Journal of Shoulder and Elbow Surgery(JSES)のオンラインジャーナルアクセス手続き方法

1. http://www.jshoulderelbow.org/ にアクセス
2. 画面右上[Login]をクリック

3-1.

<既にエルゼビアの他のオンライン製品の利用登録をされている場合 – JSES にログインします>

開いた画面の Sing in using your journal credentials の下の Email/Password 欄に
ご登録いただいた Email(メールアドレス)および Password(パスワード)を入力し、[Log in]ボタンをクリック。
（パスワードを失念された場合は、Forgot password?のリンクをクリックし、ご登録いただいたメールアドレスを入力し、
[Reset Password] ボタンをクリックください。
お手元にパスワードリセットのメールが届きますので、パスワードリセットのリンクからパスワードを再設定ください。)
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3-2. <初めてエルゼビアのオンライン製品を利用する場合 *最初にユーザー登録を行います＞
開いた画面の Register for an Account の下にある [Create Account] をクリック。

登録画面(Register for an Account for Free)に必要事項を入力し、最後に[Register]をクリック
なお、登録項目最後の Registered User Agreement は、registered user agreement に目を通していただい
てから□に✔を入れてください。
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登録完了の画面が表示されます。
[Return to the Journal of Shoulder and Elbow Surgery home page]をクリックし、
JSES のホームに戻ります。

4. Claim Subscription をクリック
(ログインされていると画面右上の Welcome の隣にログインされた方のお名前が表示されます。
オンラインジャーナル アクセス手続きはログインしている状態で行います。)
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5. “I receive my subscription through a society membership”のチェックボックスに✔をいれると
Society/Group 欄が表示。
Society/Group に Japan Shoulder Society を選択し、Account Number（学会会員番号）と
Last Name (苗字)を入力し、[Activate Claim] ボタンをクリック
＊日本肩関節学会の会員登録の際に、Last Name と First Name を逆に登録されている場合もございます。
エラーが出た場合は、First Name でもお試しください。
それでもエラーが出る場合は、会員専用ページで先生の登録情報を確認いただくか、事務局までお問い合わせください。

以上で、オンラインジャーナル アクセス手続きが完了します。
Account Number の確認方法：
1．エルゼビア社から送られる”ACTIVE YOUR ONLINE ACCESS”のメール（サンプル次ページ）
2. 会員専用ページ
3．2017 年度請求書に記載
4．事務局にお問い合わせください
注）年会費未納、または納付時期によっては付与しておりませんので、あらかじめご了承ください

2018 年 3 月
日本肩関節学会事務局
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エルゼビア社から届く 各先生毎のAccont Numberが記載された メールです

Mail の件名：ACTIVATE YOUR ONLINE ACCESS
発信元：donotreply@elsevier.com
Re: Acct# 先生にわりふられた account number
J032: JOURNAL OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY
Dear Customer,
Welcome to your Elsevier journal. Did you know that your subscription
includes full online access to both current and back issues for the
duration of your subscription? To claim full text access you must
first be a registered user of our journals platform, HealthAdvance.
Please follow the instructions below to register and claim your access:
Step One: Register on our journals platform:
- Visit www.healthadvance.com
- Select the appropriate Journal title
- Click the "Register and Claim Your Subscription" option appearing
under the Register link in the upper right hand corner of the page.
- Choose to "Register an Account"*
- Enter your personal information and select "Register"
- The next screen will confirm registration is complete and present
the option to "Continue where you left off"
*If you have previously registered, enter your username and password and
click "Log In"; skip to Step Two, Claim
Step Two: Claim access to your subscribed journal:
- On the Claim Access Page, enter your Subscription Number and Last Name
as they appear above, and then click "Activate Claim"
- The next screen will confirm activation is complete and you are done!
If you have questions about using or accessing the website, contact us at:
EMEA Customers
eurosupport@elsevier.com
+44 (0) 1865-843177
Monday - Friday 8:00am - 5:00pm GMT
North American and ROW Customers
Journalsonlinesupport-usa@elsevier.com
+1 (800) 654-2452 (Toll Free US & Canada)
+1 (314) 447-8871 (Outside US & Canada)
Monday - Friday 7:30am - 5:00pm CT
For print related Queries, please contact USsocieties@elsevier.com
Kind Regards,
Customer Service
L302/ 41/21453550/JAPAN
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