入力後、次へ進むボタン押下します。
(7)お申込手続き内容入力後、確認するボタン押下します。
(8)お申込内容確認画面にて、利用規約に同意の上申込するボタン押下します。
(9)お申込完了となります。（サンクスメールが届きます。）

(1)セミナー一覧からセミナーを選択 (2)詳細画面よりA: 会員区分、B: 参加日程を選択後、C: 申込ボタンを押下

(3)カートへ進む (4)申込手続きへ進む

A

B

C

No5,6,7の説明を次ページで行います→
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セミナー申込の流れ②

(5)申込責任者情報入力後、次へ進むボタン押下 (7)お申込手続き内容入力後、確認するボタン押下(6)参加者情報入力後、次へ進むボタン押下

No8,9の説明を次ページで行います→

←参加者複数人の場合は、「参加者を追加」ボタン押下
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セミナー申込の流れ③

(8)お申込内容確認画面にて、利用規約に同意の上申込するボタン押下

(9)お申込完了
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①セミナー一覧画面
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セミナー一覧画面①

セミナー一覧画面

現在募集中のセミナーが表示されます。
初期表示は20件表示されます。

商品の並び順は左上から｢新着順｣で表示されます。

｢開催エリアの絞り込み｣でチェックを
入れると該当のセミナーが絞り込みされて一覧に表示されます。

お客様の｢会員区分｣により金額が異なります。

(1)ページ遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)検索結果件数
条件に合致したセミナー商品の件数が表示されます。

(3)表示件数
初期値は｢20件｣です。
▽をクリックすると｢20件｣､｢40件｣､ ｢60件｣が選択可能です。

(4)商品並び順
｢新着順｣のみ選択可能です。
左上から右に表示します。

(5)開催エリアの絞り込み
初期値は絞り込みされていません。
希望の開催エリアにチェックを入れると該当するセミナーが
絞り込みされて表示されます。

(1)

(2)

(5)

(6)

(3) (4)

(7)
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セミナー一覧画面②

セミナー一覧画面

(6)セミナー商品
募集中または募集予定のセミナー商品が表示されます。
セミナー名をクリックすると､｢セミナー詳細｣画面に遷移します。

(7)ページ遷移
(3)で表示する件数分画面に商品が表示されます。
商品数が表示件数分を超えた場合､ ページ数が表示されます。
数字をクリックすると指定のページを表示します。

表示中のページは濃い色で表現されます。
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②セミナー詳細画面
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セミナー詳細画面①

セミナー詳細画面

選択されたセミナーの概要、開催日程、講習内容、参加費用等が
記載されています。

｢参加日程選択へ｣ボタンをクリックすると、画面下段にカーソル
が移動し、｢会員区分｣､現在募集している｢会場･開催日･時間｣が
選択できます。
ステータスが｢準備中」､｢申込締切｣になっている「会場･開催日･
時間｣は選択できません。

(1)画面遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)参加日程選択へ
参加日程選択へボタンをクリックすると、セミナー詳細画面
下段に表示している｢参加日程選択｣へ画面が遷移します。

(3)会員区分（必須）
セミナー毎に表示される会員区分のリスト表示が変わります。
▽をクリックすると選択できる会員区分のリストが表示されます。

(4)会場・開催日・時間選択（必須）
｢ステータス｣が｢申込受付中｣の行のみ選択可能です。
｢ステータス｣が｢準備中｣､｢申込締切｣の場合は選択できません。
｢参加費(税込)｣は｢会員区分｣の選択により表示金額が変わります。

(5)申し込むボタン
ボタンをクリックすると(4)会場・開催日・時間選択で選択された
セミナーがショッピングカートに入ります。
ショッピングカート追加時のメッセージについて､P88を参照して
ください。

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(4)
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セミナー詳細画面②

セミナー詳細画面

(6)お問い合わせ
セミナーを主催している問い合わせ先が記載されています。
セミナーについてのお問い合わせはこちらをご確認の上、
お電話､FAX､ (7)｢お問い合わせフォーム｣からお問い合わせ
ください。
※セミナー毎に主催部署が違いますのでご注意ください。

(7)お問い合わせフォームボタン
メールでお問い合わせされる場合にクリックしてください。
｢お問い合わせ｣画面に遷移します。
｢お問い合わせ種別｣より問合せ内容を選択し、送信お願い
いたします。
｢お問い合わせ｣画面については本マニュアルの
｢お問い合わせについて｣で詳細をご確認してください。

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(4)
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セミナー詳細画面③ ショッピングカート追加について

セミナー詳細画面（ショッピングカート追加について）
セミナー詳細画面の｢申し込む｣ボタンをクリックすると、｢ショッピングカート｣に選択したセミナーを追加します。
｢ショッピングカート｣の状態により表示されるメッセージが違います。

(1)カートに追加しました。
｢ショッピングカート｣に何も商品が入っていない場合に表示されます。
｢カートへ進む｣ボタンをクリックすると､｢ショッピングカート(セミナー)｣画面に遷移します。
｢お買い物を続ける｣ボタンをクリックすると､｢セミナー詳細｣画面に制御が戻ります。

(2)ご確認ください
｢ショッピングカート｣に別のセミナー商品が入っている場合、または｢出版物・保安用品等｣の商品が入っている場合に(2)のメッセージが表示
されます。
セミナー商品は1つだけ､またセミナーと出版物・保安用品等商品は同じ｢ショッピングカート｣に入れることはできないため､確認のメッセージ
となります。
｢この商品をカートに追加する｣ボタンをクリックすると､｢ショッピングカート｣に入っている商品を削除し､(1)のメッセージが表示されます。
｢キャンセル｣ボタンをクリックすると､｢セミナー詳細｣画面に制御が戻ります。

※｢セミナー詳細｣画面に制御が戻った場合、｢ショッピングカート｣に入った商品をそのまま申込する場合、画面上段の｢ショッピングカート｣を
クリックすると､｢カートに進む｣ボタンと｢キャンセル｣ボタンが表示されます。
｢カートに進む｣ボタンをクリックすると､｢ショッピングカート(セミナー)｣画面に遷移し､申込が進められます。

(1)

(2)
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③ショッピングカート(セミナー)画面
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ショッピングカート(セミナー)画面

セミナー詳細画面
ショッピングカートに追加された商品が表示されます。
セミナーの申込処理が開始されます。

(1)画面遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)セミナー申込遷移図
セミナー申込の遷移図を表示します。
セミナー申込終了まで6画面遷移します。
①カートの商品が薄緑色で表示されます。

(3)商品明細
選択したセミナー商品が表示されます。
申込するセミナーでない場合、｢×｣をクリックすると商品が
削除されます。
※削除後の動作についてはP91で説明します。

(4)申込手続きへ進む
セミナー申込手続きを開始する場合､クリックしてください。
｢申込責任者情報入力（セミナー）｣画面に遷移します。
※この時点までにログインしていない場合､｢ログイン｣画面に
遷移します。

(5)お買い物を続ける
選択したセミナーではなく､別のセミナーを申込する場合に
クリックしてください。
｢セミナー一覧｣画面に遷移します。

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)
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ショッピングカート(セミナー)画面 商品削除

ショッピングカート(セミナー)画面 商品削除について

ショッピングカート画面に表示されている商品が選択した商品と違う場合、ショッピングカートから商品を削除できます。
｢セミナータイトル｣の左横にある｢×｣をクリックすると､(1)の削除確認メッセージが表示されます。
｢OK｣ボタンをクリックすると､ショッピングカート内のセミナ―商品が削除され､(2)の画面の表示になります。

｢セミナー一覧｣画面に遷移する場合､以下の2通りの方法があります。
1．高圧ガス保安協会のロゴ下の｢セミナー｣をクリックする。
2．セミナー名が判る場合､画面上の検索カテゴリより｢セミナー｣を選択し､セミナー名の一部を入力後、｢虫眼鏡｣アイコンを

クリックする。

｢トップページ｣画面に遷移する場合、以下の2通りの方法があります。
1．｢ショッピングカート(セミナー)｣文言の上に｢トップページ｣の青字をクリックする。
2．高圧ガス保安協会のロゴをクリックする。

(1)

(2)
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③申込責任者情報入力(セミナー)画面
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申込責任者情報入力(セミナー)①

申込責任者情報入力(セミナー)画面

セミナー申込の責任者情報を入力します。
初期値はログインしている方のログインアカウント情報が初期表示
されています。

入力された情報は｢参加者情報登録｣画面で参照情報として使用できます。

(1)画面遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)セミナー申込遷移図
セミナー申込の遷移図を表示します。
②申込責任者情報登録が薄緑色で表示されます。

