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登録・操作マニュアル
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ユーザー登録・変更

1．ユーザー登録
※�登録の前に，ご使用のブラウザで「https://shs.jiho.jp/」ドメインへのアクセスが可

能かご確認ください。アクセスができない場合は，システム管理者等へお問い合わせを

お願いいたします。

1）　新規のお申込み（以下，「親ライセンス」といいます）

1

①トップ画面（https://shs.jiho.jp/）よ
り，［新規お申込み］を選択します。

②「ご契約について」をお読みになり，利
用規約に同意される場合は［□利用規約
に同意する］にチェックを入れ，［登録
に進む］を選択してください（同意され
ない場合，登録はできません）。



2

●●●●●●●●

●●●●●●●●

④弊社より本登録用の URL を記載したメ
ールを送信いたします。メールにある
URL より，本登録画面に進んでくださ
い。

●●●●●●●●

③本登録用の URL を受信するメールアド
レスを入力してください。
※ここで入力されたメールアドレスがお客様の
IDとなります。
※ご使用のメールソフトにおいて「@jiho.jp」
ドメイン及び URL が記載されたメールが迷
惑メール等として処理されないよう，あらか
じめ設定してください。

●●●●●●●●

⑤お客様情報を入力します。
⑤ ─ ⑴�任意のパスワード（英数字のみで

6文字以上）を設定してください。
ログイン時に必要となりますので，
パスワードはお客様自身が厳重に
保管してください。

⑤ ─ ⑵�シリアルコードをお持ちの方は，
［□使う］にチェックを入れ，お
手元のシリアルコードを入力後，
［Check］ボタンをクリックして
ください。正しいシリアルコード
を入力されると，画面に「シリア
ルコードチェックOK」の文字が
表示されます。
☞�シリアルコードについては 8ページ 3．
をご覧ください。

⑤ ─ ⑶�すべての入力が終わったら［登録
する］ボタンをクリックします。



　これで本登録は完了です。本登録完了時点で，すべての機能をお使いいただけます。

　後日，弊社より本登録画面で入力されたお客様住所へ請求書が郵送されます（すでに書

店様等でシリアルコードをご購入の際は，請求書は郵送されません）。
※�追加ライセンスのお申込みは，上記親ライセンスの本登録完了後，トップ画面よりログインしていた
だき，メイン画面の右上にある「ユーザー情報を見る」よりお申込みいただけます。詳細は4ページ
2）をご覧ください。

3

●●●●●●●●

●●●●●●●●

●●●●●

●●●●●●●●●●

⑥弊社より本登録完了メールを送信いたし
ます。



2）　追加ライセンスのお申込み

※�追加ライセンスのお申込みには，1ページ 1）「新規のお申込み」における親ライセン

スの本登録が必要です。

4

●●●●●●●●

①トップ画面（https://shs.jiho.jp/）よ
り，1ページ 1）で登録された親ライセ
ンスのユーザー ID とパスワードでログ
インします。

●●●●●

②画面右上の［ユーザー情報を見る］を選
択します。

●●●●●●●●

●●●●●

●●●

●●●

●●●

●●●●●

●●●●●

●●● ●●● ●●●

●●●

●●●

② ─ ⑴�ユーザー情報画面一番下の［契
約ライセンス追加数］にご希望
のライセンス数を入力し，［追
加］ボタンをクリックします。



　これで追加ライセンス登録は終了です。

　後日，弊社よりご契約いただいた追加ライセンス分の請求書が郵送されます（すでに書

店様等でシリアルコードをご購入の際は，請求書は郵送されません）。弊社にて入金確認

後，親ライセンスユーザー情報画面の契約ライセンス詳細にある「状態」が［決裁済］に

変わります。

5

●●●●●●●●

●●●●●●●●

③追加ライセンスの本登録
上記② ─ ⑵で入力されたメールアドレ
スに，弊社より本登録用の URL を記
載したメールを送信いたします。メー
ルにある URL より，本登録画面に進
んでください。本登録画面における入
力については 2 ページ⑤をご覧くだ
さい。
　追加ライセンスの本登録が完了する
と，親ライセンスユーザー情報画面の
契約ライセンス詳細にある「状態」が
［登録済］に変わります。

●●●●●●●●

●●●●●

●●●

●●●

●●●

●●●●●

●●●●●

●●● ●●● ●●●

●●●

●●●

② ─ ⑵�ユーザー情報画面に② ─ ⑴で入
力された追加ライセンス数分の
契約ライセンス詳細が表示され
ます。メールアドレス欄に，登
録するユーザーのメールアドレ
スを入力します（ここで入力さ
れたメールアドレスが各追加ラ
イセンスの IDとなります）。
追加ライセンスのシリアルコード
をお持ちの場合は，先にシリアル
コードをそれぞれ入力し，［使う］
ボタンをクリックして正しいシリ
アルコードであることを確認後，
［メール送信］ボタンをクリック
してください。

☞�シリアルコードについては 8ページ 3．
をご覧ください。

　［メール送信］ボタンをクリッ
クした時点で，追加ライセンスの
ご契約となります。

※�ご使用のメールソフトにおいて「@jiho.jp」
ドメイン及び URL が記載されたメールが迷
惑メール等として処理されないよう，あらか
じめ設定してください。



2．ユーザー情報の変更
1）　親ライセンス
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①トップ画面よりユーザー ID とパスワー
ドでログインします。

