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ユーザー登録/User Registration

【URL】
https://www.nmcp.jp/
「NIMS内部ユーザーの登録はこちらから」をクリックします。

ユーザー登録済みの方はメールアドレス（大文字・小文字を区別します）
とパスワードでログイン。
Please click “NIMS User Registration”.
If you are a registered user, log in with your email address (case sensitive) 
and password.

各項目に情報を入力して、「本システムのプライバシー保護に関
する取り決めについて」を確認後「同意する」にチェックを付けます。
次へ→登録
Please agree after reading “ The Rule of Privacy Protection of This 
System” regarding the handling of personal information
☑agree with the handling of the privacy information.

https://www.nmcp.jp/


【URL】
https://www.nmcp.jp/
メールアドレスと登録したPasswordでログインしてください。
Please login with your user email address and password.
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ユーザー登録が完了すると、
本登録のお知らせメールが届きます。
After user registration, 
You will get a mail of completion.

******

******

ユーザー本登録のお知らせ/Notification of user registration

https://www.nmcp.jp/


利用申請（内部利用）/Application for use

利用申請・支援履歴より新規利用申請を行ってください。
Please apply from “Application for use/Support history” page.

新規利用申請をクリック
Click 「New application」
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利用規約・注意事項の確認と承認をして、「利用規約に同意し、利用を申し込む」をクリック
After confirming the contents and approving, please click “I agree with above provisions, and would like to apply.”.
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メッセージを読んで「支払方法に同意する」をクリック
Please read the message and click “I agree with above.”.



＊は入力必須項目です。
＊means “required fields”
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申請年度を確認してください。
Please confirm application year, FY20**.

【機器利用・技術補助 Common use/Technical Support】
分野（TEM千現）を選ぶと装置名が表示されます。利用する装置をすべて選択します。
Please choose TEM-Sengen and equipment you.

【技術代行 Technical Surrogate】
分野（TEM千現）をお選びください。装置名の選択は不要です。
Please choose TEM-Sengen. There are no need to select any equipmenta.

22NM****

NIMSワークフローシステムで取得した課題番号を入力してください。
Please fill in your Application ID from the NIMS Workflow System.

User



その後、「上記内容で申請する(Submit)」をクリックします。
And then click “Submit”. 
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申請者が任期制職員の場合は定年制職員の入力をお願
いします。
また、申請者が定年制職員で、利用について責任が取れ
る場合はご本人でも構いません。
Please fill in the person who is a Permanent employee.



申請を受け付けしました。
The application has been accepted.



装置の予約/Equipment Reservation

※グレーの箇所は他の予約があります。
Gray areas have other reservations.
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【予約方法/Reservation Method】
①はじめに、予約したい装置名(日付)を
クリックします。
First, please click an equipment(date). 

ライセンス所持者のみご自身で機器利用の予約が可能です。
Users have a license can make a reservation on your own.



※グレーになっている箇所は一部でも重複があると予約できません
黄色のラインは本日を意味します。

Gray cell has already been reserved. You can not make a reservation at the same time.
Yellow line shows today.
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②次に、予約したい日付(装置)をクリックします。

Next, please click a date (equipment). 



④課題を選択します。
Choose a subject

③利用時間を選択します。
Choose AM or PM

【補足事項/Supplemental remarks】
＊AM＆PMで利用したい場合、両方にチェックを入れてください。

If you’d like to reserve both AM and PM, you need to check both.

＊TEM試料作製装置群については、利用開始時間と終了時間を選択してください
TEM sample preparation apparatus require choosing the start time and end time instead of AM/PM.

＊装置の予約は前日までに行ってください。当日に予約はできません。
Please make a booking for the facilities by the day before. You can not make a booking on the day.

＊必要に応じてコメント欄を活用ください。
Please use Comments if necessary.

⑤入力が完了したらこちらをクリック
Click here
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TEM試料作製装置群について
About TEM sample preparation apparatus 

• 1時間単位での予約になります。
Reservations can be made in 1 hour increments

• 装置予約は9：00-16：00までです。
Reservable hours: 9am to 4pm.

• 試料作製室のご利用は9：00-16：30までになります。
Room available hours: 9am to 4:30pm.

• 装置管理システムで入力した時間は、利用料金に
そのまま反映されるため、昼休みや休憩時間を含
む利用は予約を分けてください。
Reserved time slots will be fully charged, so be
sure to exclude lunch breaks or recesses when
you make a reservation.



内容を確認後、
予約を確定します。
After confirmation,

finalize your reservation.

予約完了です。
Reservation completed.
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予約の修正・取消/Revision & Cancellation

①修正・取り消したい装置をクリックします。
Click an equipment which you would like to revise or cancel.

14



②修正・取り消したい予約にカーソルを合わせてクリック。
Click the reservation you would like to revise or cancel.
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クリック
Click



取
消

③内容に間違いがないかを確認し、クリック。
Confirm all the contents and click “Revise” or ”Cancel”.

修
正

Revise Cancel
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この画面になれば作業は完了です。
This page means “Completed”.

注：予約者本人によるキャンセル・変更は予約日の2日前まで可能です。
予約日前日からのキャンセル・変更はナノ構造解析グループ事務局(tem@nims.go.jp)にご連絡をお願いいたします。
使用開始時間の24時間前までのキャンセルは課金されませんが、それ以降のキャンセルは課金される場合がありますのでご了承下さい。

Note:  Users can cancel or reschedule their reservation up to 2 days before the reservation date. 
From the day before the reservation, please contact Nanostructural Characterization Group office(tem@nims.go.jp) for your cancel.
The cancellation must be made at least 24 hours prior to the reservation, otherwise a cancellation fee may be charged.

クリック
Click
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利用料金について
The Support Charge

内部利用とAIRM利用は、このページで月ごとおよび
年度合計の利用料金を見ることが出来ます。
「印刷」をクリックすると利用明細書が表示されます。
（NOF利用は除く）

You can see the support charge on this page. If you 
click the print button, the usage details will be 
displayed.
（Excluding NOF use）
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