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新規ご依頼の作成又は見積もり
の申込はこちらのボタンをク
リックして開始します

2

依頼作成を開始する 目次に戻る



分析の対象となる
検体の詳細情報を
入力してください

なるべく詳しく
ご記入ください

3

検体情報を入力する 目次に戻る



検体の詳細情報入力後に，
分析試験の項目を選択します

4

試験項目を選ぶ 1 目次に戻る



検体種別を選びます
必ず検体と一致する種別をご選択ください
異なる種別を選ばれると試験条件や料金な
どが正しく提示できない場合があります

試験カテゴリーを選択してください

5

試験項目を選ぶ 2 目次に戻る



複数の試験項目をお探しの場合
さらに試験のカテゴリーが表示されますの
で目的に応じたものにチェックを入れて
「検索を行う」をクリックします

カテゴリに関連する試験項目が一覧に表示
されます

1

2

試験項目１つだけをお探しの場合は，キーワード
を入力して「検索を行う」をクリックします

キーワードに関連する試験項目が一覧に表示され
ます

1’

6

試験項目を選ぶ 3 目次に戻る



「追加」をクリックすると試験項目が追加され，
引き続き別のカテゴリーから項目を探すことが
できます

「追加して閉じる」をクリックすると試験項目
が追加され，検体情報の画面に戻ります

分析したい試験項目にチェックを入れて下さい

1

2

2

7

分析したい試験項目が見つからない場合は，
9ページをご覧ください

試験項目を選ぶ 4 目次に戻る



8

検体情報画面にて，先ほど追加した試験項目が表
示されます

→ 検体が１検体の場合は14ページ へ
→ 複数検体の場合は11ページへ

試験項目を選ぶ 5 目次に戻る



分析したい試験項目が見つからない場合は，
こちらにチェックを入れて「検索を行う」を
クリックしてください
※本項目は各カテゴリーに設置されています

「ご希望の項目が見つからない場合（項目：その他分析項目）」
にチェックを付けて，「追加して閉じる」をクリックして
ください

1

3

2

4

9

試験項目が見つからない場合 1 目次に戻る



注意事項にご希望の試験項目を
ご記入ください

10

試験項目が見つからない場合 2

→ 検体が１検体の場合は14ページ へ
→ 複数検体の場合は11ページへ

目次に戻る
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複数検体の作成 1

「次の検体情報を作成」をクリッ
クすると，検体名などが空欄の状
態で，次の検体の情報や試験項目
等を作成することができます

同じ試験項目の検体を複数依頼さ
れる場合は，13ページの方法へ

目次に戻る
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複数検体の作成 2
検体No.002が作成されました

「削除」をクリックすると，現在
表示されている検体Noが削除され
ます

検体名などを入力し，
検体002のご依頼内容を作成します

No.1と同様に項目を選択します

目次に戻る
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複数検体の作成 3

同じ試験項目の検体を複数依頼さ
れる場合は，１検体目の依頼情報
を入力し，項目まで選択した後に，
その情報をコピーして作成します

「この検体情報をコピーして追加
する」をクリックします

検体情報，項目一覧の内容が全て
コピーされます
変更箇所を再度編集して検体002以
降の依頼を作成します

目次に戻る
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依頼を申し込む 1

「料金概算」をクリックすると次
の料金概算画面で現在選択した試
験項目の概算費用が確認できます

「次のStepへ」でも同じ画面に移
動します

目次に戻る
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依頼を申し込む 2

この内容で問題無ければ，「Step3 申込内
容確認」をクリックし，申込内容確認画面
に進みます

「次のStepへ」でも同じ画面に移動します

料金の概算が確認できます
「このページを印刷」で印刷することも可
能です

目次に戻る
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依頼を申し込む 3

依頼の作成中にはご利用になれな
い機能です

ページ最下部にある「一時保存」
「見積りの依頼」「申込み」ボタ
ンを押した後に使用できます

お客様情報に変わりが無いかご確
認下さい

目次に戻る
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依頼を申し込む 4

検体の弊財団到着予定日を記入く
ださい

他に連絡事項がありましたら，こ
ちらに記入ください

試験の目的をお選びください

依頼の作成を一時中断する場合は，
一時保存ボタンをクリックしてく
ださい

お見積りの依頼はこちらをクリッ
クしてください

作成した分析試験を申込む場合は
こちらをクリックしてください

目次に戻る
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依頼を申し込む 5

依頼内容の一時保存

ご依頼状況画面より再編集できます
この段階では受付No.は発行されず，当
財団へデータが送信されることはあり
ません

お見積りの依頼

お申込みいただいた後，見積もりを作成致
します
見積もりが完成しましたら，メールでご連
絡した後，ご依頼状況画面の掲載文書欄に
PDF文書として掲載いたします

申込み

お申込みいただいた際に自動返信メールが
発信されますので，そのメールを印刷して
検体に添えて送付してください

一時保存されたデータ
を削除できます

ご依頼作成後の動きについて 目次に戻る
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依頼を申し込む 6

見積もりもしくは，分析試験のご
依頼が申し込まれるとこちらに受
付番号が記載されます

分析試験の内容を印刷することが
できます

作成された依頼と類似の分析試験
を別途申し込みたい場合は，「現
情報を元に新規依頼作成」をク
リックすると，この依頼と同じも
のが新たにコピーされ作られます

こちらをクリックすると
お申込みの一覧画面に戻ります

目次に戻る
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作成された依頼がこちらに表示さ
れます

2検体目以降は「その他」と
表示されます
カーソルを合わせると
２検体目以降の検体名も
表示されます

依頼を申し込む 6 目次に戻る
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ご依頼状況画面の説明

過去データの検索ができます
日付，受付No，検体名などの条件
を入れて「ご依頼状況検索」をク
リックします

お申込済み依頼の詳細
を参照したい場合は，
受付Noや検体名を
クリックしてください

掲載文書には依頼に関わる文
書が掲載されます
クリックするとダウンロード
され，内容が確認できます
結果ご利用コースではこちら
に成績書が掲載されます

中間報告は結果ご利用コー
スのみ表示されます

パスワードの変更はこちら

グループを組まれている場合
メンバーを確認できます

目次に戻る
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画面右上ボタンの説明

ログアウトします

日本食品分析センターのホーム
ページが開きます

お問合せフォームが開きます
アンケートの回答やお申し込み後の変更
などのご連絡はこちらより送付してくだ
さい

HELP画面が開きます
各画面の説明があります

目次に戻る
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お問合せフォームの説明

受付Noを選択しますと，こちらにそのご依
頼の検体名が表示されます
お問い合わせ内容に検体名を追加すること
もできます

すでに見積もりや分析試験申込みをされて
いる件についてのお問い合わせは，受付No
をプルダウンから選択してください
直近25件から選択できます

入力が終わったらク
リックします

CSV，Excel，Word，画
像などのファイルを添付
することが出来ます
（最大５MBまで）
アンケートの回答もこち
らよりお送りください

添付したファイルを削除します

目次に戻る


