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操作マニュアル



変更履歴

⽇付 変更箇所 変更内容

2014/1/1 全体 新規作成

2015/1/31 全体 新管理画⾯⽤にマニュアルをリニューアル

2016/6/6 全体 新機能追加に伴い「操作マニュアル（主要機能）」までをリニューアル

2016/6/23 セミナー管理 追加作成

2016/6/29 販売管理 追加作成

2016/6/30 顧客管理 追加作成

2016/7/12 eラーニング - コース登録 チャプターの公開⽇設定

〃 eラーニング - コンテンツ登録 動画の倍速再⽣（2倍〜0.x倍）

〃 eラーニング - テスト 「不合格は正誤のみ表⽰、合格は正解・解説を表⽰」 の新設

〃 eラーニング - 進捗管理 学習進捗・ログからの送信メール履歴管理

2016/8/26 eラーニング - コンテンツ登録 コース⼀括登録時の絞込、有効期限について記載を追記

〃 eラーニング - コンテンツ登録 WYSWYG が追加されたため画⾯キャプチャーを差し替え

〃 eラーニング - コンテンツ登録 動画の複数設置

〃 eラーニング - 進捗管理（テストの結果確認） 記述式問題に対するコメント返信

2016/9/9 eラーニング - 進捗管理 新しいCSVファイル

〃 eラーニング - コース登録 コースのコピー登録

2016/9/10 eラーニング - 研修課題チャプター 研修課題チャプターの新設

2016/9/27 初期設定  - 管理者 コース管理者について追記

2016/10/24 eラーニング - コース登録 レッスンへの画像登録について追記

2016/11/01 eラーニング - コース登録、ユーザーへのコース⼀括登録
（紐付け）

チャプターのステップ公開機能について追記

2016/12/05 初期設定  - 管理者 コース管理者の表⽰メニューの絞込について追記

〃 eラーニング - テスト ⼀問⼀答の表⽰形式について追記

〃 初期設定  - システム設定 デフォルトの表⽰⾔語の設定について追記
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(4) お問合せ 

5. 操作マニュアル（主要機能） 
(1) ホーム 
(2) ファイル管理 
(3) eラーニング 

• コース登録 
• コンテンツ登録（動画・⾳声） 
• コンテンツ登録（YouTube等の外部コンテンツ） 
• コンテンツ登録（スライド） 
• コンテンツ登録（テスト） 
• コンテンツ登録（答案練習） 
• コンテンツ登録（研修） 
• コンテンツ登録（課題） 
• ユーザー管理 
• グループ管理 
• ユーザーへのコース⼀括登録（紐付け） 
• 配信管理 
• 進捗管理（CSVファイルの作成とダウンロード） 
• 進捗管理（テストの受験結果） 
• Q&A 
• エキストラ 

(4) 課題管理 
• 課題の作成 
• 課題の配信 
• 課題の収集 

(5) アンケート管理 
• アンケートの作成 
• アンケートの回答依頼 
• 未回答者への督促 

• 回答結果のCSVダウンロード 

(6) メール履歴 
• ユーザーからのお問い合わせ 
• ユーザーへのメール送信 
• メール履歴の確認 

6. 操作マニュアル（プラグイン機能） 
(1) セミナー管理 

• セミナーの作成・公開 
• セミナーの申込受付・代⾏⼊⼒ 
• 申込者⼀覧のCSVダウンロード 

(2) 販売管理 
• 売上の振込先銀⾏⼝座の設定 
• 商品登録 
• 商品カテゴリーの登録 
• 販売開始 
• 売上管理 
• 売上のお振込み 

(3) 顧客管理 
• 顧客データとユーザーの関係 
• 顧客の登録と編集 
• 顧客⼀覧のCSVアップロード 
• 顧客⼀覧のCSVダウンロード
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1．はじめに



このたびは、edulioをご利⽤いただき、誠にありがとうございます。当システムの各種機能は、⼈材育成の現場のみなさまの業務上の課題を解決するために作られ
たものです。ご使⽤の前に、この操作マニュアルをお読みいただき、⼀つでも多くの機能を使いこなしていただけたら幸いです。 

（1）前提 
システムの管理者となるお客様は、以下を前提といたします。 
 ・管理画⾯には、パソコンでアクセスすること 
 ・お客様はWindowsおよびMacの基本操作に習熟していること 
 ・インターネットが利⽤できること 
 ・eメールが利⽤できること 
 ・利⽤規約への同意 

（2）動作環境 

（3）お問合せ 

端末

パソコン   （下記ブラウザーを利⽤可能なものに限る）

タブレット  （下記ブラウザーを利⽤可能なものに限る）

スマートフォン（iOS、Android） 
※2016年1⽉1⽇現在、Android端末はバージョン4.2以上で動作しますが、最新のOSのみサポート対象です。

ブラウザー

最新のブラウザー 
※2016年1⽉1⽇現在において、IE 9.0以上 / Chrome / Safari / Firefox でご利⽤が可能ですが、各ブラウザーのサポート
が切れているものはサポート対象外です。 ※ブラウザにプラグイン（Adblock等）を⼊れている場合には正常に動作しない
ことがあります。

ネット環境 インターネット接続が必須です。

メモリー 動画再⽣に必要なメモリ容量が必要です。

1．はじめに

メールサポート 24時間／365⽇( info@edulio.com )

 電話サポート ⽉-⾦曜⽇10:00 〜17:00

 システムアップグレード 随時（⽉に1〜2回程度） ※ 原則的にシステムを停⽌しません。

 操作トレーニング 有償でお受けいたします。（約4時間程度）
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2．概要



当システムは、「より多くの⼈が効率的で効果的な⼈材育成がおこなえる」ことを⽬的に作られています。その⽬的の実現ために、システムは⼤きく2つの機能群
で構成で作成されています。 
「何を学び、どう⾏動すれば、どんな結果がでせるのか」が明確になります。 

 ① 主要機能（ラーニング）  

ユーザーがパソコンやスマートフォンを使い、あらかじめ登録しておいた「動画・⾳声・スライド」などの教材でインプット学習と、「テスト・問題集・課題提出」
のアウトプット学習をおこなうことができます。 

 ② 補助機能   

⼈材育成の現場の各種業務をサポートする機能として「セミナー管理」「顧客管理」「販売管理」「アンケート配信」「Q&Aフォーラム」などが実装されています。

2．概要 （1）構成
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     ・事後課題の出題 
     ・事後アンケート 
     ・⾏動変容（開発中）

事前 学習・研修 事後

     ・eラーニング 
     ・研修（セミナー）

   ・事前課題の出題 
   ・事前アンケート 
   ・事前学習（反転学習）



 ① アカウントが1つの場合   

システムのご利⽤をお申込を頂くと、1つのアカウントが発⾏されます。 
⼀般的には1つのアカウントで運⽤されています。 

 ② アカウントが複数の場合   

1つ⽬のアカウントに追加して複数のアカウントを管理することができます。 
詳しくは後述の「複数アカウントの管理」をご覧ください。 

複数アカウントの利⽤例 
例1）アカウントA：社内研修⽤、アカウントB：教材の外部販売⽤ 
例2）アカウントA：教材のBtoC販売⽤、アカウントB：教材のBtoB販売⽤ 
例3）アカウントA：本社⽤、アカウントB：グループ会社⽤

2．概要 （2）管理者の利⽤イメージ
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管理者

ユーザー
アカウントA 

edulio
サブ管理者

サブ管理者
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教材登録 
ユーザー登録 
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ユーザーは、パソコン・スマートフォン・タブレット端末等を利⽤し、インターネットを通じてシステムを利⽤することができます。
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スマートフォン パソコン・タブレット

2．概要 （3）ユーザーの利⽤イメージ
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3．画⾯構成



ユーザー画⾯は次の構成です。 

 ① パソコン   

 ② スマートフォン   

⼩さく縦⻑な画⾯のスマートフォンでは、パソコンと同内容を表⽰しても印象はかわります。 

3．画⾯構成 （1）ユーザー画⾯
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ロゴ 
任意のロゴを設定可能です。

ヘッダー 
ページタイトル、ユーザー名等が表⽰されます。

メニュー 
メニューをクリックす
ると画⾯が切り替わり
ます。 

表⽰されるメニューは
管理画⾯で設定が可能
です。

コンテンツエリア 
教材等が表⽰されます

メニュー 
メニューをクリックすると画⾯が切り替
わります。 

表⽰されるメニューは管理画⾯で設定が
可能です。

コンテンツエリア 
教材等が表⽰されます

ヘッダー 
ページタイトル、ユーザー名等が表⽰されます。



管理画⾯は次の構成です。

3．画⾯構成 （2）管理画⾯

システム設定／管理者設定／インフォメーション／お問合せ 管理者情報 
管理者名／ユーザー画⾯へのリンク／ログアウト

メニュー 
メニューをクリックする
と画⾯が切り替わります。

サブ管理者には、権限が
付与されたメニューのみ
が表⽰されます。

コンテンツエリア
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学習中断データについて 
ユーザーが学習中にブラウザを閉じたり、学習ページ以外のメニューをクリックして学習を中断した際には 
学習ページの右側に「中断データ」が表⽰されます。 
ここをクリックすると、中断した学習を再開することができます。 

学習を中断しても、中断記録が残されないパターンは次の通りです。 

1）動画・⾳声・スライドなど 
 各チャプター内の1つ⽬のコンテンツ 

2）答案練習 
 1問も解答していない時 

3）テスト 
 中断データは作成されません。 

3．画⾯構成 （2）管理画⾯
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←2つ⽬のコンテンツで中断データが作成

←コンテンツが1つのため、中断データが作成されない
←コンテンツが1つのため、中断データが作成されない
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4．初期設定



 ① メニュー   

メニュー右上の「緑⾊のアイコン」をクリックします。

4．初期設定（1）システム設定
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 ② システム設定   

各項⽬については、次のとおりです。 

i) システム名称 
パソコンでは、ユーザー画⾯のヘッダーに表⽰されます。 
スマートフォンでは、ユーザー画⾯のログインページで表⽰されます。 
システムからユーザーに送信されるメールの送信元として表⽰されます。 

ii)デフォルト⾔語 
 英語に設定すると、初期のユーザー画⾯の表⽰⾔語が英語になります。 
 ⽇本語か未設定だと初期のユーザー画⾯の表⽰⾔語が⽇本語になります。

iii)ヘッダーの背景⾊ 
ヘッダー（ロゴの背景）の⾊を設定します。 
（例：背景⾊ 「⽩ ＝ ffffff」、「⿊ = 000000」） 

iv)コース名・進捗バーの⾊ 
コース名と進捗バーの⾊を指定することができます。ロゴやコーポレー
トカラーと合わせるとデザインが全体的にまとまります。 

v)ロゴ 
学習画⾯のヘッダーに表⽰される画像ファイルを設定してください。
サイズは「縦80px」です。 

vi)ロゴの位置 
ロゴの位置を調整できます。 

vii)アクセス可能IPアドレス 
ここにIPアドレスを設定すると、特定のIPアドレスからしかアクセス
できなくなります。間違ったIPアドレスを設定すると、設定直後にア
クセスができなくなりますのでご注意ください。 

viii)ログイン後の初期表⽰ 
デフォルトは「学習」ページが初期表⽰されますが、URLを指定するこ
とで違うページを初期表⽰させることができます。 

ix)メール通知 
⼀定の条件により、システムから管理者に送信される通知メールを送
信されないように設定することができます。 

設定が完了したら、画⾯下の「登録」をクリックしてください。



 ③ 企業情報   

各項⽬については、次のとおりです。 

i) 会社、団体、学校名 
貴社名を⼊⼒してください。規約類への表⽰のほか、システム利⽤料の
請求書、売上の明細書でも使われます。 

ii) 郵便番号・都道府県・市区町村・番地・建物名 
正しい住所を⼊⼒してください。当項⽬は、システム利⽤料の請求書
の宛先として使⽤します。 

iv)電話番号 
メイン管理者に繋がる電話番号を⼊⼒してください。 
緊急時におけるサポートセンターからのご連絡先となります。 

vi)URL 
⾃社のホームページや社内ポータルのトップページのURL等を設定して
ください。ユーザー画⾯のヘッダー画像をクリックしたときのリンク
先URLになります。 

vii)運営責任者 
管理画⾯のメイン管理者名を⼊れてください。 
特定商取引法の記載ではデフォルト表⽰されます。 

ix)メールアドレス 
メイン管理者のメールアドレスを⼊れてください。 
当メールアドレスに対して「ユーザーからのお問合せ」「Q&Aの投稿
通知」「システムメンテナンス」など、すべてお知らせメールが送信
されます。

4．初期設定（1）システム設定
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 ④ WEBサイトへの埋込   

