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（例） NISSHOKU-KYOU ※英数字・漢字・ひらがなを用いて設定してください

（例） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ※半角英数字・6文字以上で設定してください
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申込み手順

１.ホームページ内の「受講する」をクリック後、利用規約を一読し、
「同意する」をクリック

クリック

2-1.申込み画面に進み、IDとパスワードを入力する

商品名の末尾がお申込みされた都道府県市名で
あることをご確認ください

「初めての方」のタブに入力

（例） Nisshoku-Kyou ※ご自身で設定

（例） ＊＊＊＊＊＊＊＊ ※ご自身で設定：６文字以上の半角英数字(大文字・小文字識別あり)
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2-3.住所を入力する

1234567 ※入力後、都道府県・市区町村まで自動で入力されます

○○町1-2-3 ※番地、建物名まで忘れずにご入力ください

同様に、住所２（勤務先）も

ご入力ください

2-2.氏名を入力する

ニッショク ※全角カタカナ

日食

花子

ハナコ ※全角カタカナ

2-4.生年月日・電話番号・メールアドレスを入力する

※年月日の選択画面があらわれます

※半角数字11桁以下、ハイフンなし

※「お申込頂きありがとうございます」メール等が届きますので

お間違えのないようにお願いします

クリック

茨城県

○○市
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３.支払い方法を選択する

クリック

４.入力情報を確認する

５.申込完了メッセージの表示

クリック

茨城県○○市〇〇町1-2-3

9876543

1990年1月1日

1234567890

nisshokukyou@abc.com

支払い方法は、クレジットカード払いと

コンビニエンスストア払いの2種類です

※銀行振込はできません

茨城県△△市△△町4-5-6



ログイン手順
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１.申込完了ののち、申込内容およびお支払い情報が記載
されたメールが、登録したメールアドレス宛に届きます
件名：「お申込頂きありがとうございます」

２.決済が完了しますと、受講開始メールが申込み時に登録した
メールアドレス宛に届きます
件名：「受講開始のご連絡（必ずご確認ください）」

Nisshoku-Kyou

「受講開始のご連絡」メールに記載の

ログインURLよりeラーニングサイト

にアクセスします

※ログインURLをブラウザの「お気に入り」や

「ブックマーク」に登録しておくと2回目以降の

ログイン時に便利です



5

≪重要≫ ログインする前の注意事項

①カメラ付きのデバイスをご準備ください

②ご使用のデバイスの動作環境（OSとブラウザ）をご確認ください

OSとブラウザ

●パソコン

Windows 8.1 / 10：Microsoft Edge(最新版)、Google Chrome(最新版)

Firefox(最新版)

Mac OS X 以降：Safari(最新版)

※本eラーニングでは顔認証を導入しております。Windows Internet Explorerでは

顔認証が正常に機能しないため、ブラウザとしてお使いいただけません。

●スマートフォン・タブレット

iOS 10.0 以降：Safari(最新版)

iPadOS 14.0 以降：Safari(最新版）

Android 5.0 以降：Google Chrome(最新版）

※これまで寄せられている「ログインできない」、
「顔認証するとログイン画面に戻る」といった原因
のほとんどは、サイトに対して行うカメラの許可
設定やOSとブラウザが上記の動作環境にない
ケースがほとんどです。

③ご使用のブラウザ（Webサイト閲覧ソフト）でeラーニングサイトにア
クセスした際のカメラ設定

iPhone／iPad
１．［設定］ をタップ
２．［Safari］ をタップ
３．「WEBサイトの設定」の項目にある［カメラ］ をタップ
４．［確認］ または ［許可］ をタップ

Android
１．Chrome を起動
２．eラーニングサイトにアクセス
3．Chrome のアドレスバー（URL表示窓）の右側にある 縦3点リーダー［ ］ をタップ
4．[設定] をタップ
5．[サイトの設定] をタップ
6．[カメラへのアクセス] をタップし、[許可] をタップ

※サイトの設定内の“ブロックリスト”に 『https://jfha-shokuei.learning-ware.jp/』
がある場合は、URLをタップし、[許可] をタップ

