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複数名お申込みのお客様
>>代表者がまとめて複数名のお申込みをされる場合はこちらをご覧ください。

ライセンスを紐づけられたお客様
>>ご自身以外の方がお申込みされた場合はこちらをご覧ください。

個人でお申込みのお客様(申込者と受講者が同一)
>>ご自身でお申込みおよびご受講される場合はこちらをご覧ください。
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Step3

お支払

Step2

ご注文

複数名お申込みのお客様向け ご利用ガイド

Step1

新規会員登録

Step4

受講者の登録

Step5

受講状況の管理
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Step1 新規会員登録

お申込みおよびご受講には会員登録が必要です。
トップページの「新規会員登録」ボタンより会員登録手続きを行ってください。

クリック

クリック

②ご登録のメールアドレス
にお届けする仮登録メール

より本人認証を実行

①トップページ右上の
「新規会員登録」から

必要事項を入力
③本会員登録完了

※ 迷惑メールフィルター等の設定によりメールが受信できない場合がございます。
最初に「academy2@classnk.or.jp」からのメールの受信許可の設定をお願いいたします。
受信フォルダにてメールを受信できない場合、迷惑メールフォルダ等をご確認ください。

※ 当ウェブサイトでは、一部対応していない漢字がございます。ご登録の際にエラーが発生
した場合は、誠に恐縮ですが一般的な常用漢字を代用いただけますと幸いです。
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Step2 ご注文(1/2)

トップページよりご希望の商品ページにアクセスし、講座の詳細をご確認の上、
商品をカートへ追加してください。

申込受付中の講座は
こちらのおすすめに
表示しています。

E-Learningと集合研
修（WEB会場含む）は
上部のタブから切り
替え可能です。
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トップページ上部の
検索バーからも講座
を検索いただけます。

年間スケジュールは
トップページ上部の
ボタンから確認でき
ます。
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Step2 ご注文(2/2)

ショッピングカートより、数量の調節ができます。

数量を選択

内容確認後、
レジへ進む
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Step3 お支払(1/4)

お支払い方法につい
てご確認の上、「確
認する」をクリック
すると、ご注文内容
の確認画面に切り替
わります。

「注文する」をク
リックすると、次の
画面でクレジット
カード決済と銀行振
込が選択できます。
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Step3 お支払(2/4)

① クレジットカード決済
◆ 即時決済が可能です。

◆ お支払い画面にて、お支払い方法で「クレジットカード」を選択の上、

クレジットカード情報をご入力ください。

法人カードでの
お支払いも可能です。
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円決済に対応しています。

外貨設定のカードも利用可能ですが、
為替レートはご利用のカード会社側
にて適用されます。

注文キャンセルによる返金が生じた
場合も同様のため、入金日と返金日
の適用レートの違いにより、「入金
額」と「返金額」に差が生じること
があります。

外貨設定のカードをご利用いただく
場合は、上記についてあらかじめご
了承の上、決済をお願いいたします。
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Step3 お支払(3/4)

② 銀行振込（楽天銀行の仮想口座への振込）
◆ ご注文毎に専用の振込先口座（*）が発行されます。

* ClassNKの検査料等をお振込みいただいている口座とは異なりますのでご注意ください。

◆ 申込完了メールに記載の「振込先口座」と「支払期限」をご確認の上、お振込みください。

◆ お振込み完了後、academy2@classnk.or.jpより「ご入金を確認しました」というメールを受

信されましたら、お支払完了となります。

* 決済サービス提供会社（bank@alij.ne.jp）からも、お申込みおよび入金完了のメールが配信されます。
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口座名義は、決済サービス提供
会社になります。

期限までのお支払いが難しい場合には
当サイトのお問い合わせフォームから
ご相談ください。
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Step3 お支払(4/4)

お申込みが完了すると、「ご注文番号」が発行され、申込完了メールが配信され
ます。「ご注文番号」はお問い合わせの際に必要となります。
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Step4 受講者の登録(1/2)

入金完了メールの受信後、メールに記載されている「受講者紐づけ期限」までに
受講者の紐づけ登録を行ってください。当サイトの会員以外を紐づけすることは
できませんので、あらかじめ受講者の会員登録を行っていただく必要があります。

②申込者のマイページ > 各種管理 > ご注文管理
該当商品の「受講者紐づけ」をクリック

「受講者紐づけ」
クリック

クリック

①事前に受講者本人が
会員登録を行う

既に会員登録いただいている場合は、新規登録いただく必要はありません。
受講者様が当サイトの会員登録時に登録されたメールアドレスを使用して紐づけをお願いします。
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「各種管理」
をクリック
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Step4 受講者の登録(2/2)

