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講習会に参加登録する

1. システムへアクセス

2. 参加したい講習会を選択

https://chiba-hp.com　にアクセスし、画面右上の
「ログイン」をクリックします。

ログイン後、「講習会一覧」画面から参加したい講習
会の「詳細」をクリックします。

● 会員が申し込む場合

ログインせずに講習会に申し込んだ場合、マイページに講習会申込履歴が残りません。

注 意
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3. 講習会の内容を確認

4. 申し込みフォームの確認と入力

「講習会詳細」画面に講習会の詳細が表示されるので、
内容を確認し「申し込む」をクリックします。

● ログイン済の場合
下図のように、会員情報が既に
入力された状態で表示されます。
会員情報に変更がある場合はマ
イページから会員情報を変更し
てから講習会に申し込みをして
ください。

「講習会参加申し込み」画面にて、各申し込み項目を確認・入力しましょう。

● 未ログインの場合
下図のように、各項目がすべて空
欄の状態で表示されます。
ページ上部の「ログイン」ボタン
を押して、P.３からの手順で講習
会に申し込みます。

● 未ログイン＆
これから会員登録する場合
下図のように、各項目がすべて空
欄の状態で表示されます。
ページ上部の「会員登録」ボタン
を押して、会員登録し、P.３から
の手順で講習会に申し込みます。
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◆講習会名

今回申し込む講習会名が表示されます。

◆参加方法

ラジオボタンをクリックします。
ハイブリッド方式の場合は、「WEB研修会」or「集合
型研修会」のいずれかを選択してください。

◆取得単位の選択

「日病薬病院薬学認定薬剤師制度単位」or「希望しな
い」のいずれかを選択します。

必須

必須
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◆氏名

ご自身の氏名が表示されます。
変更したい場合はマイページから変更し、再度講習会
の申し込みを行ってください。

◆氏名（フリガナ）

ご自身の氏名のフリガナが表示されます。
変更したい場合はマイページから変更し、再度講習会
の申し込みを行ってください。

◆性別

ご自身の性別が表示されます。
変更したい場合はマイページから変更し、再度講習会
の申し込みを行ってください。
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◆生年月日

ご自身の生年月日が表示されます。
変更したい場合はマイページから変更し、再度講習会
の申し込みを行ってください。

◆メールアドレス

ご自身のメールアドレスが表示されます。
変更したい場合はマイページから変更し、再度講習会
の申し込みを行ってください。
講習会の参加申し込み完了メールなどがこのアドレス
宛に送られます。

◆電話番号

ご自身の電話番号が表示されます。
変更したい場合はマイページから変更し、再度講習会
の申し込みを行ってください。
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◆勤務先名

ご自身の勤務先名が表示されます。
変更したい場合はマイページから変更し、再度講習会
の申し込みを行ってください。

◆勤務先部署名

ご自身の勤務先での部署名が表示されます。
変更したい場合はマイページから変更し、再度講習会
の申し込みを行ってください。

◆勤務先郵便番号

ご自身の勤務先の郵便番号が表示されます。
変更したい場合はマイページから変更し、再度講習会
の申し込みを行ってください。
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◆勤務先住所

ご自身の勤務先の住所が表示されます。
変更したい場合はマイページから変更し、再度講習会
の申し込みを行ってください。

◆日本病院薬剤師会会員番号

ご自身の日本病院薬剤師会会員番号が表示されます。
日本病院薬剤師会会員番号が未登録の方は空欄になっ
ています。
登録・変更したい場合はマイページから変更し、再度
講習会の申し込みを行ってください。

◆主催者からの質問事項

講習会主催者からの質問事項がある場合は、質問に答
えることができます。（※「必須」と表示のある場合は
必ず質問に答えてください。）
ラジオボタンでの選択式の場合はふさわしい選択肢を
クリックします。
四角い空欄が表示されているときは、空欄に答えを入
力してください。
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5. 申し込みフォームの「確認」ボタンを押す

