
利用申請についての案内 
 
【2018年度に電子顕微鏡ステーションのご利用がなかった方】【技術代行をご利用の方】 
 
はじめに利用相談が必要です。 
「利用相談フォーム」（PDF）または 「利用相談フォーム」（Word）をダウンロードしていただき、 
相談内容を記載の上、 
tem@nims.go.jpまでお送りください。後日担当者よりご連絡いたします。 
【For a person who hasnʼt used TEM Station in FY2018】【Technical Surrogate】 
You need to consult with technical staff. 
Please download the consultation form from here： 

＜Support Request Form＞（PDF）or ＜Support Request Form＞（Word） 
fill it out and send to TEM Station Office＜tem@nims.go.jp＞. 
 
【2018年度からの継続ユーザーの方(機器利用・技術補助)】 
 
STEP 1▶マイページ登録情報の確認 
下記の URLよりログインいただき、マイページ登録情報をご確認ください。 
マイページ登録情報に変更や修正がある場合には [変更] ボタンより修正してください。 
ログイン IDとパスワードは、予約システムと同じになります。 
 
利用申請システム(NIMS微細構造解析管理システム) → https://www.nmcp.jp/ 
 
*ユーザー登録のみでは課題申請完了となりませんのでご注意ください。STEP 2へお進みください。 
 
【Current Users(Common Use・Technical Support)】 
 
STEP 1▶Confirm your information of My Page. 
Please log in from URL below and confirm your information of My Page. 
If you have any changes or fixes, click  [変更]  button and revise them. 
Login ID and Password are same as Reservation System. 
 
NIMS microstructural characterization facility services system → https://www.nmcp.jp/ 
 
*Please note that the user registration doesnʼt mean complete the application.  
Please proceed to STEP2. 

 
STEP 2▶ 2019年度課題申請 
課題申請・支援履歴ページの新規課題申請ボタンより 2019年度の課題申請を行ってください。 
課題登録は毎年度必要になります。2018年度からの継続課題の場合も課題申請を行ってください。 
*利用装置の追加がある場合は課題申請前に利用相談が必要になります。tem@nims.go.jp までご連絡ください。 
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*ライセンスをお持ちの方 
H30(2018)年度のライセンスの有効期限は 4月末日までとし、5月 1日以降は無効とさせていただきます。 
（装置の予約等を行うことができなくなります。） 
ライセンス有効期限内に 2019 年度の課題登録を済ませてください。新年度の課題が受理されるまでの間、4 月
中の装置予約はスタッフが代理で行いますのでご連絡ください。 
STEP 2▶ Application for FY2019 
Please apply for a subject from “New Subject Application” of “Subject application / Support history”. 
You need to apply every year even if you are an existing user. 
*For a person who would like to add the equipment, you need usage consultation before application. 
 Please contact to ＜tem@nims.go.jp＞. 
*Users who have a license 
The expire date of the license of the FY2018 is by 30th April, 
and it can not be used for booking after 1st of May. 
Please complete registration for the fiscal year 2019 within the license expiration date. The staff will book an 
equipment instead of you until the subject for the new fiscal year is accepted. 
 
<利用申請についてのその他注意点> 
・千現地区装置と並木地区装置をどちらもご利用される方は、『TEM千現』と『TEM並木』それぞれに課題申請
してください。 
       → 共用装置管理システムマニュアル 
 
・一課題の振替予算を月ごとに変更するのは利用者の裁量にお任せします。 
 
・一課題のひと月の課金実績を複数予算に分けて振り替えることはできません。 
 複数予算から支出の場合は、課題を分けて申請してください。 
 
・年度末に簡単な報告書の提出をお願いしております。 
 成果を非公開にする必要がある場合は事務局にお知らせ下さい。 
<others> 
・If you use both Sengen-site and Namiki-site equipment, please apply to 『TEM Sengen』and『TEM Namiki』

respectively. 
      → NIMS microstructural characterization facility services system Manual 
 
・It is up to the user's discretion to change the transfer budget for one subject on a monthly basis. 
 
・It is not possible to pay the charge of one subject with multiple budgets in a month.  
  In the case of spending from multiple budgets, please apply for one more subject. 
 
・We ask you to submit reports at the end of the fiscal year. 
 If you would like not to disclose it, please inform TEM Station in advance. 
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