③受講者のメールアドレス
を1つずつ改行して入力

受講者のメール
アドレスを入力

※ メールアドレス毎に改行いただくことで、一回で複数名の紐づけが可能です。
（紐づけ可能な人数は、お申込みの際に購入いただいた数量分のみとなります。）

※ 申込者自身も受講する場合は、ご自身のメールアドレスを含めてご登録ください。

④紐づけされた受講者
に、ライセンス紐づけ
完了メールが届くの

⑤受講開始
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Step5 受講状況の管理

申込者は、「マイページ」の「受講者学習履歴」タブより、
紐づけ登録した受講者の受講状況を確認することができます。

受講者名を
クリック

受講履歴や理解度テストの
結果が一覧で確認できます。

受講者情報が
表示されます

受講者が受講後のアンケートに回答すると、
修了証書の発行が可能となります。
※受講者本人のマイページからも発行可能
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「受講者学習履歴」
をクリック
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Step2

受講

ライセンスを紐づけられたお客様向け ご利用ガイド

Step1

メール受信
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Step1 メール受信

申込者により受講者紐づけ登録が行われると、「ライセンスが紐付きました」
というメールが配信されます。メールの受信後、当サイトのマイページの申込
情報のページにて、自身が受講者として紐づけられている講座が確認できます。
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Step2【E-learningの場合】受講（1/2）

マイページの「申込情報」タブでは以下のことが行えます。

* E-Learningでは受講票を発行いただく必要はありません。

タイトルをクリックし、
コンテンツの視聴に進む

理解度テスト（大）の実施
※テストが設定されている場合のみアクティブになります。
※受験回数及び点数は申込者のマイページからも確認可能です

コンテンツ視聴後、アンケートに
回答いただくと、修了証書が発行
可能となります。

アンケートに
回答

講義資料の
ダウンロード

16



01

Step2【E-learningの場合】受講（2/2）

「視聴する」をクリック
すると、動画の再生画面

が表示されます。

すべての章を視聴すると
【済】となります。

理解度テスト（小）の実施
※章ごとのテストが設定されている場合のみアクティブになります
※受験回数及び点数は申込者のマイページからも確認可能です
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Step2【集合研修（WEB会場含む）の場合】受講

マイページの「各種管理」タブでは、以下のことを行うことができます。
◆ 受講に関する詳細は、講義一週間程前に配信される、「当日のご案内」というメールを

ご確認ください。

* 対面形式の場合は、印刷した受講票を当日の会場の受付（事務局）で提出ください。
* WEB会場（オンライン形式）で開催する場合は、受講票の発行は不要です。

受講票の発行

講義終了後、アンケートに
回答いただくと修了証書が
発行可能となります。

アンケートに回答
※講義終了後にアクティブになります

集合研修では
使用しません。

事務局より配信される「当日
のご案内」のメールを受信後、
アクセス可能となります。
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Step3

お支払

Step2

ご注文

個人でお申込みのお客様向け ご利用ガイド

Step1

新規会員登録

Step5

受講
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Step4

受講者の設定受講者の登録
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Step1 新規会員登録

お申込みおよびご受講には会員登録が必要です。
トップページの「新規会員登録」ボタンより会員登録手続きを行ってください。

クリック

クリック

②ご登録のメールアドレス
にお届けする仮登録メール

より本人認証を実行

①トップページ右上の
「新規会員登録」から

必要事項を入力
③本会員登録完了

※ 迷惑メールフィルター等の設定によりメールが受信できない場合がございます。
最初に「academy2@classnk.or.jp」からのメールの受信許可の設定をお願いいたします。
受信フォルダにてメールを受信できない場合、迷惑メールフォルダ等をご確認ください。

※ 当ウェブサイトでは、一部対応していない漢字がございます。ご登録の際にエラーが発生
した場合は、誠に恐縮ですが一般的な常用漢字を代用いただけますと幸いです。

20



01

Step2 ご注文(1/2)

トップページよりご希望の商品ページにアクセスし、講座の詳細をご確認の上、
商品をカートへ追加してください。

申込受付中の講座は
こちらのおすすめに
表示しています。

E-Learningと集合研
修（WEB会場含む）は
上部のタブから切り
替え可能です。

21

トップページ上部の
検索バーからも講座
を検索いただけます。

年間スケジュールは
トップページ上部の
ボタンから確認でき
ます。
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Step2 ご注文(2/2)

