Web操作補足

基本事項

eurofinsgenomics.jp

ホーム画面にて[新規登録]をクリック。
お客様情報はご注文のお品物をお届け
する情報となりますので、部屋番号など
可能な限り詳しくご記入ください。
（研究室名を明記してください）

●＊印：必須項目 These fields are mandatory
●

パスワードをお忘れの方

印：error → 要修正（登録完了できない理由部分です）

●各項目の英数字、記号類：必ず半角
●ログイン名：半角英数字6～50文字
●パスワード：半角英数字6～12文字
●電話番号：半角ハイフン(-)2個が必須
●郵便番号〒：8文字 ハイフン(-)1個
●番地：半角英数字、記号で入力
(OK)3-5-5

(例) 143-0003
(×NG)３丁目５号５番

●請求代理店名：ご選択ください
本社管轄の場合、営業所欄を「-ご選択ください-」
としてください。
該当する項目が無い場合は「その他」を選び、
（その他代理店情報）欄にご明記ください。
●販売約款：ご同意が必要です

正常に登録完了しますと、
マイプロフィール欄に
「こんにちは」と表示されます。
登録完了メールも配信されます。

こんにちは 〇〇様
When registration is completed,
“Hello(こんにちは)” will be displayed
in the “My Profile” column.

登録に関してお困りのことがございましたら、Web画面全体のスクリーンショット画像（エラーマークや文字
が読解できる解像度）を添付し、お電話番号を明記して営業部までメールでお問い合わせください。
If you have any questions, please attach a readable screenshot and email us for confirming trouble.
登録完了の通知メール・編集更新

件名：【Eurofins Genomics】アカウント登録完了のお知らせ

受信したメールをご確認のうえ、ログイン名をお忘れにならないようご注意ください。
Please check the received e-mail and take care not to forget your account name.

パスワード/登録情報の変更方法・確認方法
1）ホームでログイン →2）「登録情報の編集」クリック → 内容更新
Edit Account (How to change password)
login > click [登録情報の更新(Edit)] > fill in some and save
●お問い合わせ●
ユーロフィンジェノミクス株式会社 営業部
E-mail : sales-jp@eurofins.com

▼ログイン後の画面

こんにちは 〇〇様

ＷＥＢアカウント新規登録 入力ガイド（V101）p1
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ＷＥＢアカウント新規登録

入力項目一覧

可能な限り日本語でご登録ください。
は入力ヒントです。各項目の英数字、記号類は必ず半角をご使用ください。
Please register in Japanese if possible. Be sure to use half-width characters for alphanumerical and signs in each field.
These are hints for registration.

＊印：必須項目

Error マークがでた項目は修正してください。
Please verify these fields and change.

These fields are mandatory

＊Log-in Name : 6-50 characters [半角英数字6～50文字]
＊Password: 6-12 characters [半角英数字6～12文字]
＊Confirm Password:
お客様情報はご注文のお品物をお届けする情報となりますので、
部屋番号など可能な限り詳しくご記入ください。（研究室名を明記してください）

＊Last Name: MAX 10 characters
＊First Name: MAX 10 characters
(例)taro.tokyo@eurofins.com
＊E-mail: MAX 50 characters
(例)ユーロフィン大学 〇〇〇学研究科 ＊University/Company/Institute: MAX 20 characters
＊Laboratory/Department/Group: MAX 20 characters
(例)〇〇〇〇〇学研究室
(例)http://www.eurofinsgenomics.jp ＊Website:
＊Phone: Use 2 hyphens, without +mark and other signs
(例)03-6701-8080
(例)東京
(例)太郎

e.g. 03-6701-8080

(例)03-6701-8088
(例)143-0003

＊FAX: MAX 14 characters
内線番号 Extension # :MAX 10 characters
＊Postal Code 〒: Exactly 8 characters, with 1 hyphen. e.g. 143-0003

＊Prefecture: Click ＆ Select
＊City/Street: MAX 16 characters
(×NG)３丁目５号５番
(例)大田区京浜島3-5-5
(例)日通航空恵仁島センター2F 201号室 ＊Building/Room#: MAX 20 characters. write in detail.
ご選択ください

原則的に代理店経由でのお取引となりますので❑（空欄）のまま進み、代理店を選択してください。
ご希望と異なる場合は登録前にお問い合わせください。
Skip this field and keep it empty. We do not sell directly except in very special cases.

↓
＊＊Billing agency : Click ＆ Select
＊＊Sales office : Click ＆ Select
＊＊Other agency Name :
請求代理店が本社管轄の場合、営業所欄を「-ご選択くださ
い-」としてください。該当する項目が無い場合は「その他」

を選び（その他代理店情報）欄にご明記ください。
If the billing agency is the head office, please keep it
as “ご選択ください(Please select)" in the sales office field.

＊＊販売約款に同意する GTCs :

☑

If the agency name is not on the list, select “その他 Other”

販売約款

販売約款へのご同意が必要です。
Accept the General Terms & Conditions

and write your agency name in the (その他代理店情報
Other agency information) field.

Create Account

正常に登録完了しますと、マイプロフィール欄に「こんにちは」と表示されます。登録完了メールも配信されます。登録に関してお困り
のことがございましたら、Web画面全体のスクリーンショット画像（エラーマークや文字が読解できる解像度）を添付し、お電話番号を
明記して営業部までメールでお問い合わせください。
When registration is completed, “Hello(こんにちは)” will be displayed in the “My Profile” column.
If you have any questions, please attach a readable screenshot and email us for confirming trouble.

●お問い合わせ●
ユーロフィンジェノミクス株式会社 営業部
E-mail : sales-jp@eurofins.com
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