(3)申込区分(必須)
｢法人｣または｢個人｣を選択してください。
※｢法人｣⇒｢個人｣に変更した場合､メッセージが表示されます。
メッセージ
『ログインアカウント種別 を個人に変更すると､「会社名」
｢事業所名・部署名」「役職」に入力済みの情報がクリアされます。
よろしいでしょうか？』

OKをクリックすると､｢会社名｣､｢事業所名・部署名｣､｢役職｣が
クリアされます。
キャンセルをクリックすると､処理を中止します。
OKをクリック後､｢個人｣⇒｢法人｣に変更してもクリア前の情報は
表示されません。
ご注意ください。

(4)お名前(必須)
申込責任者のお名前を｢姓｣､｢名｣に入力してください。

(5)お名前(カナ)(必須)
申込責任者のお名前(カナ)を｢姓｣､｢名｣に入力してください。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) (10)

(11)
(12)
(13)

(14)

(15)

(16)
(17)

(18)

(19)

93

目次に戻る



申込責任者情報入力(セミナー)②

申込責任者情報入力(セミナー)画面

(6)会社名(必須)
会社名を入力してください。
※｢申込区分｣が｢法人｣の場合、入力可能です。

(7)事業所名・部署名
事業所名・部署名を入力してください。
※｢申込区分｣が｢法人｣の場合、入力可能です。

(8)役職
役職を入力してください。
※｢申込区分｣が｢法人｣の場合、入力可能です。

(9)住所(郵便番号)(必須) 
郵便番号を入力してください。
入力すると都道府県､市区町村が自動で表示されます。

(10)郵便番号検索
クリックすると日本郵便の郵便番号検索画面に遷移します。

(11)住所(都道府県)(必須)
都道府県をリストより選択します。
▽をクリックするとリストが表示されます。

(12)住所(市区町村)(必須)
市区町村を入力してください。

(13)住所(番地・ビル名)
番地･ビル名を入力してください。

(14)電話番号(必須)
電話番号を入力してください。
入力は｢0312345678｣のように入力してください。
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申込責任者情報入力(セミナー)③

申込責任者情報入力(セミナー)画面

(15)FAX番号
FAX番号を入力してください。
入力は｢0312345678｣のように入力してください。

(16)メールアドレス(必須)
メールアドレスを入力してください。

(17)メールアドレス(確認)(必須)  
(16)に入力したメールアドレスと同じメールアドレスを入力
してください。

(18)次へ進む
クリックすると､｢参加者情報入力(セミナー)｣画面に遷移します。
必須項目が未入力の場合、入力内容にエラーがある場合､エラー
項目に遷移します。

(19)戻る
クリックすると､｢ショッピングカート(セミナー)｣画面に遷移します。
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③参加者情報入力(セミナー)画面
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参加者情報入力(セミナー)①

参加者情報入力(セミナー)画面

セミナー申込の参加者情報を入力します。
参加者情報は最大30人入力可能です。

1人でお申込みの場合も必ず入力していただきます。
｢申込責任者情報をコピー｣ボタンで申込責任者情報画面で入力した
内容がコピーされます。

必須項目はすべて入力してください。
参加者情報入力画面は1人増えるごとに下に入力項目が追加表示
されます。
参加者情報の入力状況は画面上段(3)参加者情報 状態表示で確認
することが可能です。

(1)画面遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)セミナー申込遷移図
セミナー申込の遷移図を表示します。
セミナー申込終了まで6画面遷移します。
③参加者情報入力が薄緑色で表示されます。

(3)参加者情報 状態表示
参加者情報の入力状態が表示されます。
エラーがある場合､赤字でメッセージが表示されます。
クリックすると該当の参加者情報に遷移します。

(4)参加者を追加
クリックすると参加者情報入力欄が追加されます。
(3)参加者情報 状態表示項目も追加表示されます。

(1)

(2)

(3) (4)

(5)

(6) (7)

(8) (9)

(10) (11)

(12)

(14)
(15)

(13)

(16)

(17)
(18) (19)

(20)
(21)

(22) (23)

(24)

(25)

(4)

(26)

(27)
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参加者情報入力(セミナー)②

参加者情報入力(セミナー)画面

(5)申込責任者情報をコピー
｢申込責任者情報入力(セミナー)｣画面で入力した情報をコピー
します。

コピーされる項目
｢お名前｣､｢お名前(カナ)｣､｢会社名｣､｢事業所名・部署名｣､｢役職｣､
｢参加者メールアドレス｣､
｢メールアドレス確認｣､｢参加者郵便番号｣､｢参加者住所｣､
｢市区町村･町域･番地･建物名｣､｢参加者電話番号｣､｢参加者FAX
番号｣

(6)クリア
入力した内容をクリアします。

(7)削除
参加者情報を削除します。
参加者が1人しか登録されていない場合､メッセージ｢参加者は
一人以上の登録が必要です｣が表示されます。

(8)お名前(必須）
参加者の名前を｢姓｣､｢名｣に分けて入力してください。

(9)お名前(カナ)(必須)
参加者のカナを｢姓｣､｢名｣に分けて入力してください。

(10)会社名(必須)
参加者の会社名を入力してください。
※項目横の｢なし｣にチェックを入れると項目がグレーアウトし､
入力不可となります。

(1)

(2)

(3) (4)

(5)

(6) (7)

(8) (9)

(10) (11)

(12)

(14)
(15)

(13)

(16)

(17)
(18) (19)

(20)
(21)

(22) (23)

(24)

(25)

(4)

(26)

(27)
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参加者情報入力(セミナー)③

参加者情報入力(セミナー)画面

(11)事業所名・部署名
参加者の事業所名・部署名を入力してください。
※項目横の｢なし｣にチェックを入れると項目がグレーアウトし､
入力不可となります。

(12)役職
役職を入力してください。
※項目横の｢なし｣にチェックを入れると項目がグレーアウトし、
入力不可となります。

(13)参加票・資料等の送付先(必須)
｢申込責任者に送付・連絡｣､｢参加者に送付･連絡｣のどちらかを
選択してください。

(14)参加者メールアドレス(必須)
参加者メールアドレスを入力してください。

(15)参加者メールアドレス確認(必須)
(14)と同じメールアドレスを入力してください。

(16)以下の住所の送付先情報(必須）
｢勤務先｣､｢自宅｣のどちらかを選択してください。

(17)参加者郵便番号(必須)
(16)で選択した住所の郵便番号を入力してください。
入力すると自動で都道府県､市区町村を表示します。

(18)郵便番号検索
日本郵便の郵便番号検索画面に遷移します。

(1)

(2)

(3) (4)

(5)

(6) (7)

(8) (9)

(10) (11)

(12)

(14)
(15)

(13)

(16)

(17)
(18) (19)

(20)
(21)

(22) (23)

(24)

(25)

(4)

(26)

(27)
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参加者情報入力(セミナー)④

参加者情報入力(セミナー)画面

(19)都道府県(必須)
都道府県をリストより選択してください。
▽をクリックするとリストが表示されます。

(20)市区町村､町域､番地､建物名(必須)
市区町村､町域､番地､建物名を入力してください。

(21)左枠に入力しきれない場合、こちらにご入力ください。
(20)に入力できなかった住所を記入してください。

(22)参加者電話番号(必須)
参加者電話番号を入力してください。

(23)参加者FAX番号
参加者FAX番号を入力してください。

(24)参加者名簿への掲載可否(必須)
※セミナーにより表示･非表示となります。
｢同意する｣､「同意しない」のどちらかを選択してください。

(25)備考
備考を入力してください。

(26)次へ進む
エラーチェックを行い､エラーがある場合はエラー項目に遷移
します。
エラーがない場合、｢お申込み手続き（セミナー）｣画面へ 遷移
します。

(27)戻る
｢申込責任者情報入力(セミナー)｣画面に遷移します。

(1)

(2)

(3) (4)

(5)

(6) (7)

(8) (9)

(10) (11)

(12)

(14)
(15)

(13)

(16)

(17)
(18) (19)

(20)
(21)

(22) (23)

(24)

(25)

(4)

(26)

(27)
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セミナー申込

お支払い方法
｢クレジットカード｣の場合
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お申込手続き(セミナー)  クレジットカード編①

お申込手続き(セミナー)画面 クレジットカード編

｢お支払方法｣、｢宛名入力｣、｢お問い合わせ｣を入力します。
｢お支払方法｣により表示される内容が変わります。

(1)画面遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)セミナー申込遷移図
セミナー申込の遷移図を表示します。
④お申込手続きが薄緑色で表示されます。

