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CAS SciFindern のご利用にあたっては，最初に，ご所属の大学の CAS SciFindern ユーザー登録
サイトにアクセスし，自分専用のユーザー名とパスワードを取得する必要があります．

ご注意 ： ID（ユーザー名とパスワード）を他の方と共有することは禁止されています.
ユーザー登録サイトへのアクセスは，大学のネットワークから行ってください．

★ ユーザー登録サイトの URL は大学の SciFinder 管理者にお問い合わせください．
大学ユーザーは，

CAS SciFindern のログイン画面の
リンクからはユーザー登録が
できません

ここからはユーザー登録
できません．

＜ユーザー登録サイトへのアクセス＞

CAS SciFindern ユーザー登録サイトの URL にアクセスすると，以下のようなページが表示されます．
［Next（次へ）］をクリックし，登録作業に進みます．
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利用規約を読み，［Accept（承認）］をクリックします．

License Agreement
SciFinder® is for educational use only. Commercial use of your university
account is strictly prohibited.
By clicking Accept，you agree to the following terms:







I am a current faculty staff or officially registered student of the
university.
I will only use SciFinder® for my own academic research.
I will not use SciFinder® for commercial research or for organizations
other than my university.
I will not share my unique username and password with others.
I will not use an automated script.
I will not store more than 5,000 electronic records at any time.

Violations of these terms may result in you losing SciFinder® access.
Please contact with your University Key Contact or CAS Customer Center for
assistance or commercial licensing information.

Accept

Decline

ライセンス利用規約

SciFinder® の利用は教育目的に限られます．大学向けアカウントの商業的利用は固く禁じられて
います．

「Accept（了解）」ボタンをクリックすることにより，以下の利用条件に同意するものとします：







私は大学の現職教職員または正式に登録した学生です．

私は SciFinder®を自分自身の学術研究にのみ利用します．

私は SciFinder®を商用研究または所属機関外の研究に利用しません．

私は自分固有のユーザー名およびパスワードを他人と共有しません．
私は自動化されたスクリプトを使用しません．

私は 5,000 件を超えるレコードを電子形態で一度に保存しません．

これらの条件に違反した場合，SciFinder®へのアクセス権が消滅する可能性があります．

ご 不 明 な 点 ま た は 商 用 ラ イ セ ン ス に 関 す る 情 報 に つ い て は ， 所 属 機 関 の SciFinder 管 理 者
（キーコンタクト）または化学情報協会 （customer@jaici.or.jp）までお問い合わせください．

CAS SciFindern は自分の研究以外の目的で利用することはできません．
また，データの過剰ダウンロードは禁止されています．
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＜ユーザー登録＞

名前，電子メール等の必要事項を入力し，［Register（登録）］をクリックします．

●のついた項目は必須入力項目です．すべて半角文字で入力してください（日本語入力不可）．
※ユーザー名，パスワードの入力規則は下記をご参照ください．
Contact Information
First Name

名

Last Name

姓

Email Address

Confirm Email Address

メールアドレス

メールアドレス（確認用）

フリーメール等は使えません．
大学ドメインのメールアドレス
である必要があります．

Phone Number (Optional)

Area of Research

研究分野

Job Title

職種

Username and Password
Username

Password

ユーザー名※

パスワード※

Re-enter Password

パスワード（確認用）

Security Information

秘密の質問の選択

Security Question
Answer

秘密の質問の回答

Register

Clear All

※ユーザー名，パスワードの入力規則について
【ユーザー名】

【パスワード】

5～15 の半角文字で指定します．

7～15 の半角文字で，少なくとも次の
4 種類のうち 3 種類を使用する必要があります．

使用できる文字は英字のみ，あるいは英字と数字
および次の特殊文字のいずれかを組み合わせた
ものです．

•
•
•
•

特殊文字：ハイフン，下線，ピリオド，アットマーク
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英字 （大文字）
英字 （小文字）
数字
英数字以外の文字（例：@, #, %, &, *など）

（続く）

入力したメールアドレス宛に，CAS から電子メールが送信される旨のメッセージが表示されます．
この時点ではまだ

登録完了していません．

Almost Finished
Thank you for completing the initial step in registering to use SciFinder®!
You will receive an email message from CAS that includes a link and instructions for
completing the registration process. You must click the link within 48 hours. If not,
you will need to begin the registration process again.

＜登録の完了＞

CAS から電子メールが届きます．メール到着後，48 時間以内にメール中にある URL をクリック
することで登録作業が完了します．もしクリックできない場合は，URL をブラウザにコピーして

アクセスしてください．

登録したユーザー名

この URL をクリックします．
下記画面が表示されれば，登録作業は完了です．

「Go to SciFindern 」のリンクボタンをクリックし，表示される CAS SciFindern の初期画面
（https://scifinder-n.cas.org）からご利用ください．

Go to SciFindern を
クリックします．

Registration Complete!
Go to SciFindern
or
Go to SciFinder (Classic)
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