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 Jemai Club のご利⽤について （会員事務連絡担当者の皆さまへ）           
 
Jemai Club サイト内（http://www.e-jemai.jp）の会員限定情報や商品等の会員価格での購⼊を利⽤するには、 
会員の皆様にお送りしている ID とパスワードでログインすることが必要です。 
サイト利⽤にあたっては、必ずログインしてご利⽤ください。ログインせずに商品等を購⼊いただいた場合は、一般価格でのご請
求となりますのでご了承ください。 
 
本サービスについてのご質問、お問い合わせ等は、下記へご連絡ください。 

 
お問い合わせ先  
⼀般社団法⼈産業環境管理協会  ⼈材育成・出版センター  03-5209-7703  e-support@jemai.or.jp 

 
※各会社のセキュリティの関係でログインできない場合があります。その場合は、会社内のシステム関係の方にご相談いただき

セキュリティレベルの変更していただけますようお願いいたします。 
 

会員登録情報はログインし、マイページで確認できます。 

会員登録情報を確認するにはログイン後に表示される『マイページ』ボタンをクリックしてください。現在登録いただいている会員
情報が表示されます。 
会員登録情報として下記の項目が表示されます 

ユーザ ID 都道府県 事業所名等 担当者役職 ⼊会年⽉ 
所属コード 市区町村 事業所名等カナ 担当者氏名 業種 1 
口数 番地 代表者役職 担当者氏名カナ 業種 2 
級別 ビル名等 代表者氏名 電話番号 業種 3 
会員番号 会社名 代表者氏名カナ FAX 番号 業種 4 
郵便番号 会社名カナ 部署名 メールアドレス 業種 5 

 

パスワードの変更、購⼊履歴の表示ができます。 

マイページでは、上記の会員情報表示のほか、パスワードの変更と購⼊履歴の表示ができます。 

                 

協会会員情報、パスワード
変更、購⼊履歴のボタンが
表示されます 
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パスワードを忘れた場合は、担当者へメールでお知らせできます。 

事務連絡担当者のメールアドレスの登録がある場合は、ログイン画面の『パスワードを忘れた方はこちら』をクリックして、登録メ
ールアドレスを⼊⼒していただければ、登録メールアドレスへパスワードを送信します。 

 

 

Jemai Club（www.e-jemai.jp）サイト内の商品は、同時に購⼊できます。（通信教育以外） 

Jemai Club 内の商品ならびにサービスは、原則として他の商品と同時購⼊ができますので、複数の発注が一度ですみます。
ご購⼊については「商品等のご購⼊の⼿引き（ご利⽤者の皆さまへ）」(3 ページ)でご確認ください。 
 

会員登録情報を変更する場合には、登録情報変更届をご提出ください。 

会員登録情報の変更がある場合は、サイ
トの右下『ご利⽤ガイド』の申込み⽤紙の
ページから「登録内容変更届」をダウンロー
ドし、FAX やメール添付、郵送等でご提出
ください。 
なお、登録事業所等情報の項目は、お客
様が自由に登録できます。口数による ID、
パスワードの管理に利⽤できます。登録事
業所等情報に⼊⼒した情報は商品等の
購⼊時の送付先のデータとして利⽤できま
す。 

クリックするとメールアドレスを⼊⼒
するページが表示されます 
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 商品等のご購⼊の手引き （ご利⽤者の皆さまへ）                                  
 
※会社のセキュリティの関係でログインできない場合があります。その場合は、会社内のシステム関係の方にご相談いただき 
セキュリティレベルの変更をしてくださいますようお願いいたします。 

購⼊前のご注意 

Jemai Club サイト内（http://www.e-jemai.jp）の会員限定情報や商品等の会員価格での購⼊を利⽤するには、 
会員の皆様にお送りしている ID とパスワードでログインすることが必要です（下図参照）。 
サイト利⽤にあたっては、必ずログインしてご利⽤ください。ログインせずに商品等を購⼊いただいた場合は、一般価格でご請求
することになりますのでご注意ください。 
 

 
 
 

Jemai Club（www.e-jemai.jp）サイト内の通信教育以外の商品は、同時に購⼊できます。 

Jemai Club 内の商品ならびにサービスは、通信教育以外の商品と同時購⼊ができ、複数の発注が一度ですみます。 
なお、出版物等の送料が発⽣する商品に関しては、１回の発注で 380 円の送料がかかりますのでご了承ください。 
 