(3)お支払方法(必須)
以下のお支払方法が選択できます。
・クレジットカード
・コンビニ
・銀行振込(請求書）
※クレジットカードの説明を行います。

(4)クレジットカード決済 クレジットカード番号(必須)
お支払を行うクレジットカード番号を入力してください。

(5)クレジットカード決済 カード有効期限(必須)
クレジットカードの有効期限をリストより選択してください。

(6)クレジットカード決済 カード名義人名(必須)
クレジットカードの名義人名をローマ字で入力してください。

(7)クレジットカード決済 セキュリティコード(必須)
クレジットカード裏面に記載されているセキュリティコード
を入力してください。

(8)クレジットカード決済 支払い方法
｢一括払い｣のみとなります。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

(9)
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お申込手続き(セミナー)  クレジットカード編②

お申込手続き(セミナー)画面 クレジットカード編

(9)クレジットカード決済 カード情報登録
次回以降も同じクレジットカードを使用する場合､ チェックを
入れると今回入力したカード情報が選択できるようになります。
※カード情報はカード決済代行会社に保持されます。
高圧ガス保安協会ではクレジットカード情報は保持いたし
ません。

(10)宛名(必須)
請求書・領収書の宛名を入力します。
｢ログインアカウント種別｣により初期値が変わります。
・｢法人｣の場合・・・｢会社名｣が表示されます。
・｢個人｣の場合・・・｢お客様名｣が表示されます。

(11)お問い合わせ
高圧ガス保安協会にお問い合わせする場合、3,000文字以内
で入力してください。

(12)小計・合計・お支払い合計
参加費×参加人数が表示されます。

(13)確認する
エラーチェックを行い、エラーがある場合はエラー
メッセージが表示されます。
エラーがない場合、｢お申込み内容のご確認(セミナー)｣画面
に遷移します。

(14)カートに戻る
｢ショッピングカート(セミナー)｣画面に遷移します。
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

(9)



お申込手続き(セミナー)  クレジットカード編(カード情報登録後) ③

お申込手続き(セミナー)画面
クレジットカード(カード情報登録後)編

｢お支払方法｣、｢宛名入力｣、｢お問い合わせ｣を入力します。
｢お支払方法｣により表示される内容が変わります。
｢カード情報登録｣にチェックを入れ、クレジットカードで2回目
以降に支払いを行う場合、画面表示が変わります。

(1)登録済みクレジットカード決済 カード情報
登録済のクレジットカード情報が表示されています。
支払を行うクレジットカードを選択する。

(2)クレジットカード決済
登録済みクレジットカードとは別のクレジットカードで
支払いを行う場合に選択します。
新しいクレジットカード情報の入力欄が表示されます。(1)

(2)
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お申込内容のご確認(セミナー)  クレジットカード編①

お申込内容のご確認(セミナー)画面 クレジットカード編
ショッピングカート～お申込手続きまでの最終確認画面になります。
お申込み完了前にお申込内容についてご確認いただきます。
登録内容に問題なければ｢利用規約に同意の上申込み｣ボタンを
クリックでセミナー申込処理は完了となります。

(1)画面遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)セミナー申込遷移図
セミナー申込の遷移図を表示します。
⑤お申込内容確認が薄緑色で表示されます。

(3)セミナー申込情報
選択された｢セミナー商品名｣､｢開催会場･日時｣､｢会員区分｣を表示
します。
｢会員区分｣につきましてはお間違いないようにお願い致します。
不明の場合､セミナー詳細画面の｢お問い合わせ｣に連絡をお願い
致します。

(4)セミナー申込責任者情報
入力された内容にお間違えないことをご確認ください。
特に、｢申込責任者｣､｢電話番号｣､｢メールアドレス｣については
ご連絡差し上げる場合があるため、再度ご確認お願い致します。

(5)修正(セミナー申込責任者情報)
(4)セミナー申込責任者情報に誤りがある場合､｢修正｣ボタンを
クリックしてください。
｢申込責任者情報入力(セミナー)｣画面に遷移します。
申込責任者情報の修正後｢次へ進む｣をクリックすると､
｢お申込み手続き(セミナー)｣画面に遷移します。

(6)セミナー参加者情報
入力された内容にお間違えないことをご確認ください。
特に、｢参加者氏名｣､｢電話番号｣､｢メールアドレス｣については
ご連絡差し上げる場合があるため、再度ご確認お願い致します。

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

(6) (7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
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お申込内容のご確認(セミナー)  クレジットカード編②

お申込内容のご確認(セミナー)画面 クレジットカード編

(7)修正(セミナー参加者情報)
(6)セミナー参加者情報に誤りがある場合､｢修正｣ボタンをクリック
してください。
｢参加者情報入力(セミナー)｣画面に遷移します。

(8)お支払い方法
｢クレジットカード｣が表示されます。

(9)宛名入力
｢宛名入力｣に入力された内容が表示されます。

(10)クレジットカード決済(登録済クレジットカード決済)
クレジットカード決済情報が表示されます。
登録済クレジットカードで決済した場合､見出しが｢登録済
クレジットカード決済｣で表示されます。

(11)お問い合わせ
お問い合わせに入力された内容が表示されます。
未入力の場合､空白が表示されます。

(12)小計・合計・お支払い合計
参加費×参加人数が表示されます。

(13)利用規約ボタン
利用規約のリンクをクリックすると､高圧ガス保安協会の利用規約
のページに遷移します。

(14)利用規約に同意の上申込するボタン
(3)セミナー申込情報～(12)小計・合計・お支払い合計に問題が
ない場合、クリックしてください。
｢お申込み完了｣画面に遷移します。
同時にログインアカウントに登録したメールアドレスにサンクス
メールが送信されます。
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(2)

(3)

(4) (5)

(6) (7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)



お申込内容のご確認(セミナー)  クレジットカード編③

お申込内容のご確認(セミナー)画面 クレジットカード編

(15)お申込み手続きに戻るボタン
｢お申込み手続き(セミナー)｣画面に遷移します。
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(12)
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(14)

(15)



お申込完了(セミナー)  クレジットカード編

お申込完了(セミナー)画面 クレジットカード編
セミナー申込が完了いたしました。
お申込完了時点で、ログインアカウントで登録した
メールアドレスにサンクスメールが送信されます。
そちらにも画面に表示されている内容が送信されます。

(1)画面遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)セミナー申込遷移図
セミナー申込の遷移図を表示します。
⑥お申込完了が薄緑色で表示されます。

(3)お申込番号
セミナー申込の問い合わせを行う際に必要となります。
画面を印刷またはサンクスメールにて保存をお願い致します。

(4)トップページへボタン
クリックすると｢トップページ｣画面へ遷移します。

(1)

(2)

(3)

(4)
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サンクスメール クレジットカード編

サンクスメール クレジットカード編
セミナー申込完了画面表示時と同時にログインアカウント情報
に登録されているメールアドレスにサンクスメールが送信され
ます。
内容は｢お申込内容の確認｣画面と｢お申込完了｣画面の内容が送付
されます。

メールにクレジットカードの決済承認が行われたことが記載
されています。
金額は各カード会社の決済日に口座より引き落としが行われ
ます。
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セミナー申込

お支払い方法
｢コンビニ｣の場合
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お申込手続き(セミナー)  コンビニ編①

お申込手続き(セミナー)画面 コンビニ編

｢お支払方法｣、｢宛名入力｣、｢お問い合わせ｣を入力します。
｢お支払方法｣により表示される内容が変わります。

(1)画面遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)セミナー申込遷移図
セミナー申込の遷移図を表示します。
④お申込手続きが薄緑色で表示されます。

(3)お支払方法(必須)
以下のお支払方法が選択できます。
・クレジットカード
・コンビニ
・銀行振込(請求書）
※コンビニの説明を行います。
※お支払い合計が｢300,000円｣超える場合､｢コンビニ｣は表示
されません。

(4)コンビニ決済(必須)
支払いを行うコンビニを選択します。
・ローソン
・ファミリーマート
・ミニストップ
・セブンイレブン（運用開始当初は表示されません。)
・セイコーマート
※必ず選択してください。

(5)宛名(必須)
請求書・領収書の宛名を入力します。
｢ログインアカウント種別｣により初期値が変わります。
・｢法人｣の場合・・・｢会社名｣が表示されます。
・｢個人｣の場合・・・｢お客様名｣が表示されます。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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お申込手続き(セミナー)  コンビニ編②

お申込手続き(セミナー)画面 コンビニ編

(6)お問い合わせ
高圧ガス保安協会にお問い合わせする場合、3,000文字以内
で入力してください。

(7)小計・合計・お支払い合計
参加費×参加人数が表示されます。

(8)確認する
エラーチェックを行い、エラーがある場合はエラー
メッセージが表示されます。
エラーがない場合、｢お申込み内容のご確認(セミナー)｣画面
に遷移します。