ショッピングカートより、数量の調節ができます。

数量を選択

内容確認後、
レジへ進む
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Step3 お支払(1/4)

お支払い方法につい
てご確認の上、「確
認する」をクリック
すると、ご注文内容
の確認画面に切り替
わります。

「注文する」をク
リックすると、次の
画面でクレジット
カード決済と銀行振
込が選択できます。
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Step3 お支払(2/4)

① クレジットカード決済
◆ 即時決済が可能です。

◆ お支払い画面にて、お支払い方法で「クレジットカード」を選択の上、

クレジットカード情報をご入力ください。
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法人カードでの
お支払いも可能です。

円決済に対応しています。

外貨設定のカードも利用可能ですが、
為替レートはご利用のカード会社側
にて適用されます。

注文キャンセルによる返金が生じた
場合も同様のため、入金日と返金日
の適用レートの違いにより、「入金
額」と「返金額」に差が生じること
があります。

外貨設定のカードをご利用いただく
場合は、上記についてあらかじめご
了承の上、決済をお願いいたします。
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Step3 お支払(3/4)

② 銀行振込（楽天銀行の仮想口座への振込）
◆ ご注文毎に専用の振込先口座（*）が発行されます。

* ClassNKの検査料等をお振込みいただいている口座とは異なりますのでご注意ください。

◆ 申込完了メールに記載の「振込先口座」と「支払期限」をご確認の上、お振込みください。

◆ お振込み完了後、academy2@classnk.or.jpより「ご入金を確認しました」というメールを受

信されましたら、お支払完了となります。

* 決済サービス提供会社（bank@alij.ne.jp）からも、お申込みおよび入金完了のメールが配信されます。
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口座名義は、決済サービス提供
会社になります。

期限までのお支払いが難しい場合には
当サイトのお問い合わせフォームから
ご相談ください。
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Step3 お支払(4/4)

お申込みが完了すると、「ご注文番号」が発行され、申込完了メールが配信され
ます。「ご注文番号」はお問い合わせの際に必要となります。
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Step4 受講者の登録

入金完了メールの受信後、メールに記載されている「受講者紐づけ期限」までに
受講者の紐づけ登録を行ってください。

②「受講者紐づけ」
ボタンをクリック

①マイページ「各種管理」
の「ご注文管理」を

クリック

③ご自身の
メールアドレスを入力

「各種管理」
タブをクリック

「ご注文管理」
クリック

「受講者紐づけ」
クリック

メールアドレス
を入力

④ライセンス紐づけ
完了メールが届くの
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Step5【E-learningの場合】受講（1/2）

マイページの「申込情報」タブでは以下のことが行えます。

* E-Learningでは受講票を発行いただく必要はありません。

タイトルをクリックし、
コンテンツの視聴に進む

理解度テスト（大）の実施
※テストが設定されている場合のみアクティブになります
※受験回数及び点数は「各種管理」>「受講者学習管理」

> 「受講者履歴CSV」からも確認可能です

コンテンツ視聴後、アンケート
に回答いただくと修了証書が発

行可能となります。

アンケート
に回答

講義資料の
ダウンロード

E-Learning講座にお申込みの場合、「受講者紐づけ」の後に一度ログアウトいただき、
再度ログインいただきますと、こちらの「申込情報」のページに講座情報が表示されます。
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Step5【E-learningの場合】受講（2/2）

「視聴する」をクリック
すると、動画の再生画面

が表示されます。

すべての章を視聴すると
【済】となります。

理解度テスト（小）の実施
※章ごとのテストが設定されている場合のみアクティブになります

※受験回数及び点数は「各種管理」 > 「受講者学習管理」 > 
「受講者履歴CSV」からも確認可能です
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Step5【集合研修（WEB会場含む）の場合】受講

マイページの「各種管理」タブでは、以下のことを行うことができます。
◆ 受講に関する詳細は、講義一週間程前に配信される、「当日のご案内」というメールを

ご確認ください。

* 対面形式の場合は、印刷した受講票を当日の会場の受付（事務局）で提出ください。
* WEB会場（オンライン形式）で開催する場合は、受講票の発行は不要です。

受講票の発行

講義終了後、アンケートに
回答いただくと修了証書が
発行可能となります。

アンケートに回答
※講義終了後にアクティブになります

集合研修では
使用しません。

事務局より配信される「当日
のご案内」のメールを受信後、
アクセス可能となります。
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