動物学会の会員ＩＤとパスワード入力し、ログインを行ってください。
Please enter your ZSJ member ID and password, then click "Login" button.

会員ＩＤ (ZSJ member ID)：
パスワード (Password)：
パスワードを忘れた場合はこちら
Click here if you have forgotten your password

動物学会の会員用HPにログイン
するときに必要なIDとパスワードを
入力して下さい。
会員ID・パスワードを忘れた方は右
のリンクから問いあわせて下さい。

LOGIN
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日本動物学会第88回大会（富山） 参加申込
The 88th meeting of the Zoological Society of Japan
登録タイプ
日本動物学会員（ZSJ member）

(Registration type)

会場
富山県民会館 (Toyama Prefectural Civic Center)

(Venue)

早期登録割引
5月15日まで (~ May 15)

(Early discount registration)

通常登録
6月1日まで (~June 1)

(Mid registration)

後期登録
6月2日以降(June 2 ~)

(Late registration)

以下の項目に記載頂いた後、"Next"ボタンをクリックしてください。
参加登録手続き完了後に、参加登録完了メールが送信されます

Please fill-in the following form and press the "Next" button at the bottom of this page.
You will then receive a registration e-mail.

大会参加費・懇親会参加費はこちらの表を参照して下さい
早期登録割引

通常登録

後期登録

(Early discount registration)

(Mid registration)

(Late registration)

参加費

懇親会費

参加費

懇親会費

参加費

懇親会費

(Registration)

(Banquet)

(Registration)

(Banquet)

(Registration)

(Banquet)

一般（Regular）

￥8,000

￥7,000

￥9,000

￥8,000

￥10,000

￥9,000

学生（Student）

￥4,000

￥4,000

￥4,000

￥4,000

￥5,000

￥5,000

参加者

(Participant)

*必須項目 (Required)
姓 （Family Name)

http://www.zoology.or.jp/entryform/entry/entry.php

名 (Given Name, Middle Initials)
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氏名を入力して下さい。留学生など漢字の氏名を持たない方は、姓・名欄にはアルファベットで記入して下さい

氏名*

動物

太郎

ふりがなをローマ字表記で記入して下さい。留学生の方には氏名欄の入力を繰り返すようにご指導下さい。

Doubutsu

Furigana*
登録カテゴリー (Registration Category)*

一般（Regular）

懇親会 (Banquet)*

Yes

同伴者の懇親会参加 (Extra banquet ticket for
accompanying person)

Mid
Late

Regular：￥7,000

Student：￥4,000

一般会員・学生会員のどちらかを選択して下さい
懇親会参加の有無を選択して下さい

No

一般 (Regular)

同伴者の懇親会参加費（Prices of extra banquet tickets)
Early

Taro

学生 (Student)

0

0

昨年の国際動物学会に引き続き、お子さんやその保護者として同伴された配偶者の方など
とご一緒に懇親会に参加できますように、同伴者の懇親会参加を予め申し込めるようにい
たしました（動物学会一般会員・学生会員のみ）。ご活用下さい。

Regular：￥8,000 Student：￥4,000
Regular：￥9,000 Student：￥5,000
hogehoge@zoology.or.jp

E-mail*

参加登録完了後に届いて欲しいメールアドレスを間違いなく御記入ください

E-mail Confirmation*
所属１（機関番号 Institutional Code） *

(Choose '99999', when not applicable)

Select

所属２（所属部局番号 Department Code）
*

(Choose '999', when not applicable)
Select
所属表記のブレを防ぐため、e-Radで使用している機関番号、所属部局番号を採用致しました。右側のSelectボタンを押すと出て参ります

検索リストからご自身の所属番号をご選択ください。該当がない方はそれぞれ"99999",”999"を選択後、所属３に全て御記入ください。

所属３（専攻・研究室名 Lab. Name, etc.） *
機関番号・所属部局番号に該当がないかたは所
属１・所属２で「その他」を選択後、こちらに
御記入ください

住所１

(Address1) *

住所２

(Address2)

Please enter your affiliation below.