通信教育に関しては、⼊⾦が確認されてから教材の発送を⾏います。 

通信教育については、注文をお受けした後に請求書（請求書払いの場合）を作成し、送付先へお送りします。銀⾏振込の
場合であっても⼊⾦が確認されてからの教材発送となりますのでご了承ください。 

 

⽀払い⽅法は、銀⾏振込のほか、コンビニオンライン決済、ペイジー決済があります。 

銀⾏振込の場合は、受注後、請求書と商品または受講票をお送りしますので、請求書の⾦額をお振り込みください。振込⼿
数料はお客様のご負担でお願いいたします。 
お支払い方法で、コンビニオンライン決済およびペイジー決済を選択された方は、振込の⼿数料は掛かりませんが、⼊⾦確認
後の商品発送となります。 
なお、コンビニオンラインの場合の領収書はコンビニエンスストアから発⾏されますのでご了承ください。

トップ画面の『ログイン』ボタンをクリック
してログインしてください 

【重要】 
同じ ID、パスワードで複数の人が同
時にログインすることはできません。 
また、ログアウトは必ずログアウトボタン
をクリックしてください。 
(参照：ユーザーID・パスワードに関する重要なご

案内) 
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【コンビニオンライン決済とは】 
セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルＫサンクス、セイコマートの窓口や末端機器でお支払いができます。 
※末端機器を使⽤する場合は発⾏する「お支払い受付番号」と「お申込み電話番号」が必要になります。 

 
【ペイジー決済とは】 

ペイジー決済は、パソコン・携帯電話・ATM からお支払いができるサービスです。「支払⽤の番号」をご利⽤の⾦融機関
のインターネットバンキングサイト、モバイルバンキングサイト、ATM に⼊⼒しお支払いください。 

 

ID、パスワードが分からない場合について 

ID パスワードは、会員登録時の貴社の事務連絡担当者（以下 担当者）へお送りしています。ご利⽤の際には、担当者
へご確認ください。担当者も ID、パスワードが分からなくなってしまった場合は、当協会までご連絡ください。 

 
お問い合わせ先  
⼀般社団法⼈産業環境管理協会  ⼈材育成・出版センター  03-5209-7703  e-support@jemai.or.jp 
 

 

Jemai Club の商品、サービスを会員として購⼊する⽅法 

Jemai Club サイト内の商品およびサービス（受講料等）の購⼊は、誰でも簡単に注文ができるように設定されています。 
会員の方は、必ずログインをしてから購⼊してください。 
 

会員価格で購⼊する場合は、ログインしてから購⼊を始めてください。 
サイト内の商品およびサービスを会員価格で購⼊する場合には、ID・パスワードによるログインが必要です。 
ログインせずに購⼊すると会員価格が適⽤されませんのでご注意ください。必ず、ログインすること、申込時の確認
画面で会員価格になっているか確認してください。 
【重要】請求書の宛名は、会員登録した情報に基づいて作成されます。変更はできませんのでご了承ください。 
例 サンカン電子工業株式会社 神田事業所が会員であった場合 
  請求書名には『サンカン電子工業株式会社 神田事業所』となります。 

 
 
① 買いたい物の数量を⼊れ、カートへ⼊れてください。 

 

 
  

『カートにいれる』ボタン
をクリックしてください 
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②購⼊する商品の種類によっては、カートを⼊れた後に関連する書籍やサービスが表示されます。必要でしたらカートへ⼊れて
ください。 

 

 
③カートに⼊れた商品を⾒るには、画面上部にある『カートを⾒る』ボタンをクリックしてください。カートに⼊れた商品がご覧いた

だけます。 

 
 
④カートの中⾝の数量と⾦額（会員の場合は⾚⾊文字の⾦額になります）を確認し（⾚⾊枠の部分）、変更があれば、こ

の時点で変更してください。購⼊を続ける場合は⻘⾊丸部分をクリックしてください。 

 

関連する商品があったら数量
を記⼊し、『カートにいれる』ボ
タンをクリックしてください 

画面上部の『カートを⾒る』ボタン
をクリックしてください。 

数量の確認と変更はこの部分で⾏います。 
商品を削除する場合は『削除』ボタンをクリック
してください。 

買い物を続ける場合はここをクリック 
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⑤カート内の商品の内容・数量でよければ、『購⼊する』ボタンをクリックしてください。 