(9)カートに戻る
｢ショッピングカート(セミナー)｣画面に遷移します。
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お申込内容のご確認(セミナー)  コンビニ編①

お申込内容のご確認(セミナー)画面 コンビニ編
ショッピングカート～お申込手続きまでの最終確認画面になります。
お申込み完了前にお申込内容についてご確認いただきます。
登録内容に問題なければ｢利用規約に同意の上申込み｣ボタンを
クリックでセミナー申込処理は完了となります。

(1)画面遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)セミナー申込遷移図
セミナー申込の遷移図を表示します。
⑤お申込内容確認が薄緑色で表示されます。

(3)セミナー申込情報
選択された｢セミナー商品名｣､｢開催会場･日時｣､｢会員区分｣を表示
します。
｢会員区分｣につきましてはお間違いないようにお願い致します。
不明の場合､セミナー詳細画面の｢お問い合わせ｣に連絡をお願い
致します。

(4)セミナー申込責任者情報
入力された内容にお間違えことをご確認ください。
特に、｢申込責任者｣､｢電話番号｣､｢メールアドレス｣については
ご連絡差し上げる場合があるため、再度ご確認お願い致します。

(5)修正(セミナー申込責任者情報)
(4)セミナー申込責任者情報に誤りがある場合､｢修正｣ボタンを
クリックしてください。
｢申込責任者情報入力(セミナー)｣画面に遷移します。
申込責任者情報の修正後｢次へ進む｣をクリックすると､
｢お申込み手続き(セミナー)｣ 画面に遷移します。

(6)セミナー参加者情報
入力された内容にお間違えないことをご確認ください。
特に、｢参加者氏名｣､｢電話番号｣､｢メールアドレス｣については
ご連絡差し上げる場合があるため、再度ご確認お願い致します。

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

(6) (7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
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お申込内容のご確認(セミナー)  コンビニ編②

お申込内容のご確認(セミナー)画面 コンビニ編

(7)修正(セミナー参加者情報)
(6)セミナー参加者情報に誤りがある場合､｢修正｣ボタンをクリック
してください。
｢参加者情報入力(セミナー)｣画面に遷移します。

(8)お支払い方法
｢コンビニ｣が表示されます。

(9)宛名入力
｢宛名入力｣に入力された内容が表示されます。

(10)コンビニ選択
選択されたコンビニ名が表示されます。

(11)お問い合わせ
お問い合わせに入力された内容が表示されます。
未入力の場合､空白が表示されます。

(12)小計・合計・お支払い合計
参加費×参加人数が表示されます。

(13)利用規約ボタン
利用規約のリンクをクリックすると､高圧ガス保安協会の利用規約
のページに遷移します。

(14)利用規約に同意の上申込するボタン
(3)セミナー申込情報～(12)小計・合計・お支払い合計に問題が
ない場合、クリックしてください。
｢お申込み完了｣画面に遷移します。
同時にログインアカウントに登録したメールアドレスにサンクス
メールが送信されます。

(15)お申込み手続きに戻るボタン
｢お申込み手続き(セミナー)｣画面に遷移します。
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お申込完了(セミナー)  コンビニ編

お申込完了(セミナー)画面 コンビニ編
セミナー申込が完了いたしました。
(4)にコンビニ毎の支払方法が表示されていますのご確認お願い
いたします。
お申込完了時点で、ログインアカウントで登録したメールアドレス
にサンクスメールが送信されます。
そちらにも画面に表示されている内容が送信されます。

(1)画面遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)セミナー申込遷移図
セミナー申込の遷移図を表示します。
⑥お申込完了が薄緑色で表示されます。

(3)お申込番号
セミナー申込の問い合わせを行う際に必要となります。
画面を印刷またはサンクスメールにて保存をお願い致します。

(4)コンビニ支払方法
各コンビニでの支払い方法が記載されています。
内容を確認し、各コンビニでの支払いをお願い致します。
支払い期限はお申込から5日間となります。
5日間を超えた場合、お申込は無効となります。
画面を印刷またはサンクスメールにて保存をお願い致します。

(5)トップページへボタン
クリックすると｢トップページ｣画面へ遷移します。

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
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サンクスメール コンビニ編

サンクスメール コンビニ編
セミナー申込完了画面表示時と同時にログインアカウント情報に登録
されているメールアドレスにサンクスメールが送信されます。
内容は｢お申込内容の確認｣画面と｢お申込完了｣画面の内容が送付され
ます。

メールに各コンビニでの支払い方法が記載されています。
内容を確認の上、お支払いをお願いいたします。

・セブンイレブンの場合
｢お申込完了画面｣またはメールに記載の払込表URLをクリックし､
払込票を印刷し、セブンイレブンでお支払いをお願い致します。

・セブンイレブン以外の場合
各店舗にある端末の操作方法が｢お申込完了｣画面またはサンクス
メールに記載されています。

コンビニ払いの場合、お支払い期限がお申込完了から5日間となります。
5日間以上経ってからコンビニでお支払いはできませんのでご了承くだ
さい。
お支払いが行われない場合、お申込は無効となりますのでご承知おき
ください。
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セミナー申込

お支払い方法
｢銀行振込(請求書)｣の場合

117
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お申込手続き(セミナー)  銀行振込(請求書)編①

お申込手続き(セミナー)画面 銀行振込(請求書)編

｢お支払方法｣、｢宛名入力｣、｢お問い合わせ｣を入力します。
｢お支払方法｣により表示される内容が変わります。

(1)画面遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)セミナー申込遷移図
セミナー申込の遷移図を表示します。
④お申込手続きが薄緑色で表示されます。

(3)お支払方法(必須)
以下のお支払方法が選択できます。
・クレジットカード
・コンビニ
・銀行振込(請求書）
※銀行振込(請求書)の説明を行います。

(4)宛名(必須)
請求書・領収書の宛名を入力します。
｢ログインアカウント種別｣により初期値が変わります。
・｢法人｣の場合・・・｢会社名｣が表示されます。
・｢個人｣の場合・・・｢お客様名｣が表示されます。

(5)お問い合わせ
高圧ガス保安協会にお問い合わせする場合、3,000文字以内
で入力してください。

(6)小計・合計・お支払い合計
参加費×参加人数が表示されます。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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お申込手続き(セミナー)  銀行振込(請求書)編②

お申込手続き(セミナー)画面 銀行振込(請求書)編

(7)確認する
エラーチェックを行い、エラーがある場合はエラー
メッセージが表示されます。
エラーがない場合、｢お申込み内容のご確認(セミナー)｣
画面 に遷移します。

(8)カートに戻る
｢ショッピングカート(セミナー)｣画面に遷移します。
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お申込内容のご確認(セミナー)  銀行振込(請求書)編①

お申込内容のご確認(セミナー)画面 銀行振込(請求書)編
ショッピングカート～お申込手続きまでの最終確認画面になります。
お申込み完了前にお申込内容についてご確認いただきます。
登録内容に問題なければ｢利用規約に同意の上申込み｣ボタンを
クリックでセミナー申込処理は完了となります。

(1)画面遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)セミナー申込遷移図
セミナー申込の遷移図を表示します。
⑤お申込内容確認が薄緑色で表示されます。

(3)セミナー申込情報
選択された｢セミナー商品名｣､｢開催会場･日時｣､｢会員区分｣を表示
します。
｢会員区分｣につきましてはお間違いないようにお願い致します。
不明の場合､セミナー詳細画面の｢お問い合わせ｣に連絡をお願い
致します。

(4)セミナー申込責任者情報
入力された内容にお間違えことをご確認ください。
特に、｢申込責任者｣､｢電話番号｣､｢メールアドレス｣については
ご連絡差し上げる場合があるため、再度ご確認お願い致します。

(5)修正(セミナー申込責任者情報)
(4)セミナー申込責任者情報に誤りがある場合､｢修正｣ボタンを
クリックしてください。
｢申込責任者情報入力(セミナー)｣画面に遷移します。
申込責任者情報の修正後｢次へ進む｣をクリックすると､
｢お申込み手続き(セミナー)｣画面に遷移します。

(6)セミナー参加者情報
入力された内容にお間違えないことをご確認ください。
特に、｢参加者氏名｣､｢電話番号｣､｢メールアドレス｣については
ご連絡差し上げる場合があるため、再度ご確認お願い致します。

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

(6) (7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
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お申込内容のご確認(セミナー)  銀行振込(請求書)編②