WEBサイトへの埋込とは、システムの⼀部の機能を、iframeタグを使い
⾃社のホームページ等のWEBサイトに埋め込むことができる機能しくみ
です。 

i) 埋込タグ⼀覧 
表⽰されているコードをコピーして、貴社のWEBサイトのソースコー
ドに貼り付けてください。それぞれのページが貴社のWEBサイト内に
埋め込まれて表⽰されます。 

【例：ホームページ内にセミナーの機能を埋め込む】 

ii) 資料請求フォームの表⽰設定 
資料請求フォームは「所定の項⽬に⼊⼒したら所定の資料がダウンロー
ドできる」という機能です。ここでは、項⽬と資料となる電⼦ファイ
ルを設定します。 

セミナーページ

ホームページ



 ⑤ eラーニング設定   

eラーニングに関する設定をおこなうことができます。 

i) サイインイン 
当該項⽬にチェックを付けるとユーザーが⾃分で会員登録をおこない
システムを利⽤できるようになります。 
会員登録⽤のページへは、ユーザーのログインフォームのリンクから
アクセスしてください。

4．初期設定（1）システム設定
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ii) グループ登録 
チェックを付けると、ユーザーがサイイン時に⾃分でグループ登録を
おこなえるようになります。 

iii)Evernote連携 
チェックを付けると、ユーザーの学習画⾯に「Evernoteへの連携」ボ
タンが表⽰されます。学習しながらEvernoteにメモを残すことができ
るようになります。 
※ Evernoteを知らないユーザーからのお問合せが増えます。 

iv)誤植報告 
チェックを付けると、ユーザーの答案練習の学習画⾯に「誤植報告」
のボタンが表⽰されます。 

v) ユーザー名変更 
チェックを付けると、ユーザーが⾃分で名前を変更できるようになり
ます。 

vi)メールアドレスの変更 
チェックを付けると、ユーザーが⾃分でメールアドレスを変更できる
ようになります。 

vii)電卓表⽰ 
チェックを付けると、答案練習・テストの全ての「記述式問題」で電
卓のアイコンが表⽰され、アイコンをクリックすると電卓が使えるよ
うになります。 

viii)ユーザーメニュー 
使わない機能を「未使⽤リスト」に移すと、ユーザー画⾯のメニュー
から機能が⾮表⽰になり、使えなくなります。

ユーザーが⾃分で必要事項を登録
してシステムを利⽤できるように
なります。 
ただし、不特定多数の⽅が会員登
録可能になりますのでご注意くだ
さい。 
なお、 システム設定の「IPアドレ
スの制御」をかけることで不特定
多数の⽅を排除することは可能で
す。



xi)学習順序 
学習順序を設定することで、ユーザーが上のチャプターから順番に学
習しないと先に進めないように制御することができます。 

・全てのコースを通して順序を制御 
全てのコースを通して上から順番に学習しないと先に進むことがで
きなくなります。 
下図の例では、「サンプルコース1」の学習を全て終了しないと「サ
ンプルコース2」の学習がおこなえません。 

・それぞれのコース内で順序を制御 
各コース内で上から上から順番に学習しないと先に進むことができ
なくなります。 

例）「サンプルコース1」の学習を全て終了していなくても「サンプ
ルコース2」の学習がおこなえます。

ix)答案練習 
使う予定がない問題形式を、右側の「未使⽤リスト」に移すことで、
答案練習の問題作成がしやすくなります。 

x) テスト 
使う予定がない問題形式を、右側の「未使⽤リスト」に移すことで、
答案練習の問題作成がしやすくなります。

4．初期設定（1）システム設定
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学習可能

学習不可 
クリックすると、下のようなメッセージが表⽰されます。



 ⑥ ⼝座設定   

販売管理・セミナー管理の機能を⽤いて、教材・セミナーチケット等を販
売する場合にのみ設定が必須となります。クレジットカードにより決済さ
れた売上が、当該銀⾏⼝座に振込まれます。 

i) 銀⾏名 
銀⾏名を全⾓で⼊⼒してください。 

ii) 銀⾏コード 
銀⾏コードを半⾓で⼊⼒してください。 

iii)⽀店名 
⽀店名を全⾓で⼊⼒してください。 

iv)⽀店コード 
⽀店コードを半⾓で⼊⼒してください。 

v) 預⾦科⽬ 
預⾦科⽬を選択してください。 

vi)⼝座番号 
⼝座番号を半⾓で⼊⼒してください。 

vii)⼝座名義 
⼝座名義を全⾓で⼊⼒してください。

4．初期設定（1）システム設定
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 ⑦ ライセンス設定   

プランを選択していただき、有効なクレジットカードを登録していただく
ことで、システムを有料版でご利⽤いただけます。 
毎⽉のシステム利⽤料は継続的に決済されます。 

i) プラン選択 
アカウントの料⾦プランを「登録ユーザー数」か「同時アクセス数」
のどちらかから選択します。 

ii) 料⾦ 
必要なユーザーライセンス数,HDD （ハードディスク）容量を設定して
ください。 

iii)カード番号 〜 セキュリティコード 
クレジットカードの情報を登録してください。毎⽉、システム利⽤料
が正しく決済されない場合には、アカウントが⾃動的に削除されます
のでご注意ください。 

[セキュリティコード] 
お持ちのカードブランドにより、「セキュリティコード」の印字場所
が異なります。 
VISA/Master/JCB/Diners Clubのカードをお持ちの場合「セキュリティ
コード」はカード裏⾯の署名欄の上または脇にある３ケタの数字とな
ります。 
American Expressをお持ちの場合「セキュリティコード」はカード表
⾯のカード番号の右上にある４ケタの数字となります。 

なお、「セキュリティコード」が印字されていない場合、かすれてし
まっている場合等「セキュリティコード」が不明な場合は、ご契約い
ただいておりますカード会社までお問い合わせください。



 ⑧ 利⽤規約   

ユーザー画⾯に表⽰される「利⽤規約」「個⼈情報保護⽅針」「特定商取
引法に関する表記」について編集することができます。 

管理者とユーザー間における規約となりますので、トラブルのないように
正しい情報を⼊れてください。 

別途、⾃社のホームページ等に記載がある場合には「ホームページへのリ
ンクURLを記⼊する」「iframeタグで埋め込む」といったことで代替する
⽅法もあります。 

⽇本語と英語（⽇本語以外）の両⽅を設定することで、ユーザーのブラウ
ザがどちらの⾔語設定でログインしているかで表⽰を変えることができま
す。

4．初期設定（1）システム設定
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アカウントを管理するメイン管理者に加えて、サブ管理者を追加すること
ができます。複数⼈で管理する場合には、管理者IDを共有せずに別々のID
で管理することをオススメいたします。 

 ① メニュー   

メニュー右上の「⻘⾊のアイコン」をクリックします。 

 ② メイン管理者   

i) メイン管理者の⼀番右側にある「編集」をクリックします。 

ii) 名前 
メイン管理者の名前を⼊れてください。ユーザーに送信される⼀⻫メー
ル、アラートメール等の送信者名として使われます。 

iii)ログインID 
必要に応じてIDを変更してください。ログイン以外では使いません。 

iv)パスワード 
必要に応じてIDを変更してください。ログイン以外では使いません。 

v) メールアドレス 
メイン管理者⽤のメールアドレスは「企業情報」のメールアドレスと
共通になるため、そちらで変更してください。 

4．初期設定（2）管理者設定
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 ③ サブ管理者   

サブ管理者を追加することができます。 

i) メニュー右上の「新規追加」をクリックします。 

ii) 名前〜メールアドレスを登録します。 

iii)表⽰メニュー 
当該サブ管理者に操作権限を付与するメニューを使⽤リストに残し、
それ以外を未使⽤リストに移動させてください。 
最後に右下の「登録」をクリックしたらサブ管理者の追加は完了です。



 ④ コース管理者   

コース管理者を追加することができます。 
コース管理者とは、所定のコースと、そのコースを学習中のユーザーのみ
を管理することができる特殊な管理者権限です。 

i) メニュー右上の「新規追加」をクリックします。 

ii) 必要事項を⼊⼒します。 

     名前：コース管理者の名前を⼊⼒します。 
 ログインＩＤ：任意のログインIDを⼊⼒します。 
  パスワード：任意のパスワードを⼊⼒します。 
メールアドレス：コース管理者のパスワードを⼊⼒します。 
  ステータス：コース管理者を選択します。 
 表⽰メニュー：コース管理者が扱えるメニューを制限します。 
    コース：管理するコースを「使⽤リスト」に移します。 

iii)登録をクリックしたら完了です。

4．初期設定（2）管理者設定
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iv)コース管理 
コース管理者には、⾃分の管理するコースのみ表⽰されます。 
管理するコース内においては、新しいセクション・レッスン・チャプター
を追加作成することや、編集・削除ができます。新しいコースを⾃分で追
加することはできません。 

v) ユーザー管理 
コース管理者には、⾃分の管理するコースが紐付けられた（学習できる）
ユーザーのみが表⽰されます。 
ユーザーの削除、編集がおこなえます。 
ユーザーの新規登録時には、管理するコースへの紐付けが必須となります。

iii)コース⼀括登録 
管理内のコースとユーザーの紐付けをおこなえます。 

iv)配信管理 
管理するユーザーに⼀⻫メール等を配信することができます。 

v) Q&A 
管理コース内に限定されたQ&Aを管理することができます。 

vi)学習進捗・ログ 
⾃分の管理するコースが紐付けられた（学習できる）ユーザーの学習進捗
のみが表⽰されます。



4．初期設定（3）インフォメーション、（4）お問合せ
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サポートセンターからの各種情報をご覧いただけます。 
現在は、マニュアル・利⽤規約等のPDF資料がご覧いただけます。 

 ① メニュー  

メニュー右上の「オレンジ⾊のアイコン」をクリックします。 

ダウンロード 
クリックすると電⼦ファイルを
パソコンにダウンロードできま
す。

閲覧 
ファイル名をクリッ
クすると閲覧できま
す。

サポートセンターのお問合せフォームをご利⽤いただけます。 

 ① メニュー  

メニュー右上の「オレンジ⾊のアイコン」をクリックします。

タイトル 
お問合せのタイトルを⼊⼒してください。 
（例：⼀⻫メール配信機能について）

内容 
お問合せの内容を⼊⼒してください。
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5．操作マニュアル（主要機能）
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5．操作マニュアル（主要機能） 
（1）ホーム



 ③ トップ  

i) 画⾯右上の「学習状況詳細」をクリックします。 

当⽉の学習状況が表⽰されます。 

ii) 次に画⾯右上の「⽉別学習状況⼀覧」をクリックします。 

各⽉の学習状況が表⽰されます。

 ① メニュー  

メニューの「ホーム」をクリックします。 

 ② トップ  

トップに表⽰されている情報の内容は次のとおりです。 

i) 前回ログイン⽇時・同時アクセス数 
前回、管理画⾯にアクセスした⽇時が表⽰されています。 
アカウントのタイプが「同時アクセス」の場合に当⽉の同時アクセス
数が表⽰ 

ii) 学習状況と売上⾦額 
現在までの学習ユーザー数、学習回数、売上⾦額（販売管理とセミナー
管理）を表⽰しています。 

iii)edulioからのお知らせ 
サポートセンターからのお知らせを表⽰しています。 

i) 画⾯右上の「学習状況詳細」をクリックします。 

5．操作マニュアル（主要機能）（1）ホーム
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画⾯右上の「⽀払履歴」をクリックします。 

各⽉の学習状況が表⽰されます。 

各⽉の明細をクリックすると、明細書が表⽰されます。

 ③ 売上詳細  

※売上詳細は、「販売管理」「セミナー管理」の機能を利⽤して販売をお
こなった場合にご確認ください。 

ホーム画⾯右上の「売上詳細」をクリックします。 

当⽉の売上詳細が表⽰されます。 

i) 合計 
当⽉の各種合計数が表⽰されています。 

ii) ⽇別⼀覧 
当⽉の⽇ごとの各種合計数が表⽰されています。 

次に画⾯右上の「⽉別売上⼀覧」をクリックします。 

「⽉別売上⼀覧」が表⽰されます。 

5．操作マニュアル（主要機能）（1）ホーム
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5．操作マニュアル（主要機能） 
（2）ファイル管理



 ① メニュー  

メニューの「ファイル管理」をクリックします。 

 ② 画⾯構成  

画⾯構成は次の通りです。

 ③ カテゴリー作成  

i) 「雲のマーク」のアイコンをクリックします。 

動画ファイル、PDFファイル等をシステムにアップロードするさいの、補
完先となるカテゴリーを作成します。カテゴリーはパソコンのフォルダの
ように電⼦ファイルを分類するのに役⽴ちます。 