●●●●●

②画面右上の［ユーザー情報を見る］を選
択します。

●●●●●●●●

●●●●●●●●

●●●●●

●●●●●●●●

●●●

●●●

●●●●●

●●●●●

●●● ●●● ●●●

●●●

③パスワードを変更したい場合は，パスワ
ード欄の［パスワードを変更する］ボタ
ンをクリックすると変更できます。その
他の登録情報の変更は，お客様情報欄右
上にある［登録情報の変更］ボタンをク
リックすると各項目の変更ができます。
※ID（メールアドレス）を変更された場合は，
ユーザー ID も変更となりますのでご注意く
ださい。



2）　追加ライセンス（ご利用ユーザーを変更したい場合）
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①トップ画面より親ライセンスのユーザー
IDとパスワードでログインします。

●●●●●

②画面右上の［ユーザー情報を見る］を選
択します。

●●●●●●●●

●●●●●●●●

●●●●●

●●●●●●●●

●●●

●●●

●●●●●

●●●●●

●●● ●●● ●●●

●●●

③契約ライセンス詳細画面で，変更したい
ユーザー情報の右にある［削除］をクリ
ックします。

④該当するライセンスNo．のメールアド
レスが空白となり，登録状態が［未登
録］となりますので，新たに利用するユ
ーザーのメールアドレスを入力し，［メ
ール送信］ボタンをクリックします。

⑤上記④で入力されたメールアドレスに，
弊社より本登録用の URL を記載したメ
ールを送信いたします。メールにある
URL より，本登録画面に進んでくださ
い。本登録画面における入力については
2ページ⑤をご覧ください。
※ご使用のメールソフトにおいて「@jiho.jp」
ドメイン及び URL が記載されたメールが迷
惑メール等として処理されないよう，あらか
じめ設定してください。

④

③



3．シリアルコードについて
　書店様等で本サービスのシリアルコードをあらかじめご購入の際は，各ユーザー登録の

際にシリアルコードを入力することで決済完了となります。シリアルコードのご購入につ

いての詳細は取扱い書店様へお問い合わせください。
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操作

　トップ画面の「ログイン」より，登録したユーザー IDとパスワードでログインします。

1．各書籍，関連法規集，製薬関係通知集の閲覧

●●●●●

①ご覧になりたいタイトルの［全文を表
示］・［一覧を表示］をクリックします。

②該当するタイトルの PDF が表示されま
す。

③PDF表示，画面上部のアイコンでは，それぞれ下記の操作を行うことができます。

画面左の「しおり」を表示します（初期画面で表示されています）

表示されている PDFのページ番号です

PDFの縮小ページ
を表示します

画面左の「しおり」
表示／非表示を切
り換えます

表示するページを進めたり
戻すことができます

文書内の文字を
検索します

表示されているPDFを
拡大，縮小します

印刷します

PDFファイルを�
ダウンロードします

PDFファイルの右回転，左回転する
ツールなどが表示されます

プレゼンテーションモード
（全画面表示）に切り換えます

※印刷について
・�ブラウザの印刷機能を使用すると正しく印刷が行われないため，PDF 表示画面上部の印
刷ボタンを使用してください。
・�書籍［全文を表示］により PDFを表示させた状態で印刷を行うと，データの読み込みに
時間がかかり印刷できないことがあるため，印刷する場合は，PDF ファイルをダウンロ
ードしてから，任意の PDF閲覧ソフトにより印刷してください。
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2．語句検索

●●●●●

①検索したい語句が 1つの場合
検索したい語句を検索文字列に入力し，
検索対象としたいタイトルを選択します
（初期状態ではすべてのタイトルがON
になっています）。
②検索したい語句が複数の場合
1 つ目の語句を検索文字列に入力後，
［AND］ボタン（全ての語句を含む）ま
たは［OR］ボタン（いずれかの語句を
含む）をクリックします（初期状態では
［SINGLE�WORD］が選択されていま
す）。
検索文字列欄右側の［追加］ボタンをク
リックして全ての語句を複合条件に追加
します。
※英数字は半角で入力してください。
※�AND/OR 検索の対象範囲は各 PDF におけ
る同一ページ内となります。

④ ③検索語句の入力後，［検索］ボタンをク
リックすると対象語句を含む一覧がテキ
ストで表示され，対象語句がハイライト
されます。該当するタイトルの PDF を
ご覧になりたいときは，［PDF 表示］ボ
タンをクリックします。
※英数字を全角で入力した場合，正しくハイラ
イトされないことがあります
※�PDF 表示画面の詳細は 9 ページ③をご覧く
ださい。

④検索結果の画面を閉じる場合は，画面上
部右側の × ボタンをクリックします
（ブラウザの「戻る」ボタンはクリック
しないでください）。
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3．関連情報の参照
1）�　各書籍 PDFの本文中，紫色（他ページ参照）もしくは赤色（関連法規集，製薬関係

通知集参照）の文字をクリックすると，関連情報を含むページにジャンプします。前

の画面に戻るときはブラウザの［戻る］ボタンをクリックします。
※�右クリックで「新しいタブで開く」を選択（または［Ctrl］キー＋左クリック）すると，複数のタブ
で関連情報を表示することができます。

4．ログアウト

1）�　使用後，メイン画面右上にある「ログアウト」ボタンをクリックするとログアウト

します。ログアウト後は，同一ユーザー IDで別デバイスよりログインすることができ

ます。
※�同一ユーザー IDで複数デバイスから同時に操作することはできません。
※�ログアウトせずに別デバイスより同一ユーザー IDでログインすると，先にログインしているデバイ
スのセッションが切れ，ログアウト状態となります。
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