お申込内容のご確認(セミナー)画面 銀行振込(請求書)編

(7)修正(セミナー参加者情報)
(6)セミナー参加者情報に誤りがある場合､｢修正｣ボタンをクリック
してください。
｢参加者情報入力(セミナー)｣画面に遷移します。

(8)お支払い方法
｢銀行振込(請求書)｣が表示されます。

(9)宛名入力
｢宛名入力｣に入力された内容が表示されます。

(10)お問い合わせ
お問い合わせに入力された内容が表示されます。
未入力の場合､空白が表示されます。

(11)小計・合計・お支払い合計
参加費×参加人数が表示されます。

(12)利用規約ボタン
利用規約のリンクをクリックすると､高圧ガス保安協会の利用規約の
ページに遷移します。

(13)利用規約に同意の上申込するボタン
(3)セミナー申込情報～(11)小計・合計・お支払い合計に問題が
ない場合、クリックしてください。
｢お申込み完了｣画面に遷移します。
同時にログインアカウントに登録したメールアドレスにサンクス
メールが送信されます。

(14)お申込み手続きに戻るボタン
｢お申込み手続き(セミナー)｣画面に遷移します。
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お申込完了(セミナー)  銀行振込(請求書)編

お申込完了(セミナー)画面 銀行振込(請求書)編
セミナー申込が完了いたしました。
(4)に振込先情報が表示されていますのご確認お願いいたします。
お申込完了時点で、ログインアカウントで登録したメールアドレスに
サンクスメールが送信されます。
そちらにも画面に表示されている内容が送信されます。

(1)画面遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)セミナー申込遷移図
セミナー申込の遷移図を表示します。
⑥お申込完了が薄緑色で表示されます。

(3)お申込番号
セミナー申込の問い合わせを行う際に必要となります。
画面を印刷またはサンクスメールにて保存をお願い致します。

(4)振込先口座情報
振込先口座情報が記載されています。
画面を印刷またはサンクスメールにて保存をお願い致します。

(5)トップページへボタン
クリックすると｢トップページ｣画面へ遷移します。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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サンクスメール 銀行振込(請求書)編

サンクスメール 銀行振込(請求書)編
セミナー申込完了画面表示時と同時にログインアカウント情報に登録
されているメールアドレスにサンクスメールが送信されます。
内容は｢お申込内容の確認｣画面と｢お申込完了｣画面の内容が送付され
ます。

メールに｢請求書ＵＲＬ｣がありますので、ＵＲＬをクリックすると
｢マイページ/ご注文履歴詳細｣画面に遷移します。
画面に表示されている｢請求書出力｣ボタンより請求書のダウンロード
を行ってください。

請求書は｢マイページ｣⇒｢ご注文履歴｣⇒該当の注文番号の｢詳細を見る｣
をクリックすると､｢請求書｣ボタンが表示されていますので、そちらから
でもダウンロード可能です。
※｢マイページ｣の説明は｢フロント画面操作マニュアル

（共通(アカウント作成等)）｣に記載しています。

(2)

(3)
(4)

(5)
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出版物・保安用品等の注文について

124

目次に戻る



出版物・保安用品等の注文について①
●出版物・保安用品等の注文の流れ
1_出版物・保安用品等一覧より数量を選択後カートに入れるボタンを押下します。※出版物・保安用品等は、商品詳細ページなし

2_この商品をカートに追加するボタンを押下します。 ※カート内商品混在不可モーダルが表示された場合のみ

3_カートへ進むボタン押下します。
4_レジへ進みます。
5_ご注文手続き内容入力後、確認するボタン押下します。
6_ご注文内容確認画面にて、利用規約に同意の上申込するボタン押下します。
7_ご注文完了となります。（サンクスメール届く）

1_一覧より[A: 数量]を選択し[B: カートに入れる]ボタンを押下

2_この商品をカートに追加するボタンを押下

3_カートへ進むボタン押下

4_レジへ進む

A

B

No5,6,7の説明を次ページで行います→
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出版物・保安用品等の注文について②

5_ご注文手続き内容入力後、確認するボタン押下 7_ご注文完了6_ご注文内容確認画面にて、利用規約に同意の上申込するボタン押下

126
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①出版物・保安用品等一覧画面
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出版物･保安用品等一覧画面①

出版物･保安用品等一覧画面

現在購入可能の出版物・保安用品等の一覧が表示されます。
初期表示は20件表示されます。

商品の並び順は左上から｢価格が低い順｣で表示されます。

出版物・保安用品等の詳細については､｢出版物・保安用品等の詳細は
こちら｣をクリックすると高圧ガス保安協会のHPに遷移します。
出版物・保安用品等の詳細が記載されておりますので参照してください。

(1)ページ遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)出版物・保安用品等の詳細はこちらボタン
クリックすると高圧ガス保安協会のHPに遷移します。
出版物・保安用品等の詳細が記載されておりますので、購入する
出版物・保安用品等の内容を確認し購入する本について確認して
ください。

(3)検索結果件数
条件に合致したセミナー商品の件数が表示されます。

(4)表示件数
初期値は｢20件｣です。
▽をクリックすると｢20件｣､｢40件｣､｢60件｣が選択可能です。

(5)表示順
初期値は｢価格が低い順｣です。
｢価格が低い順｣､｢価格が高い順｣､｢新着順｣が選択可能です。

(6)商品一覧
購入可能な｢商品名｣､｢一般価格｣が表示されます。
セット商品の場合､｢一般価格｣､｢セット値引き｣､｢セット価格｣が
表示されます。

(1)
(2)

(5)
(6)

(3) (4)

(7)
(8)

(9)
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出版物･保安用品等一覧画面②
出版物･保安用品等一覧画面

(6)商品一覧
購入可能な｢商品名｣､｢一般価格｣が表示されます。
セット商品の場合､｢一般価格｣､｢セット値引き｣､｢セット価格｣が
表示されます。
商品が｢保安用品｣の場合､商品名の下に｢保安用品｣の緑のラベルが
表示されます。

(7)数量
初期値は｢1｣が表示されています。
数量を変更する場合、直接入力またはカーソルを設定すると上下の
｢▲｣｢▼｣が表示されますので、クリックして数量を変更してください。
｢1｣以下にはなりません。

(8)カートに入れるボタン
該当の商品の｢カートに入れる｣ボタンをクリックすると､｢カートに
追加しました｣のメッセージが表示されます。
・｢カートに進む｣をクリック
｢ショッピングカート(出版物・保安用品等)｣画面に遷移します。

・｢お買い物を続ける｣をクリック
｢出版物・保安用品等一覧｣画面に制御が戻り､続けて商品の選択
が可能となります。

(9)ページ遷移
表示される商品が(3)検索結果件数>(4)表示件数以上になる場合に
表示されます。
現在表示されているページ数が濃く表示されています。

(1)
(2)

(5)
(6)

(3) (4)

(7)
(8)

(9)
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出版物･保安用品等一覧画面③ ショッピングカート追加について

出版物･保安用品等一覧画面（ショッピングカート追加について）
出版物･保安用品等一覧画面の｢カートに入れる｣ボタンをクリックすると、｢ショッピングカート｣に選択した出版物・保安用品等を追加します。
｢ショッピングカート｣の状態により表示されるメッセージが違います。

(1)カートに追加しました。
｢ショッピングカート｣に何も商品が入っていない場合に表示されます。
｢カートへ進む｣ボタンをクリックすると､｢ショッピングカート(出版物・保安用品等)｣画面に遷移します。
｢お買い物を続ける｣ボタンをクリックすると､｢出版物・保安用品等一覧｣画面に制御が戻ります。

(2)ご確認ください
｢ショッピングカート｣にセミナー商品が入っている場合に(2)のメッセージが表示されます。
出版物・保安用品等商品とセミナー商品は同時に｢ショッピングカート｣に入れることはできないため､確認のメッセージとなります。
｢この商品をカートに追加する｣ボタンをクリックすると､｢ショッピングカート｣に入っている商品を削除し､(1)のメッセージが表示
されます。
｢キャンセル｣ボタンをクリックすると､｢出版物・保安用品等一覧｣画面に制御が戻ります。

※｢出版物・保安用品等一覧｣画面に制御が戻った場合に｢ショッピングカート｣に入った商品をそのまま申込する場合、画面上段の
｢ショッピングカート｣をクリックすると､｢カートに進む｣ボタンと｢キャンセル｣ボタンが表示されます。
｢カートに進む｣ボタンをクリックすると､｢ショッピングカート(出版物・保安用品等)｣画面に遷移し､申込が進められます。

(1)

(2)
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②ショッピングカート(出版物・保安用品等)画面
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ショッピングカート(出版物・保安用品等)画面①