「新規登録」をクリックします。 

任意の「カテゴリ名」を⼊⼒して「登録」ボタンをクリックします。 

5．操作マニュアル（主要機能）（2）ファイル管理
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容量 
現在のハードディスク利⽤
量です。

ダウンロード 
許可すると、当該ファイルをユーザーがダウンロードできる
ようになります。また、許可しておかないと、添付ファイル
に設定してもユーザーの画⾯に表⽰されません。

絞込 
チェックを付けて「絞り込む」を
クリックすると、表⽰されるファ
イルを絞り込めます。



 ④ ファイルの新規登録  

i) ファイルを登録したいカテゴリーの「詳細」をクリックします。 

ii) 「新規登録」をクリックします。 

iii)ポップアップウィンドウが⽴ち上がります。 

 ⑤ 動画ファイルの登録  

i) 形態で「動画」を選んでください。 
ii) 雲のアイコンをクリックしてください。 
iii)パソコンからファイルを選んでください。 
iv)当該動画をダウンロード可能にする場合「ダウンロード可」にチェッ

クを付けてください。 
v) アップロードした動画ファイルは、サーバーがWEBで再⽣するのに最

適なファイル形式に⾃動的にエンコーディング（変換）します。 
vi)最後に「登録」をクリックして完了です。 

※サーバーでの動画変換時間は数分〜数⼗分かかります。 
※登録できる動画ファイルの容量は2GBまでです。 

vii)ファイル名を変更する場合は、ファイル⼀覧から「詳細」をクリック
して、ファル名を変更してください。サムネイル（動画を再⽣する前
に表⽰されている画像）を変更する場合は「サムネイル」の秒数を変
更してください。 

5．操作マニュアル（主要機能）（2）ファイル管理
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ファイル選択 
クリックしてファイル
をアップロードします。

形態 
アップロードす
るファイルの種
類を選びます。

ダウンロード 
アップロードしたファイルをユー
ザーがダウンロード可能にする
場合にチェックを付けます。



 ⑥ ⾳声ファイルの登録  

i) 形式で「⾳声(MP3)」を選んでください。 
ii) 雲のアイコンをクリックしてください。 
iii)パソコンからファイルを選んでください。 
iv)ダウンロード可能にする場合「ダウンロード可」にチェックを付けて

ください。 
v) 最後に「登録」をクリックして完了です。 

※登録できる⾳声ファイルの容量は2GBまでです。 
※登録できる⾳声ファイルの形式はmp3です。 

 ⑦ スライド（pdf,zip）ファイルの登録  

i) 形式で「スライド(pdf,zip)」を選んでください。 
ii) 雲のアイコンをクリックしてください。 
iii)パソコンからファイルを選んでください。 
iv)ダウンロード可能にする場合「ダウンロード可」にチェックを付けて

ください。 
v) 最後に「登録」をクリックして完了です。 

※PDFファイルをアップロードした場合には、サーバーが画像ファイル
に⾃動変換します。その際に肌⾊やグラデーションは劣化します。ま
た、⽇本語はフォントによっては表⽰されない場合があります。綺麗
なスライドを作成する必要がある場合には、次のページの「zipファイ
ル」をご利⽤ください。 

5．操作マニュアル（主要機能）（2）ファイル管理
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 ⑧ Zipファイルの作り⽅  

zipファイルの作成は、若⼲の⼿間が掛かりますが「オリジナルの⾊・フォ
ント・画質をそのまま表⽰できる」というメリットがあります。 

i) zipファイルを表⽰する仕組みは次のとおりです。 

複数ページの画像ファイルをZIPファイルに纏めedulioにアップロードす
ると、画像ファイルが順番にスライドとして、紙芝居のように順番に表⽰
されます。順番はファイル名に付番した番号順になります。 

＜例＞ 
 a001.jpg（1ページ⽬） 
 a002.jpg（2ページ⽬） 
 a003.jpg（3ページ⽬） 
 a004.jpg（4ページ⽬） 

画像ファイルは「JPG,GIF,PNG,TIFF」等が使えます。 

ii) 複数の画像ファイルからのzipファイル作成⼿順 
(a)画像ファイルを⽤意する 
(b)ページ番号をファイル名をする。（半⾓英数のみ） 
(c)画像ファイルを全選択して、圧縮ファイルにします。 
(d)圧縮ファイルのファイル名は半⾓英数に限りません。 

iii)パワーポイントからzipファイルの作り⽅ 
(a)「ファイル＞画像」として保存を選択します。Officeのバージョ

ンによっては、画像で保存ができません。その場合は、フリーソ
フトなどで、各ページを画像ファイルに変換してください。

(b)ファイルを全選択して圧縮ファイル（zipファイル）を作成します。
当該ファイルを1つのフォルダに⼊れて、フォルダごと圧縮すると
失敗します。 

(c)完成したzipファイルを管理画⾯からアップロードします。 
(d)最後にプレビューで確認して完了です。 

5．操作マニュアル（主要機能）（2）ファイル管理
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1ページ 
2ページ 
3ページ 

4ページ 
5ページ

edulio



 ⑨ 画像ファイルの登録  

i) 形式で「画像」を選んでください。 
ii) 雲のアイコンをクリックしてください。 
iii)パソコンからファイルを選んでください。 
iv)ダウンロード可能にする場合「ダウンロード可」にチェックを付けて

ください。 
v) 最後に「登録」をクリックして完了です。 

※登録できる画像ファイルの容量は2GBまでですが、2MB以下のファ
イル容量をおすすめします。 

5．操作マニュアル（主要機能）（2）ファイル管理
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 ⑩ 画像タグ⼀覧  

i) 「画像タグ⼀覧」をクリックしてください。 

ii) 画像タグとはファイル管理で登録した画像ファイルのHTMLタグです。
このタグを答案練習・テスト等の問題中、解説中に⼊れることで画像
が表⽰されます。 
問題をCSVファイルで⼤量に作成する際などにご利⽤ください。尚、
edulio以外のWEBサイトにタグを埋め込んでも表⽰されません。 

CSVダウンロード 
画像タグのCSVファイルを
ダウンロードできます。

詳細 
画像ファイルをプレビュー
で確認することができま
す。



5．操作マニュアル（主要機能）（2）ファイル管理
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 ⑪ その他  

その他のファイルはeラーニングの添付ファイルとして利⽤できます。そ
れ以外にも「⼀⻫メールの添付ファイル」にも利⽤できます。 

i) 形式で「その他」を選んでください。 
ii) 雲のアイコンをクリックしてください。 
iii)パソコンからファイルを選んでください。 
iv)ダウンロード可能にする場合「ダウンロード可」にチェックを付けて

ください。 
v) 最後に「登録」をクリックして完了です。 

※ 登録できる画像ファイルの容量は2GBまでですが、2MB以下のファイ
ル容量をおすすめします。 
※ ファイル名に全⾓⽂字を使⽤すると⽂字化けする可能性があります 
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5．操作マニュアル（主要機能） 
（3）eラーニング 

 コース管理 



 ① コースの構成  

コース全体は4階層で構成されています。 
コースやセクションなどの登録数に制限はありません。 

受講⽣の画⾯には次のように表⽰されます。

 ② コースの登録  

i) メニューの「コース管理」をクリックしてください。 

ii) コース⼀覧が表⽰されたら、コースの「+」をクリックしてください。
コースの新規登録ができます。 

iii)コースの名称を⼊⼒し、「登録」ボタンを押下したら完了です。 

iv)コースの表⽰順序を変更する場合には、上下⽮印のボタンをクリック
してください。 

v) コースをドラッグして並び順序を変えます。最後に登録して完了です。

5．操作マニュアル（主要機能）（3）eラーニング  コース管理 
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1. コース

2. セクション

3. レッスン

4. チャプター

コース（コースの切替え）

セクション

レッスン

チャプター



 ③ セクションの登録  

i) セクションを登録したいコースにカーソルを合わせて「＋」をクリッ
クします。 

ii) セクション名を⼊⼒してください。 

ユーザーの新規登録時にこのセクションの教材を”⾃動的”に受講可能にす
る場合にはチェックを付けてください。 

※管理者が⼿動でユーザーを新規登録した場合も、ユーザー⾃⾝で会員登
録画⾯を通じて新規登録された場合でもこのチェックを⽴てたセクション
の教材が⾃動的にユーザーに紐付けられます。 

 ④ レッスンの登録  

i) レッスンを登録したいセクションにカーソルを合わせて「＋」をクリッ
クします。 

ii) レッスン名を⼊⼒してください。必要に応じてサムネイル画像も挿⼊
します。 

※ サムネイル画像を挿⼊すると、学習ページで表⽰されます。
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5．操作マニュアル（主要機能）（3）eラーニング （a）コース管理



 ⑤ チャプターの登録  

i) チャプターを登録したいレッスンにカーソルを合わせて「＋」をクリッ
クします。 

ii) チャプター名を⼊⼒してください。 

iii)チャプターの種類を選択してください。 
iv)登録をクリックしたらチャプターの登録は完了です。
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学習開始⽇時 
ユーザーの学習ページに、当該チャプター
は表⽰されますが、学習を開始できるの
は、設定した⽇時以降になります。

5．操作マニュアル（主要機能）（3）eラーニング （a）コース管理

 ⑥ コースのコピー  

i) コース以下をコピーすることができます。 
  コピーボタンをクリックするとコピーを開始します。 

コピーされたコースのタイトルには「（copy）XXXX」と（copy）の⽂字
が⼊ります。 

 ⑦ コースの⼀括公開・⼀括⾮公開  

i) 左右の⽮印ボタンを押下すると、以下のチャプターを⼀括で公開・⾮
公開を切り替えることができます。 

ステップ公開 
コース⼀括登録をおこなう際に、1つ前のチャプ
ターの何⽇後から学習を開始できるようにするか
設定します。 
商品販売においても有効です。 
例：3⽇おきに学習教材を公開させたい。
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5．操作マニュアル（主要機能） 
（3）eラーニング 

 コンテンツ登録（動画・⾳声）



 ② 動画+スライド  

「動画＋スライド」のコンテンツを作成します。 

i) 動画ファイルの登録後に、スライドにファイルを登録しするためスラ
イドの「ファイルを挿⼊」をクリックします。 

ii) 挿⼊したいスライドの格納されているカテゴリーを選択します。 

iii)挿⼊したい動画ファイルの「挿⼊」ボタンをクリックします。 

 ① 動画の登録  

i) 動画を設定するチャプター名をクリックしてください。 

ii) 「タイトル（必須）」と「説明（任意）」を⼊⼒してください。 
iii)「形態」を動画に設定します。 

iv)挿⼊したい動画の格納されているカテゴリーを選択します。 

v) 挿⼊したい動画ファイルの「挿⼊」ボタンをクリックします。 

動画ファイルだけを登録する場合には、これで設定は完了です。

5．操作マニュアル（主要機能）（3）eラーニング   コンテンツ登録（動画・⾳声） 
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動画ファイルを挿⼊ 
ファイル管理にアップロードし
た動画ファイルを選択します。



動画とスライドを同期させる場合には、「動画、⾳声とスライドを同期さ
せる」にチェックを付けます。 

iv)最後に「登録」をクリックして完了です。 

v) 動画の再⽣速度 
動画は「0.5〜2.0倍速」で再⽣が可能です。 

  
 ※ IEではご利⽤いただけません。 
 ※ スマートフォンではご利⽤いただけません。

 ③ ⾳声の登録  

i) ⾳声を設定するチャプター名をクリックしてください。 

ii) 「タイトル（必須）」と「説明（任意）」を⼊⼒してください。 
iii)「形態」を⾳声に設定します。 

] 

iv)挿⼊したい⾳声の格納されているカテゴリーを選択します。 

v) 挿⼊したい⾳声ファイルの「挿⼊」ボタンをクリックします。 

⾳声ファイルだけを登録する場合には、これで設定は完了です。 
スライドと同期させる場合の⼿順は「動画+スライド」と同様です。
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5．操作マニュアル（主要機能）（3）eラーニング （b）コンテンツ登録（動画・⾳声）

再⽣ 
クリックすると動画が再⽣
されます。

スライド 
左の動画を再⽣しながら、スラ
イドをクリックすると、クリッ
クしたタイミングの動画の秒数
で、スライドが⾃動的にページ
めくりされます。

⾳声ファイルを挿⼊ 
ファイル管理でアップロードした⾳声ファ
イルを選択します。



 ④ 動画（複数）の登録  

i) 動画を設定するチャプター名をクリックしてください。 

ii) 「タイトル（必須）」と「説明（任意）」を⼊⼒してください。 
iii)「形態」を動画に設定します。 

iv)挿⼊したい動画の格納されているカテゴリーを選択します。 

v) 挿⼊したい動画ファイルの「挿⼊」ボタンをクリックします。 

動画ファイルだけを登録する場合には、これで設定は完了です。

5．操作マニュアル（主要機能）（3）eラーニング   コンテンツ登録（動画・⾳声） 
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動画ファイルを挿⼊ 
ファイル管理にアップロードし
た動画ファイルを選択します。

