※英語ガイドは次ページから
English follows Japanese

【アクセスする前に必ずご確認ください！】

1.

登録は携帯電話のキャリアメール（docomo/softbankなど）は使わず、Gmail などのパソコンでアクセスでき
るメールアドレスを使ってください。

2.

主なブラウザでご利用できます（Internet Explorerを除く）

3.

アクセスコードは、銀の部分をコインで優しく削るとコードが表示されます。

4.

国内正規販売店以外でのご購入および、転売品・中古品に関しては弊社サポートの対象外となります

※既にBookshelfにア
カウントをお持ちの方
は、そのままログイン
してご利用頂けます。
※Bookshelfのサイトに
アクセスできない場合
はブラウザのキャッ
シュをクリアにしてくだ
さい。

Grammar in Use eBooks／Cambridge eBooks登録とアクセスガイド

1.

新規登録はCambridge Bookshelfのホーム
ページで登録が必要です。パソコンのブラウザ
でhttps://bookshelf.cambridge.org/#!/login に
アクセスし、「Register」をクリックします。

※ ご登録はパソコンから。タブレットやスマートフォン
を使っての登録はできません。

2.

必要な情報を入力し、「 I accept the

3.

Eメールアドレス認

Cambridge Terms of Use 」の横に

証の確認メール

チェックを入れ、「Register」をクリック

が届きます。 （迷

します。

惑メールフォルダも

パスワードルール：
大文字小文字と記号（!,?,#,%,&,-,^,@,*）
を含んだ8文字以上
※ ここで使用したメールアドレスとパスワー

確認）「Validate

your account」
をクリックして下さ
い。

ドは今後サインインで必要になります。

4.

登録したメールアドレスとパスワードでCambridge
Bookshelfホームページでログインし、「Enter
access code」 をクリックします。

5. ご自身の eBook のアクセスコードを入力して、
「Activate」をクリックして起動を完了します。

6.

ご購入いただいたテキストと同じ表紙のeBookが表示されます。

7. 次回以降はパソコンのブラウザ

表紙をクリック し学習を進めてください。次回からはサインインを

か、タブレットやスマートフォンの

してご利用可能です。

Cambridge Bookshelf アプリ上で

アクセスコードは

ご利用いただけます。

毎回入力しません。
※ Cambridge Bookshelf アプリは、パソコンで登録後、App
StoreかGoogle Playから無料でダウンロードしご利用可能です。

ビデオで登録方法を確認するにはここをクリック。
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1.
2.

※There is no need to
reregister if you already
have a Cambridge
Bookshelf account. Login
with your existing details.
Please also clear your
cache in your browser if
you are experiencing
problems.

【Before using the Cambridge Bookshelf】

Before using your eBook on your smartphone or tablet, please register through a
browser with a computer or web-based email address such as Gmail/Yahoo! or
your institute/company email address
Most major browsers supported (Internet Explorer not recommended)

eBook Activation Guide for Grammar in Use eBooks and Cambridge eBooks
Access Code: Please scratch off the silver label on the inside of the cover gently with a coin.

1. Go to the Cambridge Bookshelf page at
https://bookshelf.cambridge.org/#!/login
(Registration must be completed in a web browser)

2. Register your details by clicking on “Register”

3. Complete all fields, then check

4. Verify your email

the box for “I accept the

address by clicking

Cambridge Terms of Use” and

“Validate your

click the “Register” button.

account” in the

*Password must contain at least 8 characters,
a lowercase letter, an uppercase letter and a
special character (!,?,#,%,&,-,^,@,*)
Please remember your email address and
password for signing-in to your account.

automated email sent to
your email address.
*If you do not see the e-mail in
your inbox, please check your
junk folder.

5. Use your email address and password to
log into Cambridge Bookshelf again, then
click on “Enter access code” at the top right
of the screen. Enter your eBook activation
code and click the “Activate” button.

6. The eBook icon (which is the same as the textbook cover) will now
appear in your list of available titles with the book cover appearing
as illustrated.

7. The eBook can now be accessed
through your computer in your
browser, or through the
“Cambridge Bookshelf” app on
your smartphone or tablet

Video guides on YouTube also available here
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