ショッピングカート(出版物・保安用品等)画面
出版物・保安用品等一覧画面で｢カートに入れる｣ボタンを
クリックした商品が明細に表示されます。
ショッピングカート内に表示された商品の削除、数量の
変更が行えます。

(1)ページ遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)出版物・保安用品等購入遷移図
出版物・保安用品等購入完了までの遷移図を表示します。
①カートの商品が薄緑色で表示されます。

(3)商品合計金額表示
ショッピングカート内の合計金額が表示されます。

(4)商品削除
明細に表示された商品の削除を行います。
｢×｣をクリックすると｢カートから商品を削除しても
よろしいですか?｣のメッセージが表示されます。
｢ＯＫ｣･････････商品が削除されます。
｢キャンセル｣･･･削除を中止します。

(5)数量変更
｢－｣､｢＋｣をクリックすると、数量が増減します。
それに伴い(3)商品合計金額表示､(6)｢小計｣､(7)｢合計｣が
再計算されます。
｢数量｣は｢1｣以下にはなりません。

(6)小計
｢数量 × 一般価格(セット価格)｣が表示されます。

(7)合計
明細に表示されている(6)小計の集計値が表示されます。

(1)

(2)

(7)

(8)

(4)
(5)

(9)

(6)

(3)
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ショッピングカート(出版物・保安用品等)画面②

ショッピングカート(出版物・保安用品等)画面

(8)レジに進むボタン
｢ご注文手続き（出版物・保安用品等）｣画面に遷移します。
※この時点までに｢ログイン｣されていない場合､｢ログイン｣
画面に遷移します。
ログイン後は｢ご注文手続き(出版物・保安用品等)｣画面
に遷移します。

(9)お買い物を続けるボタン
｢出版物・保安用品等一覧｣画面に遷移します。

(1)

(2)

(6)

(7)

(3)
(4)

(8)

(5)
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出版物・保安用品等

お支払い方法
｢クレジットカード｣編

134

目次に戻る



ご注文手続き(出版物・保安用品等)画面① クレジットカード編

ご注文手続き(出版物・保安用品等)画面 クレジットカード編

ご注文手続きを行います。
配送先、お支払い方法等が選択できます。
配送先、商品の重さにより、送料が計算され｢小計｣の下に表示されます。

(1)ページ遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)出版物・保安用品等購入遷移図
出版物・保安用品等購入完了までの遷移図を表示します。
②ご注文手続きが薄緑色で表示されます。

(3)お客様情報
ログインしているお客様のログイン情報が表示されます。
表示内容は｢会社名｣､｢事業所名･部署名｣､｢役職｣､｢お名前｣､
｢お名前(カナ)｣､｢住所｣､｢電話番号｣､｢FAX番号｣､｢メールアドレス｣。
※｢会社名｣､｢事業所名･部署名｣､｢役職｣は｢ログインアカウント種別｣
が｢法人｣の場合のみ表示されます。

(4)配送情報
配送情報が登録されていない場合､(1)お客様情報と同じ情報が表示
されます。
表示内容は｢会社名｣､｢事業所名･部署名｣､｢役職｣､｢お名前｣､
｢お名前(カナ)｣､｢住所｣､｢電話番号｣､｢FAX番号｣。
※｢会社名｣､｢事業所名･部署名｣､｢役職｣は｢ログインアカウント種別｣

が｢法人｣の場合のみ表示されます。

｢電話番号｣の下にショッピングカートに入れた｢商品名｣､｢価格｣､
｢数量｣､｢小計｣が表示されます。

(5)変更ボタン
クリックすると｢お届け先の指定｣画面に遷移します。
配送先の新規お届け先の追加、変更、削除が行えます。
詳細については別ページにて記載します。

(7)
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ご注文手続き(出版物・保安用品等)画面② クレジットカード編

ご注文手続き(出版物・保安用品等)画面 クレジットカード編

(6)お支払方法(必須)
以下のお支払方法が選択できます。
・クレジットカード
・コンビニ
・銀行振込(請求書）
※クレジットカードの説明を行います。

(7)クレジットカード決済 クレジットカード番号(必須)
お支払を行うクレジットカード番号を入力してください。

(8)クレジットカード決済 カード有効期限(必須)
カードの有効期限をリストより選択してください。

(9)クレジットカード決済 カード名義人名(必須)
カードの名義人名をローマ字で入力してください。

(10)クレジットカード決済 セキュリティコード(必須)
カード裏面に記載されているセキュリティコードを入力
してください。

(11)クレジットカード決済 支払い方法
｢一括払い｣のみとなります。

(12)クレジットカード決済 カード情報登録
次回以降も同じクレジットカードを使用する場合､ チェックを
入れると今回入力したカード情報が選択できるようになります。
※カード情報はカード決済代行会社に保持されます。
高圧ガス保安協会ではクレジットカード情報は保持いたし
ません。

(13)宛名(必須)
請求書・領収書の宛名を入力します。
｢ログインアカウント種別｣により初期値が変わります。
・｢法人｣の場合・・・｢会社名｣が表示されます。
・｢個人｣の場合・・・｢お客様名｣が表示されます。
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ご注文手続き(出版物・保安用品等)画面③ クレジットカード編

ご注文手続き(出版物・保安用品等)画面 クレジットカード編

(14)お問い合わせ
高圧ガス保安協会にお問い合わせする場合、200文字以内で入力
してください。

(15)小計・送料・合計・お支払い合計
小計は｢一般価格(セット商品価格)×数量｣のすべての商品計が表示
されます。
送料はお届け先の住所、購入商品の重さの合計により算出されます。
合計･お支払い合計は小計＋送料が表示されます。

(16)確認する
エラーチェックを行い、エラーがある場合はエラーメッセージが
表示されます。
エラーがない場合、｢ご注文内容のご確認（出版物・保安用品等）｣
画面に遷移します。
※以下の場合、｢確認する｣ボタンは表示されません。
指定された画面で登録内容の修正をお願いいたします。
選択された商品は上部｢ログアウト｣の隣にある｢カート｣に
保持されています。
再度、ご注文を行う場合は｢カート｣をクリックし、｢カートへ
進む｣をクリックしてください。
｢ショッピングカート（出版物・保安用品等）｣画面へ遷移し、
お買い物が再開できます。

①お客様情報と配送情報が同じ場合
｢マイページ｣→｢ログインアカウント情報編集｣画面でログイン
アカウント情報の内容修正をお願いいたします。

②お客様情報と配送情報が違う場合
｢マイページ｣→｢お届け先一覧｣画面でお届け先情報の内容修正
をお願いいたします。

(17)カートに戻る
｢ショッピングカート(出版物・保安用品等)｣画面に遷移します。
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ご注文手続き(出版物・保安用品等)画面④ クレジットカード(カード情報登録後)編

ご注文手続き(出版物・保安用品等)画面
クレジットカード(カード情報登録後)編

｢配送情報｣､｢お支払方法｣、｢宛名入力｣、｢お問い合わせ｣を入力します。
｢お支払方法｣により表示される内容が変わります。
｢カード情報登録｣にチェックを入れ、クレジットカードで2回目以降に
支払いを行う場合、画面表示が変わります。

(1)登録済みクレジットカード決済 カード情報
登録済のクレジットカード情報が表示されています。
支払を行うクレジットカードを選択する。

(2)クレジットカード決済
登録済みクレジットカードとは別のクレジットカードで支払いを
行う場合に選択します。
新しいクレジットカード情報の入力欄が表示されます。

(1)

(2)
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ご注文内容の確認(出版物・保安用品等)画面① クレジットカード編

ご注文内容の確認(出版物・保安用品等)画面 クレジットカード編

ご注文内容の確認画面です。
注文内容に問題がなければ、｢利用規約に同意の上注文する｣ボタンを
クリックすることで注文が完了します。

(1)ページ遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)出版物・保安用品等購入遷移図
出版物・保安用品等購入完了までの遷移図を表示します。
③ご注文内容確認が薄緑色で表示されます。

(3)お客様情報
ログインアカウント情報で入力された内容が表示されます。

(4)配送情報
｢ご注文手続き(出版物・保安用品等）｣画面で設定されたお届け先情報が
表示されます。

(5)お支払い方法
選択したお支払い方法が表示されます。
今回は｢クレジットカード｣です。

(6)宛名入力
｢ご注文手続き(出版物・保安用品等）｣画面で設定された宛名が表示され
ます。

(7)クレジットカード決済情報
クレジットカード情報が表示されます。

(8)お問い合わせ
｢ご注文手続き(出版物・保安用品等）｣画面で設定されたお問い合わせが
表示されます。

(1)