動画1

動画2

※ 同じ動画ファイルを複数箇所に設定した場合には、⼀番先にセットさ
れた動画しか表⽰されません。 
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5．操作マニュアル（主要機能） 
（3）eラーニング 

 コンテンツ登録（YouTube等の外部コンテンツ）



 ① iframe（YouTube等）  

iframeとは、HTMLのタグの⼀つで、Webページ内に別のページを読み込
んで表⽰するものです。ホームページの中にYouTubeの動画を埋め込んで
表⽰するのに多く⽤いられています。YouTubeなどのコンテンツ配信サー
ビスでは「共有タグ」という呼び⽅でiframeタグを公開（発⾏）していま
す。また、iframeタグの取扱に関しては各サービス会社にお問合せくださ
い。 

i) iframeを設定するチャプター名をクリックしてください。 

ii) 「タイトル（必須）」と「説明（任意）」を⼊⼒してください。 
iii)「形態」をiframe（YouTubeなど）に設定します。 

また、外部サービスなので、突然表⽰できなくなる可能性（仕様変更等）
もあることをご了承ください。 

5．操作マニュアル（主要機能）（3）eラーニング  コンテンツ登録（YouTube等の外部コンテンツ） 

44

iframeタグをコピー&ペースト 
それぞれのサービスのiframeタグ（共有タグ）をコピーして、貼
り付けてください。
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5．操作マニュアル（主要機能） 
（3）eラーニング 

 コンテンツ登録（スライド） 



 ① スライド  

i) 動画を設定するチャプター名をクリックしてください。 

ii) 「タイトル（必須）」と「説明（任意）」を⼊⼒してください。 
iii)「形態」をスライド（pdf,zip）に設定します。 

iv)挿⼊したいスライドファイルの格納されているカテゴリーを選択しま
す。 

v) 挿⼊したいスライドファイルの「挿⼊」ボタンをクリックします。 

スライドファイルの登録は、これで完了です。

5．操作マニュアル（主要機能）（3）eラーニング  コンテンツ登録（スライド） 
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スライドファイルを挿⼊ 
ファイル管理にアップロードした
PDF・zipファイルを選択します。
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5．操作マニュアル（主要機能） 
（3）eラーニング 

 コンテンツ登録（テスト） 



 ① テストとは  

チャプターを「テスト」にすると、ユーザーにテストを配信することがで
きます。 
合格点、受験回数、制限時間などの設定により、簡単な⼩テストから本格
的な認定試験までおこなえます。 

i) テストの受験画⾯ 
テストは、全問題が⼀画⾯で表⽰されます。 
※⼀問づつ表⽰される形式に変更になる可能性があります。 

ii) OX式問題 
問題に対してOかXかを問う問題形式です。 

iii)択⼀式問題 
問題に対して正しい選択肢を選ぶ問題形式です。 

iv)⽳埋式問題 
問題⽂中の⽳を埋める問題です。 

v) 複数選択式問題 
問題に対して正しい選択しを全て選ぶ形式の問題です。 

vi)記述式（⽳埋め）問題 
問題⽂中の⽳を記述する問題です。⽳の数に制限はありません。 

vii)記述式 
ユーザーが⻑⽂を答える問題です。管理者の事後採点が必要です。 

viii)仕訳問題（簿記・会計） 
仕訳問題の形式です。勘定科⽬や⾦額を問題にできます。 

ix)⾃⼰申告式 
ユーザーが⾃分で正誤判定をおこなう問題形式です。

5．操作マニュアル（主要機能）（3）eラーニング  コンテンツ登録（テスト） 
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viii)終了時メッセージ 
ここに書き込んだ⽂章は、テスト終了時に表⽰されます。 

ix)終了通知 
チェックを付けると、1⼈のユーザーがテストを終了する都度、管理者
にメールで通知します。 

x) 順位 
チェックを付けると、当該テストを受験した全ユーザーの中での順位
が表⽰されます。 

xi)合格点 
設定した合格点をとらないと、テストのチャプターは修了にはなりま
せん。合格点を設定しなかったり、0点で設定した場合には受験しただ
けで修了になります。 

xii)得点・正答率 
テスト終了後にユーザーに得点・正答率を表⽰します。 

xiii)合格時メッセージ 
合格した場合に表⽰されます。 

xiv)合格メール 
合格した場合に合格時メッセージを画⾯で表⽰するのではなく、メー
ルで送信します。添付ファイルを送付するような時にご利⽤ください。

※ ファイル名に全⾓⽂字を使⽤すると⽂字化けする可能性があります 

 ② テストの設定⽅法  

i) 時間表⽰ 
・経過時間：画⾯右上に経過時間を表⽰します。 
・制限時間：制限時間を設定できます。 
・制限時間（強制終了）：制限時間にテストが強制終了します。 
・なし  ：何も表⽰しません。 

ii) 受験回数 
・1度だけしか受けられない： 
 1度しかテストを受けられません。誤操作等によるテストのやり直し 
 は、実施結果の画⾯で「実施結果の削除」をおこなってください。 
  
・合格するまでは何度でも受けられる： 
 合格点に達するまでテストを何度でも受けられます。 
 合格点の設定を忘れると、0点でも合格扱となります。 

・何度でも受けられる： 
 無条件で何度でもテストを受けることができます。 
 合格後に再受験し、不合格になると記録が「不合格」になること 
 に御注意ください。 

iii)採点⽅法 
・その場で採点：システムが⾃動的に採点します。 

・管理者が後で採点： 
 管理者が後で採点することで受験完了となります。 
 採点はテストの実施結果からおこなうことができます。 
 記述式問題を含む場合は、システムが⾃動的に採点することができ 
 ないため、こちらを選択してください。 

iv)正解表⽰ 
・正解・解説を表⽰する： 
 テスト受験後に無条件で正解・解説を表⽰します。 

・正誤のみ表⽰する： 
 テスト受験後に無条件で正誤のみ表⽰します。 

・合格者のみ正解・解説を表⽰する： 
  テストに合格した場合に限り、正解・解説を表⽰します。 
  「合格するまで何度でも受けられる」と設定した場合に、是⾮ご利⽤ 
  ください。 

・合格者には正解・解説、不合格者には正誤のみ表⽰： 
  テストに合格した場合は正解と解説を表⽰します。 
  不合格者には正誤のみ表⽰します。 

・正解・解説を表⽰しない：正解・解説を表⽰しません。 

v) 問題表⽰形式 
・全問⼀括表⽰： 
 全問題を⼀括で表⽰します。画⾯が縦⻑になります。 
・⼀問ずつ表⽰： 
 ⼀画⾯に⼀問ずつ表⽰します。 

vi)シャッフル 
問題の「出題順序」と「選択肢の並び」を、毎回システムが⾃動的に
シャッフルします。 

vii)設問 
ここに書き込んだ⽂章は、テストの1問⽬の上に表⽰されます。
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5．操作マニュアル（主要機能）（3）eラーニング  コンテンツ登録（テスト） 



 ③ テストの問題登録  

i) OX式 
問題⽂に対してOかXかを問う問題です。 

問題登録 

解答・解説登録

分野 
分野ごとの点数集計が必要な場合にのみ設定してくだ
さい。

問題⽂ 
問題⽂を⼊⼒します。⽂字数に制限はありません。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、問題⽂に動画や⾳声を⼊れます。

問題形式 
OX問題を選択してください。

次へ 
クリックすると解答・解説の⼊⼒に進みます。

解説 
解説⽂を設定できます。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解説⽂の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。

配点 
当該問題の配点を設定してください。

登録 
クリックすると問題・解答・解説の登録が完了します。

解答 
解答を設定してください。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解答の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。
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5．操作マニュアル（主要機能）（3）eラーニング  コンテンツ登録（テスト） 



 ③ テストの問題登録  

ii) 択⼀式 
問題⽂に対して正解の選択肢を1つ選ぶ問題です。 

問題登録 

解答・解説登録

分野 
分野ごとの点数集計が必要な場合にのみ設定してくだ
さい。

問題⽂ 
問題⽂を⼊⼒します。⽂字数に制限はありません。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、問題⽂に動画や⾳声を⼊れます。

問題形式 
択⼀形式を選択してください。

次へ 
クリックすると解答・解説の⼊⼒に進みます。

選択肢 
各選択肢を作成してください。

解説ヘッダー 
シャッフルに影響されない、上位に表⽰される解説⽂を⼊れ
ることができます。

解説 
各選択肢ごとの解説を付けることができます。

配点 
当該問題の配点を設定してください。

解説フッター 
シャッフルに影響されない、下位に表⽰される解説⽂
を⼊れることができます。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解説の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。

解答 
解答を設定してください。複数チェックを付けると、
どれかを選べば正解となります。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解答の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。

登録 
クリックすると問題・解答・解説の登録が完了します。
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5．操作マニュアル（主要機能）（3）eラーニング  コンテンツ登録（テスト） 



 ③ テストの問題登録  

iii)複数選択式問題 
問題⽂に対して正解の選択肢を全て選ぶ問題です。 

問題登録 

解答・解説登録

分野 
分野ごとの点数集計が必要な場合にのみ設定してくだ
さい。

問題⽂ 
問題⽂を⼊⼒します。⽂字数に制限はありません。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、問題⽂に動画や⾳声を⼊れます。

問題形式 
択⼀形式を選択してください。

次へ 
クリックすると解答・解説の⼊⼒に進みます。

選択肢 
各選択肢を作成してください。

解説ヘッダー 
シャッフルに影響されない、上位に表⽰される解説⽂
を⼊れることができます。

解説 
各選択肢ごとの解説を付けることができます。

配点 
当該問題の配点を設定してください。

解説フッター 
シャッフルに影響されない、下位に表⽰される解説⽂
を⼊れることができます。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解説の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。

解答 
解答を設定してください。ユーザーは、ここにチェッ
クを付けた選択肢を全て選択しないと不正解となりま
す。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解答の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。

登録 
クリックすると問題・解答・解説の登録が完了します。
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5．操作マニュアル（主要機能）（3）eラーニング  コンテンツ登録（テスト） 



 ③ テストの問題登録  

iv)⽳埋め式問題 
問題⽂に中の⽳の正解を選択肢から選ぶ問題です。 

問題登録 

解答・解説登録

分野 
分野ごとの点数集計が必要な場合にのみ設定してくだ
さい。

問題⽂ 
問題⽂を⼊⼒します。⽂字数に制限はありません。 
問題⽂の中に⽳を作ります。作り⽅は⽳を<[ ]>の
タグで作成します。<[ ]>の中は1⽂字または”空⽩”
に限ります。アルファベットでも数字でも漢字でも可
能です。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、問題⽂に動画や⾳声を⼊れます。

問題形式 
⽳埋め式を選択してください。

次へ 
クリックすると解答・解説の⼊⼒に進みます。

選択肢 
各選択肢を作成してください。

解説ヘッダー 
シャッフルに影響されない、上位に表⽰される解説⽂
を⼊れることができます。

解説 
各選択肢ごとの解説を付けることができます。

解説フッター 
シャッフルに影響されない、下位に表⽰される解説⽂
を⼊れることができます。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解説の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。
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5．操作マニュアル（主要機能）（3）eラーニング  コンテンツ登録（テスト） 

解答⽅法 
プルダウン    ：選択肢をプルダウンで表⽰します。 
ドラッグ＆ドロップ：選択肢をドラッグ＆ドロップで⽳に⼊れて解答します。

配点 
当該問題の配点を設定してください。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解答の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。 登録 

クリックすると問題・解答・解説の登録が完了します。

解答 
解答を設定してください。



 ③ テストの問題登録  

v) 記述式（⽳埋め）問題 
問題⽂に中の⽳の正解を記述で答える問題です。 

問題登録 

解答・解説登録

分野 
分野ごとの点数集計が必要な場合にのみ設定してくだ
さい。

問題⽂ 
問題⽂を⼊⼒します。⽂字数に制限はありません。 
問題⽂の中に⽳を作ります。作り⽅は⽳を<[ ]>の
タグで作成します。<[ ]>の中は1⽂字または”空⽩”
に限ります。アルファベットでも数字でも漢字でも可
能です。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、問題⽂に動画や⾳声を⼊れます。

問題形式 
記述式（⽳埋め）を選択してください。

次へ 
クリックすると解答・解説の⼊⼒に進みます。

解説ヘッダー 
シャッフルに影響されない、上位に表⽰される解説⽂
を⼊れることができます。

解説 
各選択肢ごとの解説を付けることができます。

解説フッター 
シャッフルに影響されない、下位に表⽰される解説⽂
を⼊れることができます。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解説の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。
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配点 
当該問題の配点を設定してください。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解答の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。