…
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サイトにアクセスしながらカメラ設定する場合

eラーニングサイトにアクセスし、ログインID・パスワードの入力後、

「顔写真を撮影」まで進みます。

● Microsoft Edge

１．URLバーの冒頭の🔓マークをクリック

２．カメラを使用する → ［許可］ を選択

● Google Chrome

１．URLバーの冒頭の🔓マークをクリック

２．カメラを使用する → ［許可］ を選択

● Safari

１．「顔写真を撮影」に画面が

切り替わると、デバイスからカメラの

許可を求められます

２．［許可］ を選択
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クリック

クリック

３.ログイン画面の入力

４.顔認証用の写真の撮影

申込み時にご自身で設定したIDを
入力します
※「受講開始のご連絡」メールにIDの記載が

あります

申込み時にご自身で設定したパスワー
ドを入力します

パスワードを忘れた場合は、こちらを
クリックし、パスワードの再設定を行っ
てください

Nisshoku-Kyou

＊＊＊＊＊＊＊＊

｟注意点｠

・帽子、マスクは外してください

・eラーニングサイトにアクセスしたと

きに、お使いのデバイスのカメラが

作動するように、使用するブラウザ

でアクセスしたサイトに対するカメラ

の許可設定を必ずご自身で行ってく

ださい ※P.5-6参照
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５.顔認証用の写真の登録

クリック

クリック

2回目以降のログインでは、

IDとパスワードを入力後、

顔認証システムによって顔データの

照合を行います

｟注｠顔全体がしっかり写っていること

６.利用規約、禁止事項を一読し、「同意して進む」をクリック

ログインの都度、

「ログインID＋パスワード＋顔認証」

が必要です。また、講義中、試験中も

顔認証を行います
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講義ビデオの受講手順

クリック

１.トップ画面に進む

トップ画面を下にスクロールすると、購入した講座が
表示されています

講座名をクリックします

※受講を途中でやめて再開する場合は、「受講開始のご連絡」メールに記載のロ

グインURL からアクセスし、ログインし直してください
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２.「講座の概要及び注意事項」を一読する

・必ず、「講座の概要及び注意事項」と「受講時の注意
事項」をご一読ください

・入金から5日経過しても「学習テキストの送付先」が
選択されていない場合は、自動的に「自宅」に送付し

ますのでご注意ください
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３.学習テキストの送付先画面に進む

講座画面を下にスクロールすると、「学習テキストの送
付先」があります。「学習テキスト 送付先」を

クリックします

｟注｠ 送付先を回答しないと、講義ビデオを再生できません

既にテキストが届いている場合も、必ずご回答ください

画
面
を
下
に

ス
ク
ロ
ー
ル
す
る

クリック
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４.学習テキストの送付先を入力する

クリック

勤務先名称をご入力ください

※ 送付先住所は申込み時に入力された

住所1 または 住所2 となります。

ここに住所を入力されても無効とな

りますのでご注意願います

自宅または勤務先のどちらかをクリック

してください

クリック

入力内容を確認後、「回答する」をクリックします

※「回答する」をクリックする前であれば、「回答画面に戻

る」で入力画面に戻り修正することが可能です

５.学習テキストの送付先を回答する
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クリック

「進捗率が変わりました。更新してください。」と画面
上部にポップアップが出現しますので、「更新する」を

クリックします

※ 講義ビデオを見終わるごとに同じポップアップが出現しますので、

その都度クリックし次の講義ビデオに進んでください

６.進捗率を更新する
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7.講義ビデオを再生する

クリック

講義１①のタイトルをクリックすると動画が再生され

ます。続いて講義1 ②、講義1 ③と記載順に動画を

再生し受講を進めてください

講義タイトル名が青文字で表示

されていれば再生できます

講義ビデオの視聴中や

テスト中の顔認証画像

は、ドラッグして好きな

場所に移動できます
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その他

1.受講可能期間の確認

ご自身の受講可能
期間はこちらで確
認できます

２.マイプロフィールの確認
下記の手順により申込み時の登録内容をご確認できます

１．人型アイコン/氏名を
クリック

２．「マイプロフィール」
をクリック

Nisshoku-Kyou

nisshokukyou@abc.com

1234567890

茨城県○○市〇〇町1-2-3

茨城県△△市△△町4-5-6

1990年1月1日

・氏名/フリガナ

・メールアドレス

・電話番号

・ログインID

・住所1（自宅）

・住所2（勤務先）

・生年月日

をご確認できます
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３.マイプロフィールの修正（登録内容の修正）

1.講座トップ画面の上部にある「人型アイコン/氏名」をクリック
２．「マイプロフィール編集」をクリック
３．変更できるのは電話番号・生年月日・メールアドレス・パスワードのみ

４.領収書の発行 （注）クレジットカード払いの方のみの機能

1.講座トップ画面の上部にある「人型アイコン/氏名」をクリック
２．「マイプロフィール」をクリック

３．「申込履歴」の下にある青色ボタン「領収書発行」をクリック
４．領収書の宛名を入力し、水色ボタン「発行する」をクリック
５.入力後、別ウインドウで領収書データ（PDF）が開きます

※ダウンロードは1度のみのため、必ずデータを保存してから印刷してください

クリック


