
学会バンク 

セミナー／イベント機能 

 
                    ・事務局ツールから新規作成 

                    ・会員の参加方法およびクレジット決済 

                    ・一般の方（非会員）の参加方法およびクレジット決済 
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「新規作成」 
 セミナー/イベントを作成（学術集会など） 

■セミナー/イベント機能 事務局ツール 新規作成 入口 PC 
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入会申込  会員管理  お知らせ  セミナー/イベント  お問合せ  選挙  設定/その他 



「公開/非公開」を選択 
※準備段階の場合は非公開で作成 
 
 
 
 
 
 
「開催情報入力」 
・「開催日」 
・「参加受付期間」 
・「タイトル」 
・「説明」（開催内容を記載） 
 
 
 
 
 
 
「添付ファイル」 
３つまで添付可能です。 
 
 
 
 
「参加費」 
会員参加費 
→参加区分入力（医師・学生など） 
→参加費入力 
 
 
 
 
 
 
「一般の方（非会員）」を受ける場合 
「一般参加を受け付ける」にチェック。 
取り消し線やグレーアウトされていた枠が消えます。 
会員参加費と同様に入力。 
 
 
「保存」 
※入力後は必ず「保存」 

 

■セミナー/イベント機能 事務局ツール 新規作成 手順 PC 

入会申込  会員管理  お知らせ  セミナー/イベント  お問合せ  選挙  設定/その他 
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作成された各種「セミナー/イベント」が 
表示されます。 
 
 
「項目」 
・公開状況 
・開催日 
・タイトル 
・参加申込期間 
・参加申込 
 
 
「一般参加」 
一般参加を可能に設定された場合、 
一般参加用のURLが表示されます。 
公式サイトにURLを掲載ください。 
 
 
 
「参加状況」 
・承認待ち 
・参加費未納 
・納入済/無料 
 
 
 
 
 
 
・「参加者情報」 
事務局様は、会員または一般の方から 
セミナー/イベントの参加申し込みがあった場合、 
参加可否を判断することができます。 
 

事務局様のご判断により、参加可否の判断がされた
情報が表示されます。 
 
・参加可 
・参加不可 
・参加承諾（事務局様の承諾待ち） 
・キャンセル（取り消された方） 

 
参加者情報はExcelでダウンロードできます。 
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■セミナー/イベント機能 事務局ツール 新規作成 表示 PC 

入会申込  会員管理  お知らせ  セミナー/イベント  お問合せ  選挙  設定/その他 
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■セミナー/イベント機能 事務局ツール 参加申込 キャンセル（参加取り消し）① PC 

参加者キャンセル 
事務局様のご判断でキャンセルさせたい場合は、 
キャンセルをクリック 
 
 

「参加を取り消す」 
参加申込あるいは参加を取り消す場合、内容を確認し取消ボタンを押してください。 
※取り消した場合、申込者様へその旨のメールが送られます 
※Eメールが空欄の場合はお手数ですが電話等でご連絡ください 
※取り消し後は申込者様から再び参加申込できるようになります 
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■セミナー/イベント機能 事務局ツール 参加申込 キャンセル（参加取り消し）② PC 

参加申込 キャンセル完了 
※キャンセル済を確認 
※キャンセルされるとグレーアウトされます 



会員の方は、会員サイトの「セミナー/イベント情報」から選択ください。 
 
 
「セミナー/イベント情報」 
開催順に、上位３つまで表示 
されます。 
 
その他の情報を見る場合は、 
「すべて見る」をクリックされると、 
「セミナー/イベント」の一覧が表示されます。 
 
セミナー/イベントの開催状況なども確認できます。 
・参加手続完了 
・参加受付中 
・参加受付前 
・終了 
 
 
 
「セミナー/イベント名」を選択 
参加希望の「セミナー/イベント」をクリックし、開催日や参加費などを確認 
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■セミナー/イベント機能 会員サイト 参加登録 選択 PC/SP 
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参加希望のセミナー/イベントを選択後、お申込み 
 

■セミナー/イベント機能 会員サイト 参加登録 申込 PC/SP 

「開催内容を確認」 
開催日、タイムテーブル、参加費など開催内容をご確認ください 

「参加申込」 
内容をご確認のうえ「確認して申し込む」をクリック 



「参加申込（確認）」 
この状態で訂正が可能です。 
参加内容をご確認のうえ、 
「参加を申し込む」をクリック 

「参加申込（完了）」 
参加申込をされますと、会員サイトとは別に 
会員様のご登録いただいたメールアドレス宛にも 
「参加申込を承りました」とお知らせします。 
 
 
 