登録 
クリックすると問題・解答・解説の登録が完了します。

解答 
解答を⼊⼒してください。複数の記載⽅法が正解にな
る場合には、解答を「カンマ（ , ）」で区切って複数
⼊⼒してください。 
＜例＞ 
「りんご,リンゴ,apple,アップル」



 ③ テストの問題登録  

vi)記述式問題 
問題⽂に対して答えを記述する問題です。 
システムで⾃動判定ができないため、テストの採点⽅法を「管理者が
後で採点」にしてください。 

問題登録 

解答・解説登録

分野 
分野ごとの点数集計が必要な場合にのみ設定してくだ
さい。

問題⽂ 
問題⽂を⼊⼒します。⽂字数に制限はありません。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、問題⽂に動画や⾳声を⼊れます。

問題形式 
記述式を選択してください。

次へ 
クリックすると解答・解説の⼊⼒に進みます。

解説ヘッダー 
シャッフルに影響されない、上位に表⽰される解説⽂
を⼊れることができます。

解説 
各選択肢ごとの解説を付けることができます。

解説フッター 
シャッフルに影響されない、下位に表⽰される解説⽂
を⼊れることができます。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解説の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。
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配点 
当該問題の配点を設定してください。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解答の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。

登録 
クリックすると問題・解答・解説の登録が完了します。

解答を模範解答を設定してください。



 ③ テストの問題登録  

vii)仕訳問題（簿記・会計） 
簿記・税理⼠試験などで出題されるような仕訳問題を作成できます。 

問題登録 

解答・解説登録

分野 
分野ごとの点数集計が必要な場合にのみ設定してくだ
さい。

問題⽂ 
問題⽂を⼊⼒します。⽂字数に制限はありません。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、問題⽂に動画や⾳声を⼊れます。

問題形式 
仕訳（簿記・会計）を選択してください。

次へ 
クリックすると解答・解説の⼊⼒に進みます。

解説 
解説⽂を⼊れることができます。

プルダウン管理 
プルダウンで表⽰する勘定科⽬を設定できます。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解説の下に動画や⾳声を表⽰できま
す。
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配点 
当該問題の配点を設定してください。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解答の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。 登録 

クリックすると問題・解答・解説の登録が完了します。

解答 
貸借の勘定科⽬、⾦額を設定してください。 
・「表⽰させる」にチェックを付けない場合 
当該項⽬の勘定科⽬・⾦額は答えとなり、ユーザーが
⾒る画⾯では⼊⼒ボックスだけが表⽰され、解答が求
められます。 

・「表⽰させる」にチェックを付けた場合 
当該項⽬の勘定科⽬・⾦額は初めから表⽰されるよう
になり、解答欄ではなくなります。 

パターン 
解答欄のヘッダー部分を「税理⼠試験⽤」「簿記試験
⽤」の表記に切り替えられます。

解答形式 
勘定科⽬を「プルダウンで選ぶ形式」か「記述
式」かを選択できます。

表⽰⾏数 
解答欄の⾏数を決めることができます。



 ④ テスト問題の⼀括登録  

テスト問題の⼀括登録⽅法についてご説明します。 
⼀括登録には「CSVファイル」を使います。「CSVファイル」はカンマ
（ , ）で区切られた形式のファイルですがExcelで作成、編集が可能です。

i) テストのチャプターをクリックします。 
ii) 「CSV」をクリックします。 

iii)ダウンロードをクリックします。 

iv)「CSVファイル」をクリックして開きます。 

v) ファイルの中⾝を編集します。
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設問・分野・問題・ヒント 問題形式 選択肢 回答 解説配点



CSVファイルのヘッダーには、項⽬の説明が記載されていますが、選択肢
以降は、選択肢の数によって変動するため、説明書きはありません。 

そのため、1問だけ問題を登録した後にCSVファイルをダウンロードして
ください。それぞれの列が何の項⽬なのか分かりやすくなります。 

vi)ファイルの中⾝を編集したら雲のマークをクリックして「CSVファイ
ル」をアップロードします。 

vii)ファイルを選んだら「登録」をクリックします。 

viii)問題データが登録されたら「プレビュー」で確認して完了です。
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5．操作マニュアル（主要機能） 
（3）eラーニング 

 コンテンツ登録（答案練習） 



答案練習の受験画⾯ 

※ 動画、スライド、⾳声、画像を⼊れることもできます。 

答案練習の解答後の画⾯ 

※ 上の画⾯キャプチャには解説⽂が⼊っていません。 
※ 動画、スライド、⾳声、画像を⼊れることもできます。

 ① 答案練習とは  

チャプターを「答案練習」にすると、ユーザーに答案練習を配信すること
ができます。答案練習は、あらかじめ設定された問題を、ユーザーが繰り
返し⾃⼰学習するための機能です。資格試験対策の過去問題の学習などに
適しています。 

i) 答案練習の受験画⾯ 
答案練習は、⼀問⼀画⾯で表⽰されます。 

ii) 答案練習の受験設定 
答案練習は、出題順序のシャッフルや採点のタイミング等については、
ユーザーが受験前に⾃分で設定することになります。 

iii)OX式問題 
問題に対してOかXかを問う問題形式です。 

iv)択⼀式問題 
問題に対して正しい選択肢を選ぶ問題形式です。 

v) ⽳埋式問題 
問題⽂中の⽳を埋める問題です。 

vi)複数選択式問題 
問題に対して正しい選択しを全て選ぶ形式の問題です。 

vii)記述式（⽳埋め）問題 
問題⽂中の⽳を記述する問題です。⽳の数に制限はありません。 

viii)記述式 
ユーザーが⻑⽂を答える問題です。管理者の事後採点が必要です。 

ix)仕訳問題（簿記・会計） 
仕訳問題の形式です。勘定科⽬や⾦額を問題にできます。 

x) ⾃⼰申告式 
ユーザーが⾃分で正誤判定をおこなう問題形式です。
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問題⽂

選択肢
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 ② 分野別学習とは  

「答案練習」では分野別学習という学習機能がサポートされています。こ
れにより、ユーザーが特定の分野だけを絞り込んで学習できるようになり
ます。 

＜例＞ 
毎年、50問づつ出題される過去問題を登録。 
問題1問づつに分野を設定

 ③ 分野別学習の利⽤⽅法  

i) メニュー右上のアイコンをクリックしてください。 

ii) 「eラーニング設定」のタブをクリックしてください。 

iii)「使⽤リスト」に分野別学習が含まれていることを確認してくださ
い。 
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 ④ 分野別学習とは  

「答案練習」では分野別学習という学習機能がサポートされています。こ
れにより、ユーザーが特定の分野だけを絞り込んで学習できるようになり
ます。 

＜例＞ 
毎年、50問づつ出題される過去問題を登録。 
問題1問づつに分野を設定



 ⑤ 答案練習の問題登録  

i) OX式 
問題⽂に対してOかXかを問う問題です。 

問題登録 

解答・解説登録

分野 
答案練習問題では、分野の設定が必須です。

問題⽂ 
問題⽂を⼊⼒します。⽂字数に制限はありません。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、問題⽂に動画や⾳声を⼊れます。

問題形式 
OX問題を選択してください。

次へ 
クリックすると解答・解説の⼊⼒に進みます。

解説 
解説⽂を設定できます。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解説⽂の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。

登録 
クリックすると問題・解答・解説の登録が完了します。

解答 
解答を設定してください。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解答の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。
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ヒント 
必要に応じて、ヒントとなる⽂章・動画・⾳声を⼊れます。

設問 
任意で設問⽂を⼊⼒します。問題⽂の上に表⽰されます。
⽂字数に制限はありません。



 ⑤ 答案練習の問題登録  

ii) 択⼀式 
問題⽂に対して正解の選択肢を1つ選ぶ問題です。 

問題登録 

解答・解説登録

分野 
答案練習問題では、分野の設定が必須です。

問題⽂ 
問題⽂を⼊⼒します。⽂字数に制限はありません。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、問題⽂に動画や⾳声を⼊れます。

問題形式 
択⼀形式を選択してください。

次へ 
クリックすると解答・解説の⼊⼒に進みます。

解説 
解説⽂を設定できます。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解説⽂の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。

登録 
クリックすると問題・解答・解説の登録が完了します。

解答 
解答を設定してください。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解答の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。
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ヒント 
必要に応じて、ヒントとなる⽂章・動画・⾳声を⼊れます。

設問 
任意で設問⽂を⼊⼒します。問題⽂の上に表⽰されます。
⽂字数に制限はありません。

選択肢 
各選択肢を作成してください。



 ⑤ 答案練習の問題登録  

iii)複数選択 
問題⽂に対して正解の選択肢を全て選ぶ問題です。 

問題登録 

解答・解説登録

分野 
答案練習問題では、分野の設定が必須です。

問題⽂ 
問題⽂を⼊⼒します。⽂字数に制限はありません。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、問題⽂に動画や⾳声を⼊れます。

次へ 
クリックすると解答・解説の⼊⼒に進みます。

解説 
解説⽂を設定できます。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解説⽂の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。

登録 
クリックすると問題・解答・解説の登録が完了します。

解答 
解答を設定してください。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解答の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。
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ヒント 
必要に応じて、ヒントとなる⽂章・動画・⾳声を⼊れます。

設問 
任意で設問⽂を⼊⼒します。問題⽂の上に表⽰されます。
⽂字数に制限はありません。

問題形式 
複数選択形式を選択してください。

選択肢 
各選択肢を作成してください。



 ⑤ 答案練習の問題登録  

iv)⽳埋め式 
問題⽂に中の⽳の正解を選択肢から選ぶ問題です。 

問題登録 

解答・解説登録

分野 
答案練習問題では、分野の設定が必須です。

問題⽂ 
問題⽂を⼊⼒します。⽂字数に制限はありません。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、問題⽂に動画や⾳声を⼊れます。

次へ 
クリックすると解答・解説の⼊⼒に進みます。

解説 
解説⽂を設定できます。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解説⽂の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。

登録 
クリックすると問題・解答・解説の登録が完了します。

解答 
解答を設定してください。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解答の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。
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ヒント 
必要に応じて、ヒントとなる⽂章・動画・⾳声を⼊れます。

設問 
任意で設問⽂を⼊⼒します。問題⽂の上に表⽰されます。
⽂字数に制限はありません。

問題形式 
⽳埋め（複数解答）を選択してください。

選択肢 
各選択肢を作成してください。

解答⽅法 
プルダウン：⽳埋めの⽳に選択肢がプルダウンで表⽰されます。 
ドラック&ドロップ：選択肢⼀覧から、解答を⽳埋めの⽳に 
          ドラッグ&ドロップで⼊れる形式になります。



 ⑤ 答案練習の問題登録  

v) 記述式（⽳埋め） 
問題⽂に中の⽳の正解を記述する問題です。 

問題登録 

解答・解説登録

分野 
答案練習問題では、分野の設定が必須です。

問題⽂ 
問題⽂を⼊⼒します。⽂字数に制限はありません。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、問題⽂に動画や⾳声を⼊れます。

次へ 
クリックすると解答・解説の⼊⼒に進みます。

解説 
解説⽂を設定できます。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解説⽂の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。

登録 
クリックすると問題・解答・解説の登録が完了します。

解答 
解答を設定してください。 
解答が複数ある場合には、「,（カンマ）」で区切って⼊れてくださ
い。 

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解答の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。
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ヒント 
必要に応じて、ヒントとなる⽂章・動画・⾳声を⼊れます。

設問 
任意で設問⽂を⼊⼒します。問題⽂の上に表⽰されます。
⽂字数に制限はありません。

問題形式 
記述式（⽳埋め）を選択してください。



 ⑤ 答案練習の問題登録  

vi)⾃⼰申告 
答えを⾒てから、ユーザーが⾃分で正誤を⾃⼰申告する問題です。 
複数の正解が考えられ、システムが判定できない「⽇本語を英語に訳
す問題」などを想定した問題形式です。 

問題登録 

解答・解説登録

分野 
答案練習問題では、分野の設定が必須です。

問題⽂ 
問題⽂を⼊⼒します。⽂字数に制限はありません。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、問題⽂に動画や⾳声を⼊れます。

次へ 
クリックすると解答・解説の⼊⼒に進みます。

解説 
解説⽂を設定できます。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解説⽂の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。

登録 
クリックすると問題・解答・解説の登録が完了します。

解答 
解答を設定してください。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解答の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。
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ヒント 
必要に応じて、ヒントとなる⽂章・動画・⾳声を⼊れます。

