農業食料工学会

エルゼビア登録会員用

英文誌”Engineering in Agriculture, Environment and Food (EAEF)” オンライン接続方法
すでに ScienceDirect のアカウントをお持ちの方は、そちらを利用して接続してください。
EAEF の無料アクセスを申し込まれた方で、初めて ScienceDirect にアクセスするには、新しいアカ
ウントを作る必要があります。このアカウント作成には
１） 農業食料工学会の会員番号（your Society Membership Number）
無料アクセス申し込み時に申請した
２） E メールアドレス
３） パスワード
が必要です。
Web ブラウザの URL 欄に、次のアドレスを入力してください。
https://www.sciencedirect.com/eaef/activate/member
注意：必ず“https: //” にしてください。 “http://”ではアクチべーションできません。

すると、以下のページが表示されますので、” Society Membership Number”のボックスに１）農業
食料工学会の会員番号（J0****、すべて半角英数字で 6 文字）を入力してください。
もし、自分の会員番号がわからないときは、学会事務局（office@j-sam.org ）にご連絡ください。
会員番号を入力したら、"continue"をクリックしてください。

図１

アクチベーション開始画面

（https://www.sciencedirect.com/eaef/activate/member）
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会員番号が正しく登録されていれば、図２の画面になります。
もし登録されていない会員番号の場合は、図３の画面が表示されます。そのときは、この資料末
尾のフォームに必要事項を記入して、オンライン接続を申し込んでください。
図２のユーザーネイム欄に E メールアドレス、パスワード欄にパスワード（すべて半角英数字）
を入力して、"Sign in"をクリックしてください。サインインに成功すると、図４の画面になります
ので、"continue"をクリックしてください。

図２

図３

会員番号が正しく登録されている場合

会員番号が登録されていない場合
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図４

アクチべーション完了画面

もし図５の画面が表示される場合は、”Forgotten your Username or Password”をクリックして、パス
ワードの再設定を行ってください。

図５

サインインができないときの画面

サインインに成功した場合は、画面の右上に、アカウント名が表示されます（図６）。

ここにサインインしているアカウント名が表示されます。

図６

サインイン完了

3

続いてジャーナルに掲載された論文の表示ですが、左上の”Journals”をクリックすると EAEF に掲載
された論文が表示されます（図８）。

図７

ジャーナル画面への切り替え

図８

ジャーナルの論文一覧
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次回のサインインからは、Web ブラウザの URL 欄に、次のアドレスを入力してください。
http://www.sciencedirect.com/eaef/
注意：必ず“http://”にしてください。では“https: //”ありません。

右上の”Sign in”のところをクリックして、ユーザーネイム欄に E メールアドレス、パスワード欄に
パスワード（すべて半角英数字）を入力して、"Sign in"をクリックしてください。

図７

次回からのサインイン
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For Existing ScienceDirect Users: The next step will allow you to associate an existing ScienceDirect user
profile to this subscription, if you have one.
Please Note – If you have associated your existing ScienceDirect User-Profile to this Society Access, you
must type into your Internet Browser, the Society Site’s URL to access the society journal. The contents of
the Society Home-Page will not be accessible via the ScienceDirect Home-Page (www.sciencedirect.com)
nor via any other Society Member Site which you may have subscribed to. Society Sites are supported on a
separate platform to ScienceDirect.
Please go to the Society Member’s Site and enter your new username and password in the upper-right
hand corner of the Homepage: www.sciencedirect.com/eaef
For New Users to ScienceDirect: If you do not have an existing profile and are a new user to
ScienceDirect, you can continue to the registration screen that will allow you to create a new user profile.
You will be asked to fill out a form and choose a password. A unique username will then be assigned. It is
important to note, that all user-names and passwords to ScienceDirect are case sensitive. After
registration you can directly login to the Society Site with your username and password.
Please Note - Do NOT use special characters, such as ö, ä, æ when entering your personal details into the
profile form.
Please go to the Society Member’s Site and enter your new username and password in the upper-right
hand corner of the Homepage: www.sciencedirect.com/eaef
If you encounter any problems registering, please note that older browsers may not support SSL encryption,
which is required for secure data transmission. Also, cookies must be enabled in your browser to support
the registration process.
Please note, society access to this journal on ScienceDirect is available from articles published from 1995
and onwards.
Instructions for the Members of Asian Agricultural and Biological Engineering Association (AABEA)
Should you require any assistance, please do not hesitate to contact the closest Customer Support department as
follows. Please mention the title of the journal you are trying to access, the URL of the site and the name of your
society in your communication.
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Europe, Middle East and Africa

United States and Canada

Latin America

Tel: +31 20 485 3767
Fax: +31 20 485 3432
E-mail: nlinfo@elsevier.com

Tel: 1 888 615 4500 (1 212 462
1978, if calling from outside the
USA and Canada)
Fax: 1 212 462 1974
E-mail: usinfo@elsevier.com

