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1.1 JIMGAウェブサイト ートップページー

２）会員ログインをすれば
各ページから 会員価格での
購入・申し込み・ダウンロード
が可能となります。１）・会員価格で

販売物を購入したい！
セミナー(会員ログインを要するセミナー)を申し込みたい！
・会員専用ページ
を見て、資料をダウンロードしたい！
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１）JIMGAウェブサイトにアクセスしてください。

「JIMGA」で検索か
右記URLにアクセスする。https://www.jimga.or.jp/



1.2 会員ログインページ
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会員ログインページ

①「協会案内」→ 「会員企業一覧」

②「パスワードお忘れの方はこちらから」

③「新規ユーザー登録」

④「ユーザー登録済みの方」



1.3 会員ログインする前にご確認

現在のあなたの状況は？

④「ユーザー登録済みの方」
(1.2) へお進みください。

自分の会社がJIMGA

会員会社かどうか
分からない！

②「パスワードお忘れの方はこちら
から」(3.1）をお勧めします。

③「新規ユーザー登録」
(4.1)へお進みください。
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会社はJIMGA会員であるが
自分が既に会員ユーザー登録
しているか忘れた！

会員ユーザー登録済みだが
ログインしたくても
PWを忘れた！

初めてユーザー
登録する

①「協会案内」
「会員企業一覧」(2.1)

確認後、会員だと判明

ユーザー登録済み
PWもわかる

②③④のいずれかへお進みください



2.1 「会員企業一覧」で、JIMGA会員かどうかを確認
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１）「協会案内」をクリック

２）「会員企業一覧」をクリック

ご自分の会社がJIMGAの会員かどうか分からない場合



2.2 「会員企業一覧」で、JIMGA会員かどうかを確認

③
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ご自分の会社名があるかご確認ください。

会員企業一覧画面

ご自分の会社がJIMGAの会員かどうか分からない場合

「会社名」及び「該当する部門の表示（
）」があれば、

会員登録及びログイン後(1.2 ②③④)

「該当部門(医療ガス部門・産業ガス部門）の専用ページ」が、
閲覧可能となり、閲覧・購入・申込をする際に、
会員価格が適用されます。



3.1 パスワードお忘れの方はこちらから

まずは、②「パスワードお忘れの方はこちらから」(3.2)をお勧めします。

パスワードが再送されない場合
新規の登録となります。

③「新規ユーザー登録」(4.1)へお進みください。

入力したメールに
パスワードが
再送されます

①「ユーザー登録済みの方」(1.2)へお進みください。

自分がユーザー登録しているか分からない場合
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会社はJIMGA会員だと分かっているが
自分がユーザー登録をしたか分からない！



3.2 パスワードお忘れの方はこちらからーパスワード再送ー

パスワードお忘れの方はこちらから
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ここを押すと、既に登録済みの方は以前のパスワードが新たな
仮パスワードに再設定されます。ご了承ください。
(複数人で同じメールアドレスを共有し登録している場合も共有者全員のパスワードが
再設定されます)



入力したメールにパスワードが
再送されます。
①「ユーザー登録済みの方」(1.2)

よりログインください。
ご自分のメールアドレスを入力

3.3 パスワードお忘れの方はこちらからーパスワード再送ー

10

送信されるまで２・３分
時差があったり、
迷惑メールフォルダに
入っていることがあります。
お確かめください。



4.1 新規ユーザー登録

「新規ユーザー登録」からお進みください。

新規に登録の場合（2.3分待っても再送メールが届かなかった 場合）
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4.2 新規ユーザー登録ーユーザー仮登録－

クリックし、利用規約を確認する。
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4.3 新規ユーザー登録ー利用規約ー

利用規約を確認
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4.4 新規ユーザー登録 ーユーザー仮登録(利用規約に同意する）ー

利用規約に同意できれば、チェックする。

ユーザー仮登録に進む。
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4.5 新規ユーザー登録 ーユーザー仮登録(会社名検索）ー

会社名を入力する。
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4.6 新規ユーザー登録 ーユーザー仮登録(会社名検索）ー

クリックする。
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4.7 新規ユーザー登録 ーユーザー仮登録(会社名検索）ー

所属している会社名を選択する。
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医療ガス部門専用のセミナー・販売物・閲覧ページを利用したい場合
↓

医療ガス部門の事業所を選択
例） (医療ガス部門会員用)代表事業所 等

産業ガス部門専用のセミナー・販売物・閲覧ページを利用したい場合
↓

産業ガス部門の事業所を選択
例) (産業ガス部門会員用）全事業所



4.8 新規ユーザー登録 ーユーザー仮登録(ドメイン選択）ー

自身が使用しているメールドメインを選択する。
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ご自分のメールアドレスのドメインが、ない場合は、
貴社のJIMGA窓口担当者様からJIMGAに
「ドメイン追加依頼」を出してもらうか、
不明な場合は JIMGA 運営G

03-5425-2255 somu@jimga.or.jp

まで、ご連絡ください。

mailto:somu@jimga.or.jp


4.9 新規ユーザー登録 ーユーザー仮登録(e-メールアドレス登録）ー

自身のe-メールアドレスを入力する。
注意：アドレスは@より前の部分のみ

ご入力ください。
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4.10 新規ユーザー登録 ーユーザー仮登録(e-メールアドレス登録）ー

送信ボタンをクリックする。

20



4.11 新規ユーザー登録 ーユーザー仮登録(e-メールアドレス登録）ー

送信ボタンをクリックする。
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4.12 新規ユーザー登録 ーユーザー仮登録(e-メールアドレス登録）ー

「ユーザー本登録用URLのお知らせ」のメールが
送られます。
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4.13 新規ユーザー登録 ーユーザー本登録(URLのお知らせ）－

ユーザー本登録用URLのお知らせが送信されるので、
URLの部分をクリックする。
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4.14 新規ユーザー登録 ーユーザー本登録－
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ユーザー本登録画面の記入欄に必要事項を
入力する。



4.15 新規ユーザー登録 ーユーザー本登録－
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お好きなログインパスワードを設定してください。
(半角英数文字の2種類以上の組み合わせ。6文字以上）

ここで設定したパスワードは、メモを残すなど、お手元で
大切に保管してください。



4.16 新規ユーザー登録 ーユーザー本登録－

内容確認ボタンをクリックする。

26



4.17 新規ユーザー登録 ーユーザー本登録 (内容確認)－

登録内容を確認する。
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4.18 新規ユーザー登録 ーユーザー本登録 (登録)－

登録ボタンをクリックする。
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4.19 新規ユーザー登録 ーユーザー本登録 (登録)－

登録されたメールに、登録完了メールが送られます。
メール内に表記されている、ログインURLを
クリックし、ID(メールアドレス)・PW（ご自分で
保存してある）を入力しログインしてください。
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