設問 
任意で設問⽂を⼊⼒します。問題⽂の上に表⽰されます。
⽂字数に制限はありません。

問題形式 
記述式（⽳埋め）を選択してください。



 ③ 答案練習の問題登録  

vii)仕訳問題（簿記・会計） 
簿記・税理⼠試験などで出題されるような仕訳問題を作成できます。 

問題登録 

解答・解説登録

解説 
解説⽂を⼊れることができます。

プルダウン管理 
プルダウンで表⽰する勘定科⽬を設定できます。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解説の下に動画や⾳声を表⽰できま
す。
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配点 
当該問題の配点を設定してください。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、解答の下に動画や⾳声を表⽰ 
できます。

登録 
クリックすると問題・解答・解説の登録が完了します。

解答 
貸借の勘定科⽬、⾦額を設定してください。 
・「表⽰させる」にチェックを付けない場合 
当該項⽬の勘定科⽬・⾦額は答えとなり、ユーザーが
⾒る画⾯では⼊⼒ボックスだけが表⽰され、解答が求
められます。 

・「表⽰させる」にチェックを付けた場合 
当該項⽬の勘定科⽬・⾦額は初めから表⽰されるよう
になり、解答欄ではなくなります。 

解答形式 
勘定科⽬を「プルダウンで選ぶ形式」か「記述式」かを選択
できます。

表⽰⾏数 
解答欄の⾏数を決めることができます。
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分野 
分野ごとの点数集計が必要な場合
にのみ設定してください。

問題⽂ 
問題⽂を⼊⼒します。⽂字数に制限はありません。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、問題⽂に動画や⾳声を⼊れます。

問題形式 
仕訳（簿記・会計）を選択してください。

次へ 
クリックすると解答・解説の⼊⼒に進みます。

パターン 
解答欄のヘッダー部分を「税理⼠試験⽤」「簿記試験⽤」の
表記に切り替えられます。

設問 
任意で設問⽂を⼊⼒します。問題⽂の上に表⽰
されます。⽂字数に制限はありません。

ヒント 
必要に応じて、ヒントとなる⽂章・動画・⾳声を⼊れます。

動画、⾳声・スライドファイルの挿⼊ 
必要に応じて、ヒントの下に動画や⾳声を⼊れます。



 ③ 答案練習の問題⼀括登録  

簿記・税理⼠試験などで出題されるような仕訳問題を作成できます。 
答案練習問題の⼀括登録⽅法についてご説明します。 
⼀括登録には「CSVファイル」を使います。「CSVファイル」はカンマ
（ , ）で区切られた形式のファイルですがExcelで作成、編集が可能です。

i) 答案練習のチャプターをクリックします。 

ii) 「CSV」をクリックします。 
iii)ダウンロードをクリックします。 

iv)「CSVファイル」をクリックして開きます。 

v) 「CSVファイル」をクリックして開きます。
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設問・分野・問題・ヒント 問題形式 選択肢 回答 解説



vi)雲のマークをクリックして「CSVファイル」をアップロードします。 

vii)ファイルを選んだら「登録」をクリックします。 

viii)問題データが登録されたら「プレビュー」で確認して完了です。
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vi)xxxx
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5．操作マニュアル（主要機能） 
（3）eラーニング 

 コンテンツ登録（研修） 



 ③ コースとユーザーの紐付け  

i) コースとユーザーの紐付けをおこないます。 
「eラーニング＞コース⼀括登録」をクリックします。 
研修管理⽤に作成したチャプターにチェックを付けます。 

ii) 「ユーザー選択」をクリックします。 

 ① 研修とは  

チャプターを「研修・課題」では、ユーザーの実研修の点数等を管理する
ことができます。 

 ② 研修の設定⽅法  

i) レッスンの横にある「+」をクリックします。 

ii) チャプター名を⼊れたら「研修・課題」を選択したら「登録」をクリッ
クします。 

iii)設定 

・説明：当該チャプターの説明でユーザー画⾯に表⽰されます。 
・解答パターン：チェックを付けません。 
・添付ファイル：研修で使った資料を添付して配布可能です。 
・添削：チェックを付けません。 
・採点：研修の結果を採点する場合にはチェックを付けます。
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iii)詳細・添削をクリックします。 

iv)「点数」を⼊⼒して「修了済にする」にチェックを付けて「添削・」
採点」をクリックして完了です。 

v) ユーザー画⾯には、次のように採点結果が表⽰されます。

iii)コースを紐付けるユーザーを選択したら「登録」をクリックして完了
です。 

 ④ 研修結果の採点  

i) コース管理に戻り研修管理⽤のチャプター名をクリックします。 

ii) 「ユーザー⼀覧」をクリックします。
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5．操作マニュアル（主要機能） 
（3）eラーニング 

 コンテンツ登録（課題） 



 ③ コースとユーザーの紐付け  

i) コースとユーザーの紐付けをおこないます。 
「eラーニング＞コース⼀括登録」をクリックします。 
課題⽤に作成したチャプターにチェックを付けます。 

ii) 「ユーザー選択」をクリックします。 

 ① 課題とは  

チャプターを「研修・課題」では、ユーザーに対して課題を出題すること
ができます。課題提出⽤の電⼦ファイルの添付も可能です。 

 ② 課題の設定⽅法  

i) レッスンの横にある「+」をクリックします。 

ii) チャプター名を⼊れたら「研修・課題」を選択したら「登録」をクリッ
クします。 

iii)設定 

・説明：当該チャプターの説明でユーザー画⾯に表⽰されます。 
・解答パターン：ユーザーの解答⽅法を、電⼦ファイルの提出か 
        テキスト⼊⼒ボックスへのテキスト⼊⼒かを選べます。 

・添付ファイル：ユーザーに、課題提出⽤の電⼦ファイルを 
        ダウンロードさせることができます。 

・添削：課題の添削コメントをユーザーに伝えることができます。 
・採点：提出された課題の採点する場合にはチェックを付けます。
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 ④ ユーザーの課題の提出  

i) ユーザーは、課題⽤のチャプターをクリックすると、課題の内容を確
認することができます。 

・課題の内容を確認し、提出⽤のファイルをダウンロードします。 
・課題について解答した電⼦ファイルをアップロードします。 
・送信ボタンをクリックして完了です。 

 ⑤ 提出された課題の確認と添削  

i) 課題が提出されたユーザーの「詳細・添削」をクリックします。 

ii) 確認と添削・採点をおこないます。 

・ファイルをクリックしてダウンロードします。 
・添削にコメントを⼊れるとユーザー画⾯に表⽰されます。 
・当該ユーザーだけがダウンロードできるファイルを添付できます。 
・点数を⼊れることができます。 
・修了か再提出かを選んで「添削・採点」をクリックして完了です。

iii)コースを紐付けるユーザーを選択したら「登録」をクリックします。 

iv)コース管理に戻り研修管理⽤のチャプター名をクリックします。 

v) 「ユーザー⼀覧」をクリックします。 

ユーザーが設定されていることが確認できたら完了です。
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5．操作マニュアル（主要機能） 
（3）eラーニング 

 ユーザー管理（登録・⼀括登録） 



 ① ユーザー⼀覧  

i) メニューの「ユーザー管理」をクリックしてください。 

ii) ユーザー⼀覧画⾯構成は次のとおりです。
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ユーザー登録 
ユーザーを⼿⼊⼒で登録します。

コース設定 
ユーザーに学習コースの設定をおこなえます。

進捗 
ユーザーの学習進捗を確認することができます。

編集 
ユーザー情報を編集することができます。

ユーザー⼀括登録 
ユーザーを1⼈マニュアルで登録します。

初回登録案内 
複数のユーザーに登録完了のお知ら
せメールを⼀括送信します。



 ② ユーザーの新規登録  

i) 「ユーザー登録」をクリックしてください。 
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ID 
任意のユーザーIDを付けてください。

ユーザー名 
任意のユーザー名を付けてください。

メールアドレス 
連絡⽤のメールアドレスを⼊れてください。メールアドレスを持っていないユーザー
の場合には、ダミーのメールアドレスでも登録は可能ですが、当該ユーザーとの連絡
⼿段を別途ご⽤意ください。

パスワード 
初期パスワードです。ユーザーは初回ログイン時にパスワードの変更が義務付けられ
ます。パスワードは英数8桁以上です。「初期パスワードを⾃動⽣成」をクリックする
とシステムが英数8桁のパスワードを⾃動発⾏します。

登録⽇ 
ユーザーの登録⽇です。任意⽇付に変更可能です。ユーザー⼀覧のソートに使えます。

有効期限 
設定した⽇付の24:00以降は、ユーザーがログインできなくなります。

グループ 
登録済のグループを設定します。

メモ 
メモ蘭です。

5．操作マニュアル（主要機能）（3）eラーニング  ユーザー管理（登録・⼀括登録） 



 ③ ユーザーの⼀括登録  

i) 「CSV⼀括登録」をクリックしてください。 

ii) 「ダウンロード」をクリックしてください。 

iii)ダウンロードしたCSVファイルを開きます。 

• 既に登録済のユーザー情報を変更した場合は上書きされます。 
• 同じIDのユーザーを登録した場合、下⾏のユーザーだけ登録されます。 
• 複数ユーザーに同⼀メールアドレスを登録できません。 
• 削除フラグ「1」を⽴てると、そのIDのユーザーは削除されます。

iv)編集したCSVファイルをアップロードするために「雲のアイコン」を
クリックします。 

v) アップロードするCSVファイルを、パソコンから選択します。 

VI)ファイルを選択したら「登録」ボタンをクリックします。 
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 ④ パスワードの⼀括登録  

ユーザーを登録すると、システムにより⾃動的に英数8桁のパスワードが
発⾏されますが、管理者が任意のパスワードを⼀⻫に発⾏したい場合には
「パスワード⼀括登録」の機能を使います。 

i) 「CSV⼀括登録」をクリックしてください。 

ii) 「パスワード⼀括登録」をクリックしてください。 
iii)「ダウンロード」をクリックします。 

iv)ダウンロードしたCSVファイルを開きます。 

v) パスワードの列にパスワードを設定します。 
vi)もし、ユーザーの初回ログイン時のパスワード変更を実施したくない

場合には、初回パスワード変更不要フラグに「1」を設定してください。

iv)編集したCSVファイルをアップロードするために「雲のアイコン」を
クリックします。 

v) アップロードするCSVファイルを、パソコンから選択します。 

vi)ファイルを選択したら「登録」ボタンをクリックします。 
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 ⑤ 初回登録案内  

初回登録案内とは、管理画⾯からユーザーを登録した後に、ユーザーに対
して「ログインページのURL、ID、PW」を⼀⻫に連絡する機能です。 

i) 「初回登録案内」をクリックしてください。 

ii) 「案内メール編集」をクリックしてください。 

iii)「ダウンロード」をクリックします。 

iv)⻩⾊で表⽰されている受講者名、ID、メールアドレス、パスワードは
システムが⾃動⼊⼒します。 

v) 添付ファイルの設定も可能です。マニュアルや学習⽅法のガイダンス
資料などの送付にご利⽤ください。 

※ ファイル名に全⾓⽂字を使⽤すると⽂字化けする可能性があります 

vi)最後に登録ボタンをクリックして保存してください。 

vii)「案内メール送信」の画⾯に戻り、配信対象者にチェックを付けます。

viii)「案内メール送信」をクリックして完了です。 

＜案内メールの例＞ 

ix)通知欄のステータスの意味は次の通りです。 
未：案内メール未送信 
済：案内メール送信済 
リストに表⽰されない受講者：ログイン済かつ初回パスワード変更済
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本⽂

添付ファイル
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5．操作マニュアル（主要機能） 
（3）eラーニング 

 グループ管理 



 ① グループ登録  

グループの作成とユーザーのグループへの所属⽅法についてご説明しま
す。 

i) 「ユーザー管理」をクリックしてください。 
ii) 「グループ」のタブをクリックしてください。 

iii)「+」ボタンをクリックして、グループマスタを登録します。 

iv)グループマスタの名称を設定します。設定したら登録ボタンをクリッ
クしてください。 

v) 作成したグループマスタの「＋」をクリックしグループを作成します。

vii)「グループ」を確認して完了です。 
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 ② ユーザーのグループへの割当  

グループへのユーザーの割当（紐付け）についてご説明します。 

i) 「ユーザー管理」をクリックしてください。 

ii) コースを割り当てたいユーザーの「編集」をクリックします。 

iii)ユーザーにグループを割当たら完了です。 

 ③ ユーザーのグループへの⼀括割当  

i) 「CSV⼀括登録」をクリックします。 

ii) 「ダウンロード」をクリックします。 

iii)ダウンロードしたCSVファイルを開きます。 

iv)グループ名を登録します。 
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v) 「雲のアイコン」をクリックしてください。 

vi)更新したCSVファイルをアップロードしたらグループ⼀括登録の完了
です。 

グループは、「コース⼀括登録」「進捗⼀覧」「⼀⻫メール配信」など対
象者を絞り込む際にご利⽤いただけます。
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 ④ グループの上⻑の登録  