 
 
⑥送付先の情報を⼊⼒する画面に切り替わります。送付先を選択してください。 

 

 
  

誤りがないことを確認し『購⼊する』ボタンをクリッ
クしてください。 

新たに送付先を設定する場合は、送
付先を選択してから⼊⼒してください。 
＊は必須項目です。事業所名がない
場合は部署名を⼊れてください。 
 
新たな送付先を記⼊すると次回から
送付先のリストに登録されます 

【重要】 
メールアドレスをご記⼊ください。このメールアドレスに申込み受付完
了メールを送信します。 
メールアドレスを⼊れない場合は、会員事務連絡担当者へ申込み
受付完了メールが送信されます。 
事務連絡担当者へメールを送りたくない場合は必ずご記⼊ください。 

ここをクリックして送付先を選択してください。 
送付先が登録されている場合は登録住所
等が表示されます。 
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⑦決済方法は、『コンビニオンラインまたはペイジーでのお支払い』と『銀⾏振込』の２つから選択してください。 

 

 
⑧申込み情報確認画面で最終チェックをしてください。 

確認項目 
１．購⼊商品、サービスの内容と数量、⾦額が合っているか確認してください。 
 （講習会等のお申し込みの場合、受講票が発⾏されますので、受講者の名前等が合っているか確認してください。） 

２．送付先情報が合っているか確認してください。 
３．決済方法が合っているか確認してください。 
情報が合っていたら『申し込む』ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

どちらかを選択してください 

申込み情報確認画面の例です 

購⼊商品等の確認をお願いします 

送付先等の確認をお願いします 

決済方法の確認をお願いします 

【重要】 
コンビニオンラインの場合の領収書
は各コンビニエンスストアから発⾏さ
れますので必ずお受け取りください。 
当協会では発⾏いたしませんので
ご了承ください。 

【重要】 
このメールアドレス宛へ受付完了通
知をお送りします。 
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⑨決済方法が銀⾏振込の場合⑫の「申込み受付完了メール」が指定したメールアドレスに届き発注が完了します。 
決済方法がコンビニオンラインまたはペイジーの場合は、三菱 UFJ ファクター株式会社のコンビニオンライン、ペイジー決済の
ページへリンクします。お客様がご希望になる支払方法を選択してください。 
 

 
 
⑩支払い方法の確定を⾏ってください。 

 

 
 

お支払い方法を選択してください 

【重要】 
⾦融機関によっては、ペイジーの取扱いがない
ところもあります。 
ペイジー取扱の ATM での支払は 10 万円を
越える取扱はできませんのでご注意ください
（振り込め詐欺防止のため）。 
ネットバンキングはお客様の振込限度額の設
定により振込上限⾦額が変わります。 

お支払い方法が決まったら『次へ』をクリックしてください 

お支払い方法を確定する場合はここをクリックしてください 

【重要】 
「お支払い方法を確定する」ボタンを押した後は、
別ウィンドウが表示されます。ブラウザのポップアップ
ブロックのフィルタ設定が「高」の場合、正常に動作
しません。一時的に「中」に設定してください。 
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⑪別ウィンドウが表示され、払込票（セブンイレブン）印刷画面またはコンビニエンスストア設置の末端機器にデータ⼊⼒する
ための『お支払受付番号』と『お申込み電話番号』が表示されます。 

    
  ↑セブンイレブンのコンビニオンライン決済の場合           ↑ローソンのコンビニオンライン決済の場合 
 
セブンイレブンの場合 

画面を印刷し、コンビニエンスストアのレジに提出してお支払いください（払込票番号をレジに提示するだけでも支払はでき
ます）。 
 

ローソンおよびミニストップの場合 
Loppi 端末機器のトップ画面にある『各種番号をお持ちの⽅』を押し、お申込み時に表示された『お⽀払受付番号』と『お
申込み電話番号』を⼊⼒します。 『了解』を押すと「申込券」が発⾏されますので、その「申込券」を持って 30 分以内にレ
ジでお支払いください。代⾦と引き替えに領収書をお渡ししますので必ずお受け取りください。 