(2)

(7)

(8)

(3)

(4)

(9)

(6)

(10)

(11)

(12)

(5)
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ご注文内容の確認(出版物・保安用品等)画面② クレジットカード編

ご注文内容の確認(出版物・保安用品等)画面 クレジットカード編

(9)小計・送料・合計・お支払い合計
｢ご注文手続き(出版物・保安用品等）｣画面で設定された小計・送料・
合計・お支払い合計が表示されます。

(10)利用規約
クリックすると、利用規約のページに遷移します。

(11)利用規約に同意の上注文するボタン
クリックすると、｢ご注文完了｣画面に遷移します。
同時にアカウント情報で登録したメールアドレスにサンクスメールが
送信されます。

(12)ご注文手続きに戻るボタン
クリックすると､｢ご注文手続き(出版物・保安用品等)｣画面に遷移します。
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ご注文完了(出版物・保安用品等)画面 クレジットカード編

ご注文完了(出版物・保安用品等)画面

(1)ページ遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)出版物・保安用品等購入遷移図
出版物・保安用品等購入完了までの遷移図を表示します。
②ご注文手続きが薄緑色で表示されます。

(3)お申込番号
出版物・保安用品等の注文の問い合わせを行う際に必要となります。
画面を印刷またはサンクスメールにて保存をお願い致します。

(4)トップページへボタン
クリックすると、｢トップページ｣画面へ遷移します。

(1)

(2)

(4)

(3)
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サンクスメール クレジットカード編

サンクスメール クレジットカード編
出版物・保安用品等注文完了画面表示時と同時にログインアカウント情報に
登録されているメールアドレスにサンクスメールが送信されます。
内容は｢お申込内容の確認｣画面と｢お申込完了｣画面の内容が送付され
ます。

メールにクレジットカードの決済承認が行われたことが記載されています。
金額は各カード会社の決済日に口座より引き落としが行われます。
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出版物・保安用品等

お支払い方法
｢コンビニ｣編
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ご注文手続き(出版物・保安用品等)画面① コンビニ編

ご注文手続き(出版物・保安用品等)画面 コンビニ編
ご注文手続きを行います。
配送先、お支払い方法等が選択できます。
配送先、商品の重さにより、送料が計算され｢小計｣の下に表示されます。

(1)ページ遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)出版物・保安用品等購入遷移図
出版物・保安用品等購入完了までの遷移図を表示します。
②ご注文手続きが薄緑色で表示されます。

(3)お客様情報
ログインしているお客様のログイン情報が表示されます。
表示内容は｢会社名｣､｢事業所名･部署名｣､｢役職｣､｢お名前｣､｢お名前(カナ)｣､
｢住所｣､｢電話番号｣､｢FAX番号｣､｢メールアドレス｣。
※｢会社名｣､｢事業所名･部署名｣､｢役職｣は｢ログインアカウント種別｣が
｢法人｣の場合のみ表示されます。

(4)配送情報
配送情報が登録されていない場合､(1)お客様情報と同じ情報が表示されます。
表示内容は｢会社名｣､｢事業所名･部署名｣､｢役職｣､｢お名前｣､｢お名前(カナ)｣､
｢住所｣､｢電話番号｣､｢FAX番号。
※｢会社名｣､｢事業所名･部署名｣､｢役職｣は｢ログインアカウント種別｣が
｢法人｣の場合のみ表示されます。

｢電話番号｣の下にショッピングカートに入れた｢商品名｣､｢価格｣､｢数量｣､
｢小計｣が表示されます。

(5)変更ボタン
クリックすると｢お届け先の指定｣画面に遷移します。
配送先の新規お届け先の追加、変更、削除が行えます。
詳細については別ページにて記載します。
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ご注文手続き(出版物・保安用品等)画面② コンビニ編

ご注文手続き(出版物・保安用品等)画面 コンビニ編

(6)お支払方法(必須)
以下のお支払方法が選択できます。
・クレジットカード
・コンビニ
・銀行振込(請求書）
※コンビニの説明を行います。
※お支払い合計が｢300,000円｣超える場合､｢コンビニ｣は表示されません。

(7)コンビニ決済(必須)
支払いを行うコンビニを選択します。
・ローソン
・ファミリーマート
・ミニストップ
・セブンイレブン（運用開始当初は表示されません。)
・セイコーマート
※必ず選択してください。

(8)宛名(必須)
請求書・領収書の宛名を入力します。
｢ログインアカウント種別｣により初期値が変わります。
・｢法人｣の場合・・・｢会社名｣が表示されます。
・｢個人｣の場合・・・｢お客様名｣が表示されます。

(9)お問い合わせ
高圧ガス保安協会にお問い合わせする場合、3,000文字以内で入力して
ください。

(10)小計・送料・合計・お支払い合計
小計は｢一般価格(セット商品価格)×数量｣のすべての商品計が表示
されます。
送料はお届け先の住所、購入商品の重さの合計により算出されます。
合計･お支払い合計は小計＋送料が表示されます。
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ご注文手続き(出版物・保安用品等)画面③ コンビニ編

ご注文手続き(出版物・保安用品等)画面 コンビニ編

(11)確認する
エラーチェックを行い、エラーがある場合はエラーメッセージが表示
されます。
エラーがない場合、｢ご注文内容のご確認（出版物・保安用品等）｣画面
に遷移します。
※以下の場合、｢確認する｣ボタンは表示されません。
指定された画面で登録内容の修正をお願いいたします。
選択された商品は上部｢ログアウト｣の隣にある｢カート｣に
保持されています。
再度、ご注文を行う場合は｢カート｣をクリックし、｢カートへ
進む｣をクリックしてください。
｢ショッピングカート（出版物・保安用品等）｣画面へ遷移し、
お買い物が再開できます。

①お客様情報と配送情報が同じ場合
｢マイページ｣→｢ログインアカウント情報編集｣画面でログイン
アカウント情報の内容修正をお願いいたします。

②お客様情報と配送情報が違う場合
｢マイページ｣→｢お届け先一覧｣画面でお届け先情報の内容修正
をお願いいたします。

(12)カートに戻る
｢ショッピングカート(出版物・保安用品等)｣画面に遷移します。
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ご注文内容の確認(出版物・保安用品等)画面① コンビニ編

ご注文内容の確認(出版物・保安用品等)画面

ご注文内容の確認画面です。
注文内容に問題がなければ、｢利用規約に同意の上注文する｣ボタンをクリック
することで注文が完了します。

(1)ページ遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)出版物・保安用品等購入遷移図
出版物・保安用品等購入完了までの遷移図を表示します。
③ご注文内容確認が薄緑色で表示されます。

(3)お客様情報
ログインアカウント情報で入力された内容が表示されます。

(4)配送情報
｢ご注文手続き(出版物・保安用品等）｣画面で設定されたお届け先情報が
表示されます。

(5)お支払い方法
選択したお支払い方法が表示されます。
今回は｢コンビニ｣です。

(6)宛名入力
｢ご注文手続き(出版物・保安用品等）｣画面で設定された宛名が表示され
ます。

(7)コンビニ選択
選択したコンビニ情報が表示されます。

(8)お問い合わせ
｢ご注文手続き(出版物・保安用品等）｣画面で設定されたお問い合わせが
表示されます。

(9)

(1)
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ご注文内容の確認(出版物・保安用品等)画面② コンビニ編

ご注文内容の確認(出版物・保安用品等)画面

(9)小計・送料・合計・お支払い合計
｢ご注文手続き(出版物・保安用品等）｣画面で設定された小計・送料・
合計・お支払い合計が表示されます。

(10)利用規約
クリックすると、利用規約のページに遷移します。

(11)利用規約に同意の上注文するボタン
クリックすると、｢ご注文完了｣画面に遷移します。
同時にアカウント情報で登録したメールアドレスにサンクスメールが送信
されます。

(12)ご注文手続きに戻るボタン
クリックすると､｢ご注文手続き(出版物・保安用品等)｣画面に遷移します。
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ご注文完了(出版物・保安用品等)画面 コンビニ編

ご注文完了(出版物・保安用品等)画面

(1)ページ遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)出版物・保安用品等購入遷移図
出版物・保安用品等購入完了までの遷移図を表示します。
②ご注文手続きが薄緑色で表示されます。

(3)お申込番号
出版物・保安用品等の注文の問い合わせを行う際に必要となります。
画面を印刷またはサンクスメールにて保存をお願い致します。

(4)トップページへボタン
クリックすると、｢トップページ｣画面へ遷移します。

(1)

(2)

(3)