 グループに上⻑を設定することで、上⻑が⾃分のユーザーページで部下
の進捗データを閲覧できるようになります。 

i) ユーザーにグループが割当たっていることを確認します。 

ii) グループ詳細をクリックします。 

iii)「+」をクリックします。 

iv)上⻑にしたいユーザーに☑を付けて登録をクリックして完了です。 



v) 上⻑には「進捗管理」というメニューが表⽰され、グループ内の全ユーザーの進捗を⾒ることができます。 
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5．操作マニュアル（主要機能） 
（3）eラーニング 

 ユーザーへのコース⼀括登録（紐付け）  



iv)選択したコースを登録する受講者にチェックを付けます。 
v) 右下の登録ボタンをクリックして完了です。 

受講者へのコース⼀括登録の⽅法についてご説明します。 
コース登録をおこなわないとユーザーの学習画⾯には何も表⽰されません。

 ① コース⼀括登録  

i) メニューの「コース⼀括登録」をクリックしてください。 

ii) ⼀括設定するコース、セクション、レッスン、チャプターを選択しま
す。 

iii)⼀括登録するコースにチェックを付けたら「受講者選択」をクリック
します。 
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セクション⼀括選択

コース⼀括選択

チャプター選択

レッスン⼀括選択

ユーザーを「グループ」「登録⽇付」などで絞り
込みたい場合には、こちらで絞込条件を⼊れます。

有効期限を設定すると、当該学習コー
スは、有効期限⽇の23:59以降は学
習ができなくなります。

ステップ機能を有効にする場合の、先頭のチャ
プターに登録する学習開始⽇を⼊⼒してくだ
さい。⼆番⽬以降のチャプターは、チャプター
に登録されている公開ステップの⽇後に従っ
て学習開始⽇を設定します。



コースの⼀括登録解除の⽅法についてご説明します。 

 ① ⼀括登録の解除  

i) 「コース⼀括登録」の画⾯で解除したいチャプターの「詳細」クリッ
クしてください。 

ii) 「⼀括解除」をクリックします。 

iii)⼀括登録するコースにチェックを付けたら「受講者選択」をクリック
します。 

iv)「登録したユーザーを解除」をクリックしたら完了です。 
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5．操作マニュアル（主要機能） 
（3）eラーニング 

 配信管理 



 ① ⼀⻫メール配信  

ユーザーへの⼀⻫メールの配信⽅法についてご説明します。 

i) メニューの「配信管理」をクリックしてください。 

ii) 「新規配信」をクリックします。 

iii)対象ユーザーにチェックをつけます。

iv)件名と本⽂を⼊⼒します。 

v) 「配信」をクリックしてください。
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 ② ニュース配信  

ユーザー画⾯に表⽰されるニュースの登録⽅法についてご説明します。 

i) メニューの「配信管理」をクリックしてください。 

ii) 「ニュース」をクリックします。 

iii)「新規登録」をクリックします。

iv)件名と本⽂を⼊⼒します。 

• ⽇付  ：ニュース配信の⽇付です。 
• コース ：指定のコースを学習中のユーザーに配信を限定します。 
• タイトル：ニュースのタイトル 
• 内容  ：ニュースの本⽂ 
• リンク ：タイトルにリンクを付けることができます。 
• グループ：特定グループのユーザーに配信を限定します。 

v) 登録をクリックしてニュース配信は完了です。
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iv)件名と本⽂を⼊⼒します。 

• 件名  ：修了メールのタイトル 
• 本⽂  ：修了メールのの本⽂ 
• 添付  ：メールの添付ファイル 
※ ファイル名に全⾓⽂字を使⽤すると⽂字化けする可能性があります 

v) 配信対象のセクション、チャプター、グループを設定します。 

• セクション ：修了メールの配信対象のセクション 
• チャプター ：修了メールの配信対象のチャプター 
• グループ  ：修了メールの配信対象のグループ 

vi)「登録」ボタンをクリックして完了です。

 ③ 修了メール  

修了メールとは、ユーザーが特定のチャプターの学習を修了したタイミン
グで、あらかじめ設定しておいたメールを⾃動的に送信する機能です。 

i) 「修了メール」タブをクリックしてください。 

ii) 「修了メール」をクリックします。 

iii)「新規登録」をクリックします。
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5．操作マニュアル（主要機能） 
（3）eラーニング 

 進捗管理（CSVファイルの作成とダウンロード） 



 ① 学習進捗の画⾯確認  

学習進捗を画⾯上で確認する⽅法についてご説明します。 

i) メニューの「学習進捗・ログ」をクリックしてください。 

ii) 詳細を確認する場合には、チャプターの名前をクリックします。

iii)当該チャプターを学習中のユーザーが⼀覧表⽰されます。 

iv)ここで、⼀覧に表⽰されているユーザーにチェックを付けて、⼀⻫メー
ルを送信することができます。 

「未受講者⼀括選択」のボタンをクリックすると、未受講者だけを⼀括で
選択できるため、督促メールの送信などにご利⽤ください。 

v) 過去の送信履歴は「メール送信履歴」をクリックしてください。
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iv)CSVデータの作成とダウンロード画⾯が表⽰されます。 

v) ユーザーとコースにチェックを付けたら「CSVを作成する」のボタンを
クリックします。 

 ② 学習進捗のCSVファイル作成  

学習進捗結果のCSVファイルの作成⽅法についてご説明します。 

i) メニューの「学習進捗・ログ」をクリックしてください。 

ii) CSVをクリックします。 
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CSVのデータを作成すると表⽰されます。

CSVデータを作成したいユーザーに ☑ を付けます。

CSVデータを作成したいチャプターに ☑ を付けます。

5．操作マニュアル（主要機能）（3）eラーニング  進捗管理（CSVファイルの作成とダウンロード）  



 ③ 学習進捗のCSVファイルのダウンロード  

学習進捗結果のCSVファイルのダウンロード⽅法についてご説明します。 

i) 「進捗状況」をクリックしてください。 

ii) ダウンロードしたCSVファイルをクリックします。 

iii)ユーザー⼀覧と各コースの進捗率を確認することができます。 

・チャプター内のコンテンツの数と「%」が表⽰されます。

 ④ 修了状況のCSVファイルのダウンロード  

学習修了結果のCSVファイルのダウンロード⽅法についてご説明します。 
進捗データとは異なり、「修了／未修了」だけを確認する際にご利⽤くだ
さい。 

i) 「修了状況」をクリックしてください。 

ii) ダウンロードしたCSVファイルをクリックします。 

iii)ユーザー⼀覧と各コースの修了状況を確認することができます。 

▲：未修了です。 
◎：修了です。横の⽇付は修了⽇付です。 
 - ：当該チャプターはコース設定がされていません。（対象外）
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 ⑤ 進捗＋修了状況のCSVファイルのダウンロード  

学習進捗結果のCSVファイルのダウンロード⽅法についてご説明します。 

i) 「進捗状況」をクリックしてください。 

ii) ダウンロードしたCSVファイルをクリックします。 

iii)ユーザー⼀覧と各コースの進捗率を確認することができます。 

・ヘッダー⾏にフィルターを掛けてデータを絞り込んで御利⽤ください。
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iv)動画・スライドの場合は、閲覧回数が表⽰されます。 

v) テストの場合は、解答数（受験数）正解数が表⽰されます。 

vi)答案練習の場合は、解答数（受験数）・正解数・ブックマーク数が表
⽰されます。

 ⑥ ログの確認  

学習ログの確認⽅法についてご説明します。 

i) メニューの「学習進捗・ログ」をクリックしてください。 

ii) ログをクリックします。 

iii)ログを⾒たいチャプター名をクリックします。 
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5．操作マニュアル（主要機能） 
（3）eラーニング 

 進捗管理（テストの結果確認） 



 ① 結果の画⾯確認  

受験結果を画⾯上で確認する⽅法についてご説明します。 

i) メニューの「コース管理」をクリックしてください。 

ii) メニューの「コース管理」をクリックしてください。 

iii)「実施結果」をクリックしてください。

iv)当該テストを受験したユーザーの結果⼀覧が表⽰されます。 

  実施⽇：最後に受けたテストの⽇時です。 
   得点：最後に受けたテストの得点です。 
初回時得点：1回⽬の点数です。 
 最⾼得点：全受験中の最⾼得点です。 

   詳細：当該ユーザーの受験結果です。⾯談等でご利⽤ください。 

v) 記述式問題の受験結果「採点」と「回答に対するコメント」を残す場
合には「得点」をクリックいします。 

vi)記述式の問題に「コメント」を⼊⼒します。 
vii)採点のチェックを付けると、問題作成時に設定した点数が加算されま

す。 

viii)「採点」をクリックして完了です。 

※ コメントはユーザーの解説ページに表⽰されます。
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 ② 結果のPDFファイルのダウンロード  

受験結果をPDFファイルにダウンロードする⽅法についてご説明します。 

i) メニューの「コース管理」をクリックしてください。 

ii) メニューの「コース管理」をクリックしてください。 

iii)「実施結果」をクリックしてください。

iv)PDFダウンロードをクリックします。 

v) 「問題⽂⼀覧」か「成績⼀覧」をクリックしてPDFファイルをダウン
ロードします。 

問題⽂⼀覧：問題⽂と解答をPDFファイルにダウンロードします。 
 成績⼀覧：全ユーザーの正誤をPDFファイルにダウンロードします。
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 ③ 結果のCSVファイルのダウンロード  

受験結果をCSVファイルでダウンロードする⽅法についてご説明します。 

i) メニューの「コース管理」をクリックしてください。 

ii) メニューの「コース管理」をクリックしてください。 

iii)「実施結果」をクリックしてください。

iv)CSVダウンロードをクリックします。 

v) 「⼀覧」か「詳細」をクリックしてCSVファイルをダウンロードしま
す。 

⼀覧：得点と合否だけの⼀覧表をダウンロードできます。 
詳細：得点と合否以外に、どの問題にどんな解答をしたか、詳細情報を 
   ダウンロードすることができます。 

【CSVファイル（詳細）】
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ユーザー別⼀覧 
ユーザーごとの合否等の⼀覧情報です。

ユーザー解答情報 
各ユーザーの解答の⼀覧です。

集計データ 
各問題の選択肢が、何⼈に選択されたかのデータです。



106

5．操作マニュアル（主要機能） 
（3）eラーニング 

 Q&A   



 ① Q&Aとは  

Q&Aとは、あるユーザーが投稿した質問（Q）に対して、管理者だけでな
く他のユーザーも回答（A）を投稿できる仕組みです。 

【質問の投稿と回答】 

・投稿は学習ページからおこないます。 
・投稿内容は学習に関することに限定されています。 

※ 今後の機能改修で、投稿内容を制限しない｢掲⽰板｣になる予定です。 

 ② システム設定  

i) メニュー右上の「緑⾊のアイコン」をクリックします。 

ii) 「eラーニング設定」のタブをクリックします。 

iii)「Q&A」が使⽤リストに含まれていることを確認します。
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管理者

ユーザー ユーザー ユーザー

ユーザー

質問 
(Q)

回答 
(A)

回答 
(A)

 ③ ユーザーの質問投稿  

i) 学習ページの右側に「質問投稿」のボタンをクリックします。 

ii) 質問を⼊⼒して「送信」をクリックします。 

iii)管理者には質問が投稿されると連絡メールが送信されます。 
 ※ システム設定で受信機能を有効にしていた場合に限ります。 
 ※ サブ管理者もQ&Aの権限が設定されていると受信できます。 



iv)投稿したQ&Aはユーザー画⾯で表⽰されます。 

・クリックすると質問 
・⾃分の質問に誰かが回答した場合には、質問投稿者に回答が投稿され 
 たことをメールでお知らせします。 

v) 「回答する」をクリックします。 
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 ④ 管理者の回答の投稿  

i) 管理画⾯のメニュー「Q&A」をクリックします。 

ii) 「詳細」をクリックするとQ&Aを管理画⾯で確認できます。 

iii)「詳細」をクリックするとQ&Aを管理画⾯で確認できます。 

iv)回答を⼊⼒して「登録」をクリックして完了です。



109

5．操作マニュアル（主要機能） 
（3）eラーニング 

 エキストラ   



 ① エキストラとは  

エキストラとは、管理者が⾃由に作成できるページです。 
・HTMLを記述してページを作成する 
・iframeタグを埋め込んで外部サービスを表⽰する 
といった利⽤⽅法等があります。 