 
ファミリーマートの場合 

Fami ポート末端機器のトップ画面にある『代⾦⽀払い』を押し、『各種番号をお持ちの⽅はこちら』を押します。お申込み
時に表示された『お⽀払受付番号』と『お申込み電話番号』を⼊⼒します。『OK』を押すと「申込券」が出⼒されますので、
その「申込券」を持って 30 分以内にレジでお支払いください。代⾦と引き替えに領収書をお渡ししますので必ずお受け取りく
ださい。 
 

セイコマートの場合 
クラブステーション末端機器のトップ画面にある『インターネット受付』を押します。お申込み時に表示された『お⽀払受付番
号』と『お申込み電話番号』を⼊⼒します。『印刷』を押すと「決済サービス払込取扱票」、「払込票兼受領証」、「領収書」
の計 3 枚が発券されますので、これらをレジに提出して代⾦をお支払いください。 
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サークルＫサンクスの場合 
カルワザステーション末端機器のトップ画面左下にある『各種⽀払』を押します。『オンライン決済番号を⼊⼒してお⽀払い』
を押し、「次に進む」を押します。お申込み時に表示された『オンライン決済番号』を⼊⼒し「次に進む」を押します。番号の
確認画面が表示されますので「次に進む」を押すと「受付票」が発券されますので、その「受付票」を持って 30 分以内にレジ
でお支払いください。代⾦と引き替えに領収書をお渡ししますので必ずお受け取りください。 
 

⑫銀⾏振込、コンビニオンライン決済、ペイジー決済が完了すると、『e-info@jemai.or.jp』のメールアドレスからお客様へ下
記のような受付完了メールを送信します。 

 
サンカン 太郎 様 
 
時下ますますご清祥のことと、お慶び申し上げます。 
平素は格別のお引き⽴てをいただき、厚く御礼申し上げます。 
 
さて、この度は下記のご注⽂をお受けいたしましたのでご連絡 
申し上げます。ありがとうございました。 
 
FAX 申込の方や WEB 申込の⽀払方法で銀⾏振込を選ばれた方は、 
請求書をお送りいたします。請求書に記載された当協会の口座 
へお振り込みください。なお、振込⼿数料は、お客様のご負担 
にてお願いいたします。 
 
ペイジーでのお⽀払いを選ばれた方は、お申込みから 14 日以内 
にご⼊⾦ください。14 日を過ぎると自動的にご注⽂はキャンセ 
ルとなりますのでご注意ください。なお、商品等はご⼊⾦確認 
後にお送りいたします。 
 
出版物をご購⼊の方は、送料 380 円が購⼊⾦額に含まれています。 
▼受付内容 
====================================== 
申込日時：2013-04-17 16:30:44 
申込番号：1304XXXXXX 
購⼊⾦額：17,180 円 
====================================== 
 
▼会員区分 
====================================== 
【 会 員 区 分 】一般 
====================================== 
 
▼担当者情報 
====================================== 
【 会       社 】株式会社○○産業 
【 申 込 者 名 】サンカン 太郎 
【 電 話 番 号 】03-5209-XXXX 
====================================== 
 
▼お申込み内容 
【 出 版 物 】 
======================================= 
新・公害防止の技術と法規 2013 水質編 
                        × 2 冊 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 
＜お問い合わせ先＞ 
一般社団法人  産業環境管理協会 人材育成・出版センター 
【 受験講習会/通信教育に関するお問合せ】 
TEL：０３－５２０９－７７０３  FAX：０３－５２０９－７７１７ 
E-mail: juken@jemai.or.jp 
 
【 研修会・セミナーに関するお問合せ】 
TEL：０３－５２０９－７７０３  FAX：０３－５２０９－７７１７ 
E-mail： kenshu@jemai.or.jp 
 
【 出版物に関するお問合せ】 
TEL：０３－５２０９－７７１０  FAX：０３－５２０９－７７１６ 
E-mail： shppan@jemai.or.jp 
 
======================================== 
産業環境管理協会 
https://www.e-jemai.jp/ 
 

 
  



 11111111 / 12121212 

 

⑬また、コンビニオンライン決済、ペイジー決済の方は、前述の『e-info@jemai.or.jp』からのメールの他に『【MUF】お支払い
情報のご案内』という件名で、三菱 UFJ ファクター株式会社（アドレス：mail-sender@muf-payeasy-plus.com）
より⼊⾦に必要な『お支払受付番号（払込票番号）』と『お申込み電話番号』（セブンイレブンの場合は、払込票番号
のみで『お申込み電話番号』は記載されません）が記載された、下記のようなメールが届きます（下記はセブンイレブンでの
コンビニオンライン決済の場合）。 