「承諾待ち」 
事務局様より申込内容の確認を行います。 
事務局様より承諾のご連絡があるまでお待ちください。 

承諾のご連絡もご登録いただいたメールアドレス宛にお
知らせします。 
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■セミナー/イベント機能 会員サイト 参加登録 申込 完了 PC/SP 



 
「セミナー参加費未納」 
参加費のお支払いが済んでいない場合は、 
会員サイトTOPにお知らせが表示されます。 
事務局様より承諾されましたら、 
参加費のお支払いに進みます。 
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■セミナー/イベント機能 会員サイト 参加登録 申込 承諾 PC/SP 

「承諾済み」 
事務局様より参加の承諾をされると、 
ご登録いただいたメールアドレス宛に 
「参加申込を承諾いたしました」とメールでお知らせします。 
 
「申込済」にチェックが入ります。 
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■セミナー/イベント機能 会員サイト 参加登録 クレジット決済（カード入） PC/SP 

「お支払い」 
参加費が発生する場合は 
参加費納入からクレジット決済にて 
お支払いができます。 
※「オンライン納入」からお進みください。 
 
一度登録してしまえば、毎回カード番号を入力する必要はありません。 
 
※参加費が無料の場合は 
クレジット決済枠は表示されません 



「オンライン決済」 

クレジットカード情報をご確認のうえ、
「納入する」をクリック。 

「参加費納入（確認）」 
参加費納入の確認中です。 
完了はしておりません。 

「参加納入（完了）」 
参加費の納入が完了しました。 
 

・「領収証」 
領収書をご希望の際は、会員様ご自身
により印刷や画面保存ができます。 
 
参加費のお支払いが完了されると、ご登
録いただいたメールアドレス宛に「参加
納入 完了」とメールでお知らせします。 
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■セミナー/イベント機能 会員サイト 参加登録 クレジット決済（納入） PC/SP 



「参加手続完了」 
参加費が納入されると 
「ご来場を心よりお待ち申し上げます」と表示されます。 

「領収証」 
領収書をご希望の際は、 
会員様ご自身により印刷や画面保存ができます。 
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■セミナー/イベント機能 会員サイト 参加登録 手続完了 領収証 PC/SP 



【学会バンクforビジター】TOPページ 

 
【学会バンクforビジター】は、一般の方（非会員）もご参加いただける機能です。 
一般の方（非会員）にも公開されている「セミナー/イベント」が掲載することができます。 
公式サイトに掲載されている一般参加可用のURLから進みます。 
 
※「学会バンクforビジター」としてログインされるにはお手続きが必要です。 

P13～ご参照ください 
 
 
 
「セミナー/イベント」URL 
一般の方は、参加希望の「セミナー/イベント」（学術集会）を、学会公式サイトから選択いただきます。 
一般の方専用のURLから、参加登録をお願いいたします。 
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■セミナー/イベント機能 一般の方（非会員） 一般参加 セミナー/イベント選択 PC/SP 



「一般の方」 
初めての方はメールアドレスをご記入ください 

「参加登録 申込」 
「登録して申込む」をクリックします。 
 

ご登録いただいたメールアドレス宛に、参加登録
のご案内をお送りします。 
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■セミナー/イベント機能 一般の方（非会員） 一般参加 参加登録申込 メール設定  PC/SP 
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■セミナー/イベント機能 一般の方（非会員） 一般参加 参加登録申込 ご案内メール  

ご案内メール 

「参加登録 申込URL」 
メールアドレスを登録されると、登録されたメールアドレス宛に申込案内が届きます。 
 
ご案内メールが届きましたら、参加登録用のURLをご確認ください。 
掲載されているURLをクリック。 

PC/SP 

「参加登録 申込URL発行」 
会員サイトでは「ご案内メールをお送りしました」と表示されます。 



「参加登録 申込フォーム」 
メールに届いたURLをクリックすると、申込ページに移動
します。 
申込情報をご入力いただき、「確認して申込」をクリック 

■セミナー/イベント機能 一般の方（非会員） 一般参加 参加申込 参加者情報入力   
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PC/SP 