(4)
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サンクスメール コンビニ編

サンクスメール コンビニ編
セミナー申込完了画面表示時と同時にログインアカウント情報に登録
されているメールアドレスにサンクスメールが送信されます。
内容は｢お申込内容の確認｣画面と｢お申込完了｣画面の内容が送付され
ます。

メールに各コンビニでの支払い方法が記載されています。
内容を確認の上、お支払いをお願いいたします。

・セブンイレブンの場合
｢お申込完了画面｣またはメールに記載の払込表URLをクリックし､
払込票を印刷し、セブンイレブンでお支払いをお願い致します。

・セブンイレブン以外の場合
各店舗にある端末の操作方法が｢お申込完了｣画面またはサンクスメール
に記載されています。

コンビニ払いの場合、お支払い期限がお申込完了から5日間となります。
5日間以上経ってからコンビニでお支払いはできませんのでご了承くだ
さい。
お支払いが行われない場合、お申込は無効となりますのでご承知おき
ください。
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出版物・保安用品等

お支払い方法
｢銀行振込(請求書)｣編
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ご注文手続き(出版物・保安用品等)画面① 銀行振込(請求書)編

ご注文手続き(出版物・保安用品等)画面 銀行振込(請求書)編
ご注文手続きを行います。
配送先、お支払い方法等が選択できます。
配送先、商品の重さにより、送料が計算され｢小計｣の下に表示されます。

(1)ページ遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)出版物・保安用品等購入遷移図
出版物・保安用品等購入完了までの遷移図を表示します。
②ご注文手続きが薄緑色で表示されます。

(3)お客様情報
ログインしているお客様のログイン情報が表示されます。
表示内容は｢会社名｣､｢事業所名･部署名｣､｢役職｣､｢お名前｣､｢お名前(カナ)｣､
｢住所｣､｢電話番号｣､｢FAX番号｣､｢メールアドレス｣。
※｢会社名｣､｢事業所名･部署名｣､｢役職｣は｢ログインアカウント種別｣が｢法人｣
の場合のみ表示されます。

(4)配送情報
配送情報が登録されていない場合､(1)お客様情報と同じ情報が表示されます。
表示内容は｢会社名｣､｢事業所名･部署名｣､｢役職｣､｢お名前｣､｢お名前(カナ)｣､
｢住所｣､｢電話番号｣､｢FAX番号。
※｢会社名｣､｢事業所名･部署名｣､｢役職｣は｢ログインアカウント種別｣が｢法人｣
の 場合のみ表示されます。

｢電話番号｣の下にショッピングカートに入れた｢商品名｣､｢価格｣､｢数量｣､｢小計｣
が表示されます。

(5)変更ボタン
クリックすると｢お届け先の指定｣画面に遷移します。
配送先の新規お届け先の追加、変更、削除が行えます。
詳細については別ページにて記載します。
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ご注文手続き(出版物・保安用品等)画面② 銀行振込(請求書)編

ご注文手続き(出版物・保安用品等)画面 銀行振込(請求書)編

(6)お支払方法(必須)
以下のお支払方法が選択できます。
・クレジットカード
・コンビニ
・銀行振込(請求書）
※銀行振込(請求書)の説明を行います。
※銀行振込(請求書)は｢ログインアカウント種別｣が｢個人｣の場合は表示
されません。

(7)宛名(必須)
請求書・領収書の宛名を入力します。
｢ログインアカウント種別｣により初期値が変わります。
・｢法人｣の場合・・・｢会社名｣が表示されます。
・｢個人｣の場合・・・｢お客様名｣が表示されます。

(8)お問い合わせ
高圧ガス保安協会にお問い合わせする場合、3,000文字以内で入力して
ください。

(9)小計・送料・合計・お支払い合計
小計は｢一般価格(セット商品価格)×数量｣のすべての商品計が表示され
ます。
送料はお届け先の住所、購入商品の重さの合計により算出されます。
合計･お支払い合計は小計＋送料が表示されます。
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ご注文手続き(出版物・保安用品等)画面③ 銀行振込(請求書)編

ご注文手続き(出版物・保安用品等)画面 銀行振込(請求書)編

(10)確認する
エラーチェックを行い、エラーがある場合はエラーメッセージが表示
されます。
エラーがない場合、｢ご注文内容のご確認（出版物・保安用品等）｣画面
に遷移します。
※以下の場合、｢確認する｣ボタンは表示されません。
指定された画面で登録内容の修正をお願いいたします。
選択された商品は上部｢ログアウト｣の隣にある｢カート｣に
保持されています。
再度、ご注文を行う場合は｢カート｣をクリックし、｢カートへ
進む｣をクリックしてください。
｢ショッピングカート（出版物・保安用品等）｣画面へ遷移し、
お買い物が再開できます。

①お客様情報と配送情報が同じ場合
｢マイページ｣→｢ログインアカウント情報編集｣画面でログイン
アカウント情報の内容修正をお願いいたします。

②お客様情報と配送情報が違う場合
｢マイページ｣→｢お届け先一覧｣画面でお届け先情報の内容修正
をお願いいたします。

(11)カートに戻る
｢ショッピングカート(出版物・保安用品等)｣画面に遷移します。
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ご注文内容の確認(出版物・保安用品等)画面① 銀行振込(請求書)編

ご注文内容の確認(出版物・保安用品等)画面

ご注文内容の確認画面です。
注文内容に問題がなければ、｢利用規約に同意の上注文する｣ボタンをクリック
することで注文が完了します。

(1)ページ遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)出版物・保安用品等購入遷移図
出版物・保安用品等購入完了までの遷移図を表示します。
③ご注文内容確認が薄緑色で表示されます。

(3)お客様情報
ログインアカウント情報で入力された内容が表示されます。

(4)配送情報
｢ご注文手続き(出版物・保安用品等）｣画面で設定されたお届け先情報が
表示されます。

(5)お支払い方法
選択したお支払い方法が表示されます。
今回は｢銀行振込(請求書)｣です。

(6)宛名入力
｢ご注文手続き(出版物・保安用品等）｣画面で設定された宛名が表示され
ます。

(7)お問い合わせ
｢ご注文手続き(出版物・保安用品等）｣画面で設定されたお問い合わせが
表示されます。

(8)小計・送料・合計・お支払い合計
｢ご注文手続き(出版物・保安用品等）｣画面で設定された小計・送料・合計・
お支払い合計が表示されます。
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ご注文内容の確認(出版物・保安用品等)画面② 銀行振込(請求書)編

ご注文内容の確認(出版物・保安用品等)画面

(9)利用規約
クリックすると、利用規約のページに遷移します。

(10)利用規約に同意の上注文するボタン
クリックすると、｢ご注文完了｣画面に遷移します。
同時にアカウント情報で登録したメールアドレスにサンクスメールが
送信されます。

(11)ご注文手続きに戻るボタン
クリックすると､｢ご注文手続き(出版物・保安用品等)｣画面に遷移します。

156

目次に戻る

(1)

(2)

(7)

(8)
(3)

(4)

(9)

(6)

(10)

(11)

(5)



ご注文完了(出版物・保安用品等)画面 銀行振込(請求書)編

ご注文完了(出版物・保安用品等)画面

(1)ページ遷移
トップページからの画面遷移を表記しています。
青字をクリックすると該当ページに遷移します。

(2)出版物・保安用品等購入遷移図
出版物・保安用品等購入完了までの遷移図を表示します。
④ご注文完了が薄緑色で表示されます。

(3)お申込番号
出版物・保安用品等の注文の問い合わせを行う際に必要となります。
画面を印刷またはサンクスメールにて保存をお願い致します。

(4)トップページへボタン
クリックすると、｢トップページ｣画面へ遷移します。

(1)

(2)

(3)

(4)
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サンクスメール 銀行振込(請求書)

サンクスメール 銀行振込(請求書)編
出版物・保安用品等注文完了画面表示時と同時にログインアカウント情報に登録
されているメールアドレスにサンクスメールが送信されます。
内容は｢お申込内容の確認｣画面と｢お申込完了｣画面の内容が送付され
ます。

メールに｢請求書ＵＲＬ｣がありますので、ＵＲＬをクリックすると
｢マイページ/ご注文履歴詳細｣画面に遷移します。
画面に表示されている｢請求書出力｣ボタンより請求書のダウンロード
を行ってください。

請求書は｢マイページ｣⇒｢ご注文履歴｣⇒該当の注文番号の｢詳細を見る｣
をクリックすると､｢請求書｣ボタンが表示されていますので、そちらから
でもダウンロード可能です。
※｢マイページ｣の説明は｢フロント画面操作マニュアル(共通(アカウント作成等))｣
に記載しています。
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