
【第 103 春季年会】参加⽤ ID・パスワードについて / About your ID and password for participation 
ログインには『参加⽤ ID・パスワード』を使⽤します。『参加⽤ ID・パスワード』は早期申込の⽅には 3/8 に、直前申込の⽅にはお⽀払い⼿続き完了後にシステムより送信されます。 

The 'Participant ID and Password' will be sent to those who registered during the primary registration period on March 8, from the Confit system. 

⽇本化学会 / The Chemical Society of Japan 

［⽇本語］ 
◆ 参加登録，⽀払いを完了されている⽅ 

以下の２つのいずれかの⽅法をお試しください。 
 
［⽅法Ａ］参加⽤ ID・パスワードのメールを今⼀度お探しいただく。 
受信メールが無いかご確認ください。迷惑メールに含まれている可能性があります。メー
ルの概要は以下の通りです。 
 

件名（⽇）：【⽇本化学会 第 103 春季年会 (2023)】参加⽤ ID・パスワードのお知らせ 
件名（英）：[The 103rd CSJ Annual Meeting] Your ID and password for participation 
 または 
件名（⽇）：[csj103rd] ログイン情報のお知らせ 
件名（英）：[csj103rd] Your Login Information 

 
［⽅法Ｂ］参加⽤パスワードを再設定いただく。 
  ※メールを受信できる場合に限ります。 
参加者ログインのページにおいて［パスワードを忘れた⽅はこちら］より，参加⽤パスワ
ードの再設定を⾏ってください。ご⼊⼒いただくアドレスは参加登録されたときと同じも
のです。 
［参加者ログイン］ 
https://confit.atlas.jp/guide/event/csj103rd/participant_login?eventCode=cs
j103rd 
※ パスワードを再設定したのち，ログインされる際の注意点 
参加⽤ ID は【メールアドレス】および【参加受付番号 (A+5 桁数字)】の２通りがありま
す。両⽅をご⼊⼒され，ログインをお試しください。 

 
◆ シンポジウムで講演される⾮会員の⽅※ 
 ※ 法⼈会員の企業にご所属で，個⼈会員でない⽅を含む 

受信メールが無いかご確認ください。迷惑メールに含まれている可能性があります。メー
ルの概要は以下の通りです。 
 

件名（⽇）：【⽇本化学会 第 103 春季年会 (2023)】ログイン⽤アカウントのお知らせ 
件名（英）：[The 103rd CSJ Annual Meeting] Platform Account 

 
なお，ご不明の場合は，お問合せフォームよりご連絡ください。 
［お問い合わせ］https://confit.atlas.jp/guide/event/csj103rd/static/query 

[English] 
◆ If you are a registrant who has registered and paid the registration fee 

Please solve your problem by following the procedure below. 
 
[ Solution A ] Searching the email for your ID and password for participation 
Please check the email in your mailbox again, including the junk box. 
 
**The outline of the email 
   [ Pattern A ] 
     Date: March 8, 2023 
     Subject: [The 103rd CSJ Annual Meeting] Your ID and password for participation 
   [ Pattern B ] 
     Period: March 8, 2023 
     Subject: [csj103rd] Your Login Information 
 
[ Solution B ] Reset your registration password 
Please visit the "Registrant Login" website and request to reset your participation 
password from the “Forgot your password?” link. 
The e-mail address is the same as the e-mail address you used when you registered. 
[Registrant Log in]  
https://confit.atlas.jp/guide/event/csj103rd/participant_login?eventCode=cs
j103rd 
 
[Caution] 
There are two patterns of IDs: “email address” or “registration number (A + 5 digits 
number), depending on when you registered for the meeting. Please try both to log in. 

 
 
◆ If you are a speaker for the symposium and not a member of the CSJ 

Please check the email in your mailbox again, including the junk folder. 
  
**The outline of the email 
     Date: March 8, 2023 
     Subject: [The 103rd CSJ Annual Meeting] Platform Account 

** If you still have problems, please contact us via the inquiry form. 
   [Inquiry] https://confit.atlas.jp/guide/event/csj103rd/static/query 