Tel: +55 21 3970 9300
Fax: +55 21 2507 1991
E-mail: brinfo@elsevier.com

If you would like to receive
pricing information or request a
trial, please contact your nearest
Regional Sales Office at:
Elsevier Regional Sales Office
Customer Support Department
P.O. Box 211
1000 AE, Amsterdam, The
Netherlands
Tel: +31 20 485 3767
Fax: +31 20 485 3432
E-mail: nlinfo@elsevier.com

If you would like to receive
pricing information or request a
trial, please contact your nearest
Regional Sales Office at:
Elsevier Regional Sales Office
Customer Support Department
P.O. Box 945
New York, NY 10159-0945, USA
Tel: +1 888 615 4500 (+1 212 462
1978, if calling from outside the
USA and Canada)
Fax: +1 212 633 3680
E-mail: usinfo@elsevier.com

Asia and Australasia

If you would like to receive pricing
information or request a trial, please
contact your nearest Regional Sales Office
at:
Elsevier Regional Sales Office Customer
Support Department
Rua Sete de Setembro III/16 Andar
Rio de Janeiro-RJ, Brazil
Tel: +55 21 3970 9300
Fax: +55 21 2507 1991
E-mail: brinfo@elsevier.com
Elsevier Latin America Website
www.americalatina.elsevier.com

Japan

Tel: +65 6 349 0222
Fax: +65 6 733 1050
E-mail: sginfo@elsevier.com

Tel: +81 3 5561 5034
Fax: +81 3 5561 5047
E-mail: jpinfo@elsevier.com

If you would like to receive pricing information or
request a trial, please contact your nearest
Regional Sales Office at:

If you would like to receive pricing information or request a
trial, please contact your nearest Regional Sales Office at:

Elsevier Regional Sales Office Customer Support
Department
3 Killiney Road #08-01
Winsland House 1
Singapore, 239519
Tel: +65 6 349 0222
Fax: +65 6 733 1510
E-mail: sginfo@elsevier.com
Elsevier
Asia and
http://asia.elsevier.com

Australasia

Elsevier Regional Sales Office Customer Support Department
1-9-15 Higashi-Azabu, Minato-ku
Tokyo 106-0044, Japan
Tel: +81 3 5561 5035
Fax: +81 3 5561 5047
E-mail: jpinfo@elsevier.com

Website
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別紙
平成 25 年 10 月 10 日
Elsevier 発行の電子ジャーナル”EAEF”の無料購読申し込みについて（修正版）
農業食料工学会 英文誌編集担当委員会
委員長 飯田 訓久
農業食料工学会 会員の皆様へ
農業食料工学会（旧農業機械学会）では，韓国と台湾の農機学会（KSAM，CIAM）と共
に作る連合体”Asian Agricultural and Biological Engineering Association（以下 AABEA）”
により，国際電子ジャーナル”Engineering in Agriculture, Environment, and Food（以下
EAEF）”の編集と発行を行い、今年（2013 年）までに第 1～6 巻を科学技術振興機構の JStage 上に無料で公開して参りました。
さらに多くの研究論文などを募集し，アジアを代表する農業食料工学分野の国際英文誌
として飛躍するため，この度 AABEA と英文雑誌の大手出版会社 Elsevier の間で，EAEF
出版契約を結び，2014 年 1 月 1 日発行予定の第 7 巻 1 号から，Elsevier 出版の電子ジャー
ナルとして新しく発行される予定です。通常 Elsevier が出版するジャーナルは有料で購読
する必要がありますが，AABEA を構成する 3 学会の会員であれば，電子ジャーナル版を無
料購読することができます。この無料購読のためには，会員一人一人のメールアドレス，パ
スワードによって認証手続きが必要となります。
つきましては，Elsevier 発行の電子ジャーナル”EAEF”の無料購読を希望される会員の方
は，下記の申し込み欄に必要事項を記入，または○をして平成 25 年 10 月 31 日までに農業
食料工学会英文誌購読希望調査係宛< eibun@j-sam.org >に返信してくださいますよう，お
願いいたします。
＜無料購読申し込み欄＞
（注：〇印又は空欄に必要事項を記入して下さい）
１．EAEF の無料購読： 1) 希望する.

2) 希望しない.

２．会員種別： 1) 名誉会員、 2) 永年会員、３）正会員, ４) 学生会員
３．名前（日本の方は漢字と英語で、外国の方は英語でお願いします）
名前（漢字 ）:
Surname/First name :

/

４．住所（英文）
：
５．E-mail アドレス：
６．パスワード (英数字(半角)、6-8 文字、例： 0-9, a-z, A-Z)：
※記入頂いた情報は，電子ジャーナル”EAEF”の無料購読認証のみに Elsevier が使用し，
その他の目的では使用しません。
以上