 

 
 注意：⑫または⑬のメールが届かない場合は、⼊⼒したメールアドレスが間違ったか、あるいは迷惑メール処理された可能性

がありますので、当協会にご連絡いただくか、プロバイダー等のメールサーバー管理者へお問い合わせください。 
 
⑭銀⾏振込の場合は（通信教育以外は）、請求書とともに商品（受講票等も含む）をお届けします。コンビニオンライン決

済ならびにペイジー決済の場合および通信教育のお申し込みの場合は⼊⾦が確認されてから商品（受講票等も含む）を
発送いたしますのでご了承ください。 
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 よくある質問                                    
 
ID、パスワードが分からなくなりました。どうすれば良いですか？ 
貴社の会員事務連絡担当者へお聞きください。担当の方が分からない場合は、ご連絡いただければご案内いたします。 
会員事務連絡担当者本人が ID、パスワードが分からない場合は、ID、パスワードの再発⾏を⾏いますのでメールまたは FAX
でご連絡ください。 
 
請求書名は変更できますか？ 
会員の ID、パスワードでログインして購⼊（会員価格）した場合、請求書名は会員名となり、いかなる場合であっても変更
できません。会員名以外での請求書が必要な場合は、一般としてお申し込みください。 
 
注⽂した際に配信される受付完了メールを⾃分（発注者）にするにはどうすれば良いですか？ 
購⼊時の送付先情報で、『新しく送り先を指定する場合は下記の⼊⼒欄に記⼊してください』を選択してメールアドレスを必ず
⼊⼒してください。なお、メールアドレスを⼊れない場合、事務連絡担当者へメールを送信します。確認画面で送信先が表示
されますのでご確認ください。（→ 商品等のご購⼊の⼿引きの⑥をご覧ください。） 
 
請求書の送付先を⾃分（発注者）にするにはどうすれば良いですか？ 
上記と同様で、送付先情報で、『新しく送り先を指定する場合は下記の⼊⼒欄に記⼊してください』に事業所名等⼊⼒してく
ださい。⼊⼒された住所へ注文された商品や請求書をお送りします。（請求書の宛名は会員名となり変更できません） 
 
ID、パスワードでログインできません。 
主な原因は３つあります。 
② 違った ID、パスワードを⼊⼒している場合です。 ID、パスワードはすべて半角の大文字です。再度ご確認ください。 
② 同じ ID、パスワードで他の人が利⽤している場合です。使⽤者がいないか確認してください。また正常なログアウトをしなか

った場合も同様です。なお、30 分間は再ログインできませんので、30 分以上経過してから再度ログインしてください。 
③システムのセキュリティの関係で、ログインできない場合があります。貴社のシステム関係者へご連絡いただき、セキュリティレベ

ルを調整してください。 
 
⼊⾦後のキャンセルはできますか？ 
⼊⾦後のキャンセルはできません。講習会や研修会、セミナーなど受講者を変更することは可能です。その場合は受講票を再
発⾏が可能ですので、FAX、メール等でご連絡ください。問い合わせ先は下記までお願いいたします。 
 
ペイジー決済（コンビニ決済）を選択したが、番号を控えるのを忘れてしまったがどうすれば良いですか？ 
下記までメール等でお問い合わせいただくか、再度、ペイジー決済またはコンビニ決済でお申込みください。分からなくなったペイ
ジー決済、コンビニオンライン決済の注文は 14 日間⼊⾦がないと自動でキャンセルされますので請求されることはありません。 
 
Jemai Club サイト内の商品等はすべて同時に購⼊できますか？ 
通信教育以外の商品等は同時購⼊できます。購⼊したい商品等が全てカートに⼊っていることを確認後、購⼊ボタンを押し
てください。その後、商品の送付先や受講者（講習会など）を⼊⼒していただきます。 
 
会員ですが、⼀般で申し込んでしまいました。会員価格に変更はできますか？ 
⼊⾦前（支払前）の場合、既に申込（一般申し込み分）の『申込み No. （12 桁の番号）』をメールまたは FAX でご連
絡いただければキャンセルを承ります。お⼿数ですが、別途会員としてログインの上新たにお申し込みをお願いします。 
なお、⼊⾦後は変更できませんのでご注意ください。 
 
【本件に関するお問い合わせ先】       
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