・「参加登録 申込」 
この状態で訂正が可能です。 
登録情報をご確認のうえ、 
「参加申し込む」をクリック。 

・「参加登録 申込（確認）」 
事務局様より参加申込の内容確認を行います。 
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■セミナー/イベント機能 一般の方（非会員） 一般参加 参加申込   PC/SP 
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■セミナー/イベント機能 一般の方（非会員） 一般参加 学会バンクforビジター ログイン情報   

学会バンクforビジター 
ログインメール 

「学会バンクforビジター」ログイン情報メール 
学会バンクforビジターにログインします。 
メールに届いたURLをクリックすると、 
学会バンクforビジターページに移動します。 

PC/SP 

「参加申込状況」 
参加希望のセミナー名をクリック 
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■セミナー/イベント機能 一般の方（非会員） 一般参加 参加申込完了   

・「参加登録 申込（完了）」 
参加費が納入されると「ご来場を心よりお待ち申し上げます」と表示されます。 

・「承諾待ち」 
事務局様より申込内容の確認を行います。 
事務局様より承諾のご連絡があるまでお待ちください。 
承諾のご連絡もご登録いただいたメールアドレス宛にお知らせします。 

PC/SP 
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■セミナー/イベント機能 一般の方（非会員） 一般参加 参加承諾   PC/SP 

「参加承諾メール」 

事務局様より参加を承諾されると、ご登録いただいたメールアドレス宛に承諾メール
でお知らせします。 

学会バンクforビジター 
参加承諾メール 

「クレジット情報入力URL」 
URLをクリックし、クレジットカード情報をご入力のうえ納入 

「学会バンクforビジターページ」 
URLをクリックすると「学会バンクforビジター」ページに移動します。 
こちらからも、クレジットカードの情報は入力できます。 



22 

■セミナー/イベント機能 一般の方（非会員） 一般参加 参加費納入   PC/SP 

「オンライン決済」 

クレジットカード情報をご確認のうえ、
「納入する」をクリック。 

「参加費納入（確認）」 
参加費納入の確認中です。 
完了はしておりません。 「参加納入（完了）」 

参加費の納入が完了しました。 
 

・「領収証」 
領収書をご希望の際は、会員様ご自身
により印刷や画面保存ができます。 
 
参加費のお支払いが完了されると、ご登
録いただいたメールアドレス宛に「参加
納入 完了」とメールでお知らせします。 
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■セミナー/イベント機能 一般の方（非会員） 一般参加 参加費納入メール ログイン   PC/SP 

学会バンクforビジター 
参加費納入メール 

「学会バンクforビジター」ログイン 

ログインボタンから、ご登録いただいたメールアドレス
宛にお知らせのログイン情報（パスワード）を入力しロ
グインします。 

「学会バンクforビジターURL」 
URLをクリックし、ログイン画面に移動します。 
ログインボタンからログイン 
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■セミナー/イベント機能 一般の方（非会員） 一般参加 参加手続き完了 領収証   PC/SP 

「参加手続完了」 
参加費が納入されると 
「ご来場を心よりお待ち申し上げます」と表示されます。 

「領収証」 
領収書をご希望の際は、 
会員様ご自身により印刷や画面保存ができます。 
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■セミナー/イベント機能 一般の方（非会員） 参加取り消し メールでお知らせ   PC/SP 

 

事務局様より参加を取り消された場合、以下の内容でメールが届きます。 

 

何らかの事情にて参加申込が取り消されました。 

ご質問やご不明な点などございましたら学会事務局までお問い合わせください。 

* 既に参加費をご納入いただいている場合はお手数ですが学会事務局まで返金をお申し付けください 

* 再度のお申込みはあらためて上記セミナー/イベントページからお願いいたします 

 

ご不便やお手数おかけしまして誠に恐縮です。 

 

※本メールは学会バンクforビジターから参加申込手続きをされた方への自動返信メールです 

※手続きしたおぼえがない、あるいはご質問・ご不明点などあれば下記にご連絡ください  

学会バンクforビジター 
ログインメール 

学会バンクforビジター 
参加取り消しメール 

「学会バンクforビジター」ログイン情報メール 
学会バンクforビジターにログインします。 
メールに届いたURLをクリックすると、 
学会バンクforビジターページに移動します。 
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■セミナー/イベント機能 一般の方（非会員） 参加取り消し 学会バンクforビジター   PC/SP 

キャンセル済み 
学会バンクforビジターページから、 
参加をキャンセルされたことが確認できます。 

「学会バンクforビジター」ログイン 
メールにて付与されたパスワードでログイン 
 
※参加取り消しの場合でもログインは可能 