6. 申し込み確認画面にて最終確認

「講習会参加申し込み」で各項目を確認し終えたら、
ページ最下部の「確認」ボタンをクリックします。

「講習会参加申し込み確認」画面に移ったら、申し込み
内容の最終確認をします。確認が終わったら、最下部
の「申し込み」をクリックします。

「修正」を押すと前の画面に戻りますので適宜入力内容
の修正を行ってください。修正後、再度「確認」をク
リックし「講習会参加申し込み確認」画面に移ったら、
「申し込み」をクリックします。

→P.19 に進みます。
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1. システムへアクセス

https://chiba-hp.com　にアクセスし、
「講習会一覧」画面から参加したい講習会の「詳細」
をクリックします。

● 非会員が会員登録せずに申し込む場合

2. 講習会の内容を確認

「講習会詳細」画面に講習会の詳細が表示されるので、
内容を確認し「申し込む」をクリックします。

注 意

会員登録及びログインせずに講習会に申し込んだ場合、システム上に講習会申込履歴が残りません。
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3. 申し込みフォームの確認と入力

「講習会参加申し込み」画面にて、各申し込み項目
を入力しましょう。

◆講習会名
今回申し込む講習会名が表示されます。

◆参加方法

ラジオボタンをクリックします。
ハイブリッド方式の場合は、「WEB研修会」or「集合
型研修会」のいずれかを選択してください。

必須
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◆取得単位の選択
「日病薬病院薬学認定薬剤師制度単位」or「希望しな
い」のいずれかを選択します。

◆氏名

「姓」に苗字、「名」に名前を入力します。

◆氏名（フリガナ）

「セイ」に苗字カタカナ、「メイ」に名前カタカナを
入力します。

必須

必須

必須
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◆性別
ご自身の性別を「男」or「女」で選択します。

◆生年月日

欄をクリックするとカレンダーが表示されるので、
生年月日を選択し「決定」をクリックします。

必須

必須
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◆電話番号

ご自身の電話番号を入力します。

◆メールアドレス

ご自身のメールアドレスを入力します。
講習会の参加申し込み完了メールなどがこのアドレス
宛に送られます。

◆メールアドレス（確認）

上記で入力したご自身のメールアドレスをもう一度
入力します。

必須

必須

必須
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◆勤務先郵便番号

ご自身の勤務先の郵便番号を入力します。

◆勤務先部署名
ご自身の勤務先部署名を入力します。

◆勤務先名
ご自身の勤務先名を入力します。

必須

必須

必須
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◆勤務先住所

ご自身の勤勤務先の住所を入力します。

◆日本病院薬剤師会会員番号

日本病院薬剤師会会員番号があれば入力します。

◆主催者からの質問事項

講習会主催者からの質問事項がある場合は、質問に答
えることができます。（※「必須」と表示のある場合は
必ず質問に答えてください。）
ラジオボタンでの選択式の場合はふさわしい選択肢を
クリックします。
四角い空欄が表示されているときは、空欄に答えを入
力してください。

必須
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4. 申し込みフォームの「確認」ボタンを押す

5. 申し込み確認画面にて最終確認

「講習会参加申し込み」で各項目を確認し終えたら、
ページ最下部の「確認」ボタンをクリックします。

「講習会参加申し込み確認」画面に移ったら、申し込み
内容の最終確認をします。確認が終わったら、最下部
の「申し込み」をクリックします。

「修正」を押すと前の画面に戻りますので適宜入力内容
の修正を行ってください。修正後、再度「確認」をク
リックし「講習会参加申し込み確認」画面に移ったら、
「申し込み」をクリックします。

→P.19 に進みます。
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講習会の料金を支払う

● 講習会料金が無料だった場合

1. クレジットカード情報の確認または入力

「クレジットカード情報入力」画面に遷移したら、次
ページから案内する各項目従って情報の確認または
必要事項を入力します。

申し込み確認画面で「申し込み」押下後、「登録メールアドレス宛にメールを送信しました。
日時をご確認の上、講習会に参加してください」と表示された画面が出たら申込完了です。 

※同時に、ユーザーあてに「講習会参加申し込みを受け付け
 ました。」メールが送信されます。

※WEB研修会の場合、「事前登録を行う」を押すと、WEB
 研修会場のページにアクセスできるようになります。
 または、同時に送られる「講習会参加申し込みを受け付け
 ました。」メールにもWEB研修会場のページURLが記載
 されているのでそちらからも確認可能です。 