生物科学専攻・動物学研究室
本郷７ー３ー１

市区町村 (City) *

文京区

都道府県 (Province / State) *

東京都

郵便番号 (ZIP code); *
半角入力してください

123-4567

国名 (Country)
電話番号 (Phone); *
半角入力してください

座長（Session chair）

03-1234-5678
可

口演の座長をお引き受け可能な一般会員の方は”可”をチェック頂き、
また座長可能分野をお選び頂きますよう、御願い申し上げます。

座長可能分野 (Discipline)

http://www.zoology.or.jp/entryform/entry/entry.php

（この項目は、非会員用参加申込フォームには存在しません）
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Cancel

http://www.zoology.or.jp/entryform/entry/entry.php

Next
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日本動物学会第88回大会（富山）

参加申込

The 88th meeting of the Zoological Society of Japan
以下に示された入力内容が正しいかどうか確認してください。
変更の必要がある場合は、このページの最下部にある"BACK"ボタンをクリックして入力画面に戻ってください。

Please confirm your registered data is correct.
If you need to modify, please click the "BACK" button at the bottom of this page.

参加者

(Participant)

氏名

動物

Furigana

Doubutsu, Taro

E-mail

太郎

hidekiabe@gmail.com
hogehoge

所属１（機関番号 Institutional Code）

99999 その他

所属２（所属部局番号 Department Code）

999 その他部局等

所属３（専攻・研究室名 Lab. Name, etc.）

動物科学研究室

住所１

(Address1)

千種区不老町

住所２

(Address2)

市区町村 (City)

名古屋市

都道府県 (Province / State)

愛知県

郵便番号 (ZIP code)

123-4567

国名 (Country)
電話番号 (Phone)

03-1234-5678

座長（Session chair）

可

座長可能分野 (Discipline)

生理

参加費用の明細 (Registration fees detail)
登録カテゴリー (Registration Category)

一般（Regular）

参加費 (Registration)

Yes

￥8,000

懇親会 (Banquet)

Yes

￥7,000

同伴者の懇親会参加 (Extra banquet ticket for

Regular：1

accompanying person)

￥

Total

￥11,000

Student：1

26,000

Act on Specified Commercial Transactions

Back

Submit

上記の入力内容が正しいことを確認後、"Submit"ボタンをクリックすると
参加費支払い画面（クレジットカード決済）に進みます。
参加費支払い画面に一度進んでから訂正事項がありますと、入力内容を一度破棄して
から参加登録を初めからやりなおしになってしまいますので、必ずよく確認してか
ら、参加費支払いに進んでください（訂正事項がある場合はBackボタンをクリック
して訂正してください）。

Enter your credit card information
Payment amount

Yen26,000

We accept the following
credit cards.
Credit Card No.
Expiration Date

4980201704302890
ex) 9876543210123456
01

/

2017

Cancel the operation.

Attention
Payment authorization takes approximately 30 seconds from when the
operation is made.
Please do not press "Payment" button again.
Please do not use the "Back Button".

マニュアル作成時のpdf出力エラーで
なくなっておりますが、クレジットカ
ード番号と有効期限を記入後、矢印
の位置にある、支払いボタンを一度

・本サイトの決済はペイデザイン株式会社が代行しています。

だけクリックしてください。

・当システム内でご入力いただく情報は、SSL暗号化技術で保護さ
れます。

このボタンをクリックすることで参加登録手続きをキャンセル出来ますが、
その場合は初めから参加登録をやりなおしてください（入力されたデータは
全て初期化され破棄されます）。

クレジットカード決済が完了しますと、参加登録完了画面が表示され、Registration IDと領収書へのリンクが
表示されると共に、参加登録完了メールが入力されたメールアドレスに送信されます。
Registration IDは参加登録の問合せや演題登録時に必須となりますので、忘れないように印刷するなどして控
えておいて頂きますよう御願い申し上げます。