WEB研修会で申し込んだ場合、申し込み完了後は必ずWEB事前登録URL先で
事前登録を行ってください。事前登録を行わない場合、講習会に参加できません。

● 講習会料金が有料だった場合
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◆カード番号
ご自身の持つクレジットカード番号を入力します。　

※以前に同システム内でクレジットカードを使用 or
 マイページ「カードの変更」画面でクレジットカー
 ドを登録している場合は既に情報が表示されている
 ので入力の必要はありません。

◆カード有効期限 

ご自身のクレジットカードの有効期限を入力します。
－有効期限「月」をプルダウンで選択します
－有効期限「年」をプルダウンで選択します

※以前に同システム内でクレジットカードを使用 or
 マイページ「カードの変更」画面でクレジットカー
 ドを登録している場合は既に情報が表示されている
 ので入力の必要はありません。

◆セキュリティコード

ご自身のクレジットカードのセキュリティコードを入
力します。

必須

必須
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◆お支払方法

一括払いのみです。

◆決済金額

講習会料金（クレジットカードで支払う金額）が
記載されているので確認してください。

2.「確認」ボタンを押す

入力が終わったら、最下部の「確認」ボタンをク
リックします。
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3. 確認画面にて内容の確認をする

確認画面にて先ほど入力したクレジットカードの内容
を確認します。内容が正しければ「購入」をクリック
します。

修正の必要があれば「戻る」を押し、再度正しくクレ
ジットカード情報を入力してください。
修正が終わったら再度「確認」を押し「購入」をクリ
ックします。

「購入」ボタンを押下後、「登録メールアドレス宛にメールを送信しました。
日時をご確認の上、講習会に参加してください」と表示された画面が出たら申込完了です。 

※同時に、ユーザーあてに「講習会参加申し込みを受け付け
 ました。」メールが送信されます。

※WEB研修会の場合、「事前登録を行う」を押すと、WEB
 研修会場のページにアクセスできるようになります。
 または、同時に送られる「講習会参加申し込みを受け付け
 ました。」メールにもWEB研修会場のページURLが記載
 されているのでそちらからも確認可能です。 

4. 講習会申し込みの完了

WEB研修会で申し込んだ場合、申し込み完了後は必ずWEB事前登録URL先で
事前登録を行ってください。事前登録を行わない場合、講習会に参加できません。
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2. 新しいカードの情報を入力する

「クレジットカード情報変更」画面に移ったら、新しい
クレジットカード情報を登録しましょう。

1. ログイン後、「カードの変更」をクリック

ログイン後、左のサイドメニューから「カードの変更」
をクリックします。

● 備考：クレジットカード情報を変更したい場合（会員のみ）

◆登録済み

現在システムに登録されているクレジットカード情報
を確認できます。
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◆カード番号

ご自身の持つクレジットカード番号を入力します。　

※以前に同システム内でクレジットカードを使用 or
 マイページ「カードの変更」画面でクレジットカー
 ドを登録している場合は既に情報が表示されている
 ので入力の必要はありません。

◆カード有効期限 
ご自身のクレジットカードの有効期限を入力します。
－有効期限「月」をプルダウンで選択します
－有効期限「年」をプルダウンで選択します

※以前に同システム内でクレジットカードを使用 or
 マイページ「カードの変更」画面でクレジットカー
 ドを登録している場合は既に情報が表示されている
 ので入力の必要はありません。

◆セキュリティコード

ご自身のクレジットカードのセキュリティコードを入
力します。

必須

必須
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3.「確認」ボタンを押す

入力が終わったら、最下部の「確認」ボタンをク
リックします。

4. 確認画面にて内容の確認をする

確認画面にて先ほど入力したクレジットカードの内容
を確認します。内容が正しければ「更新」をクリック
します。

修正の必要があれば「戻る」を押し、再度正しくクレ
ジットカード情報を入力してください。
修正が終わったら再度「確認」を押し「更新」をクリ
ックします。