・投稿は学習ページからおこないます。 
・投稿内容は学習に関することに限定されています。 

※ 今後の機能改修で、投稿内容を制限しない｢掲⽰板｣になる予定です。 

 ② エキストラページの登録  

i) メニューの「エキストラ」をクリックします。 

ii) 「項⽬名」を編集しアイコンを選びます。 

iii)「新規追加」をクリックします。 

iv)「タイトル」と「内容」を⼊⼒します。 
  外部システムのiframeタグを⼊れる場合には、内容の中に書きます。
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v) 公開に切り替えます。 

vi)「設定」をクリックします。 

vii)ユーザー画⾯で確認をします。 

・iframeタグは、各WEBサービスの共有タグをご確認ください。 
・iframeタグを埋め込んだページは、スマートフォンでは正しく表⽰され
ないことがあります。
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（4）課題管理



 ① 課題管理とは  

課題管理とは、管理者からユーザーに対して課題を出し、ユーザーからの
課題提出を管理する仕組みです。 

【課題の出題】 

・⼀度に課題を出題できるので便利です。 
・過去の課題を確認できるので、複数⼈で管理するのに適しています。 

【課題の提出】 

・システムが課題を収集するので提出物を紛失することがありません。 
・未提出者が直ぐに分かるので便利です。 
・提出状況を確認できるので、複数⼈で管理するのに適しています。 

5．操作マニュアル（主要機能）（4）課題管理
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管理者

ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー

管理者

ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー

 ② 課題の出題  

i) メニューの「課題管理」をクリックしてください。 

ii) 「新規登録」をクリックします。 

iii)タイトル、説明を記⼊します。 

iv)解答パターン、添付ファイル、添削、タイプを設定して「登録」をク
リックします。 

添付ファイル：10MBまでの添付ファイルを付けることができます。 
※ ファイル名に全⾓⽂字を使⽤すると⽂字化けする可能性があります 
解答パターン： 
  ①ファイル：Wordファイルなどの電⼦ファイルで提出します。 
  ②テキスト：テキスト⼊⼒BOXへの記⼊で課題を提出します。 
添削：課題に添削をおこなう場合にチェックを付けます。 
タイプ： 
  ①任意：管理が課題を配信することで出題できます。 
  ②学習修了時：特定のチャプターの学習修了時に⾃動出題されます。 
  ③セミナー：特定のセミナー開催⽇後に⾃動出題されます。 



5．操作マニュアル（主要機能）（4）課題管理
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 ③ 課題へ提出  

i) 課題の提出を依頼されたユーザーには、次のようなメールが届きます。
ユーザーはURLをクリックすることで課題を確認できます。 

ii) 課題の内容を確認し、必要に応じて添付ファイルをダウンロードしま
す。 

※ ファイル名に全⾓⽂字を使⽤すると⽂字化けする可能性があります 

iii)ユーザーは指⽰に従い、画⾯の回答蘭に⼊⼒するか、所定の電⼦ファ
イルに回答を⼊⼒してファイルをアップロードすることで課題を提出
します。 

※「課題の添付ファイル」「ユーザーの提出した電⼦ファイル」のファイ
ル容量は、ご利⽤中のハードディスク容量に加算されます。容量が上限に
達した場合には、ファイル容量を追加して頂くか、不要な課題を削除して
ください。

 ④ 課題の回収  

i) 「提出状況」をクリックしてください。 

ii) 「詳細」をクリックします。 

※「⼀覧CSV」をクリックすると提出状況の⼀覧データをダウンロードす
ることができます。 

iii)回答内容の確認をします。添付ファイルがある場合には、ファイルの
雲のアイコンをクリックすることで、ファイルをダウンロードするこ
とができます。 

※ ファイル名に全⾓⽂字を使⽤すると⽂字化けする可能性があります 

iv)添削する場合には、添削⽂を⼊⼒した後に「添削」をクリックしてく
ださい。 

v) ユーザーに添削がおこなわれたことが、メールで通知されます。 

回答
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5．操作マニュアル（主要機能） 
（5）アンケート管理



 ① アンケート管理とは  

アンケート管理とは、管理者からユーザーに対してアンケートを出し、ユー
ザーからの回答を管理する仕組みです。 

【アンケートの回答依頼】 

・⼀度にアンケートを依頼できるので便利です。 
・過去のアンケートを確認できるので、複数⼈で管理するのに適していま
す。 

【アンケートの回収】 

・未提出者が直ぐに分かるので便利です。 
・回収状況を確認できるので、複数⼈で管理するのに適しています。 
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管理者

ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー

管理者

ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー

 ② アンケートの回答依頼  

i) メニューの「アンケート管理」をクリックしてください。 

ii) 「新規登録」をクリックします。 

iii)必要な情報を⼊⼒して「登録」をクリックします。 

タイトル：アンケートのタイトル名です。 
公開期限：アンケートの公開期限です。期限後は回答できなくなります。 
タイプ ：アンケートのタイプです。 
     ①任意 
      任意のタイミングで、任意にユーザーを選択してアンケート 
      の回答を依頼することができます。 

     ②学習修了時 
      「指定のチャプター」の学習を修了したユーザーに 
      ⾃動的にアンケートを依頼します。 

     ③セミナー 
      セミナー終了時に、当該セミナーを申し込んだユーザーに 
      ⾃動的にアンケートを依頼します。



iv)質問を作成します。 

v) パターンを選択して、様々なアンケートを作成できます。 
 択⼀式  ： 
  選択肢の中から回答を1つ選ぶパターン 
 複数選択式： 
  選択肢の中から回答を全て選ぶパターン 
 マトリックス形式（択⼀）： 
  択⼀式の質問と回答をマトリックスで表⽰するパターン 
 マトリックス形式（複数選択）： 
  複数選択式の質問と回答をと回答をマトリックスで表⽰するパターン 
 マトリックス形式（プルダウン）： 
  質問に当てはまる回答を⼀気に応えるパターンです。 
 フリーテキスト式： 
  回答を記述するパターン。 
 フリーテキスト式（複数）： 
  複数の質問に回答を記述するパターン。 
 ランキング式： 
  ランキングを回答するパターンです。 

vi)「登録」をクリックして質問を登録します。 

vii)「プレビュー」をクリックしてアンケートを確認します。 

viii)表⽰内容を確認します。
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 ③ アンケートの配信  

i) 「配信」をクリックします。 
  「配信メール作成」をクリックして、アンケートを依頼するための 
  メール本⽂を修正することができます。 

ii) 配信対象者にチェックを付けます。 

iii)「配信」をクリックします。 

iv)ユーザーにアンケートの回答依頼メールが配信されます。



 ④ アンケートの集計  

i) 「集計」をクリックします。 

ii) 表⽰内容を確認します。 

iii)集計結果の画⾯を下にスクロールすると、回答済のユーザーの⼀覧が
表⽰され、各ユーザーごとの回答が確認でき、CSVファイルの出⼒も可
能です。 

また、ユーザーを選択して「アンケート回収取消」をクリックすることで、
回答を消去することができます。ユーザーは再度、回答することができる
ようになります。
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i) 「配信」をクリックします。 
  「配信メール作成」をクリックして、アンケートを依頼するための 
  メール本⽂を修正することができます。 

1. 配信対象者にチェックを付けます。 

2. 「配信」をクリックします。 

3. ユーザーにアンケートの回答依頼メールが配信されます。

回答率 
アンケートの回収率を確認できます。

詳細 
アンケートの回答をグ
ラフで確認できます。

CSV 
アンケートの詳細データをCSVファイ
ルでダウンロードできます。



118

5．操作マニュアル（主要機能） 
（6）メール履歴



 ① メール履歴  

「ユーザーからのお問い合わせ」「管理者からユーザーへの個別メール」
「⼀⻫メールに対するユーザーからの返信メール」について、メール履歴
が残ります。 

当該メール履歴から簡単に返信を繰り返すことができます。

5．操作マニュアル（主要機能）（6）メール履歴
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 ② ユーザーからのお問い合わせ  

i) ユーザーからのお問い合わせを有効にするには「システム設定＞eラー
ニング」でお問い合わせを有効にしてください。 

ii) ユーザーは、左のメニュー「お問い合わせ」から管理者に対してお問
い合わせを投稿することができます。 

※お問い合わせは次の管理者に届きます。 
・メイン管理者 
・サブ管理者 （メール受信設定にしていた場合のみ） 
・コース管理者（ユーザーに設定されているコースのコース管理者） 

iii)履歴は「メール履歴」から閲覧が可能です。



 ③ ユーザーへの個別メール送信  

i) 「ユーザー管理」をクリックします。 

ii) メールマークのアイコンをクリックします。 

iii)タイトルと内容を記⼊して「送信」をクリックします。
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iv)ユーザーには、下記のような通知メールが届きます。 
URLをクリックすると、直ぐにメールの内容を確認できます。 

v) 返信する場合には「返信する」をクリックします。



 ④ ⼀⻫メールに対するユーザーからの返信履歴  

i) ⼀⻫メールの送信については「配信管理」を御確認ください。   
また、⼀⻫メールを配信した時点では、こちらに送信履歴は作成され
ません。 

ii) ⼀⻫メールに対してユーザーが返信してきた時点から、こちらに履歴
が残ります。 

iii)ここからの、ユーザーとのメールの送受信は「ユーザーへの個別メー
ル送信」と同様です。 
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6．操作マニュアル（プラグイン機能）
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6．操作マニュアル（プラグイン機能） 
（1）セミナー管理



 ② セミナーページの作成  

i) メニューの「セミナー管理」をクリックしてください。 

ii) 「新規登録」をクリックします。 

iii)セミナーのタイトル・内容を⼊⼒します。 

iv)必要に応じて画像と動画を挿⼊します。 

画像：サムネイル画像としてセミナーページに表⽰されます。 
動画：セミナーページで再⽣できます。事前学習等でご利⽤ください。 

v) ⾃動送信されるリマインドメールを設定します。前⽇、⼀週間前、⼀ヶ
⽉前の3パターンから選択して「使⽤リスト」に移してください。 

 ① セミナー管理とは  

セミナー管理とは、管理者がセミナーの開催から参加申込の受付までを管
理する仕組みです。 

【セミナーページの作成】 

【セミナー参加申込】 

・開催⽇前にリマインドメールを⾃動的に送信することができます。 
・参加者⼀覧を確認できるので、複数⼈で管理するのに適しています。 

6．操作マニュアル（プラグイン機能）（1）セミナー管理
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管理者

管理者

ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー

セミナーページ

セミナーページ

参加申込

参加者⼀覧



 ③ チケットの作成  

i) ユーザーがチケットを購⼊する際の「決済⽅法」を設定します。チケッ
トが無料の場合には、チェックを付ける必要はありません。 

※ クレジット決済はセミナー開催⽇当⽇に⼀⻫に決済処理がされます。 
※ クレジット決済された代⾦は、セミナー開催⽇の翌⽉の末⽇に「シス
テム設定（⼝座設定）」に登録されている銀⾏⼝座に振込まれます。 

ii) チケット名〜枚数までを設定して「登録」クリックします。 

iii) チケットを追加作成する場合には「チケットの追加」をクリックしま
す。 

iv)追加チケットを上のチケットと開催⽇と時間を同じにする場合には「開
催⽇と時間を同じにする」をクリックします。 

※ 後述の「カテゴリー」にセミナーを追加するまで、ユーザー画⾯には
セミナーページは表⽰されません。 

vi)会場住所と会場施設（ビル名等）を⼊⼒してください。「地図に反映」
をクリックすると、⾃動的に住所地周辺の地図に変わります。 

vii)主催者名,電話番号を⼊⼒してください。各項⽬はセミナーページに表
⽰されます。尚、メールアドレスを設定していた場合には、当該セミ
ナーに関して「ユーザーに送信される⾃動メールの送信元」「⼀⻫メー
ルの送信元」「ユーザーのセミナー参加申込の通知メールの送信先」
として使われます。 

その場合、当該セミナーに関しては、他の管理者にはメールが配信さ
れないので御注意ください。 

viii)申込フォームの設定をします。 

必須 ：参加申込時に⼊⼒が必須の項⽬になります。 
任意 ：参加申込時に⼊⼒が任意の項⽬になります。 
⾮表⽰：当該項⽬は表⽰されません。 

設定が終わりましたら「チケットの作成」をクリックします。

6．操作マニュアル（プラグイン機能）（1）セミナー管理
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iv)当該カテゴリーに登録したいセミナーにチェックを付けて「登録」 
をクリックします。 

v) プレビューを⾒て設定内容を確認します。 

vi)最後にカテゴリーを「公開」に切り替えて完了です。 
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 ④ カテゴリの登録  

カテゴリとは、ユーザー画⾯に表⽰されるセミナーを分類するもので、タ
ブとして表⽰されます。 

i) 「カテゴリ」をクリックします。 

ii) 「カテゴリ名」を⼊⼒して「登録」クリックします。 

iii)セミナーを登録したいカテゴリの「セミナー設定」をクリックします。
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 ⑤ 申込者の管理  

i) 参加者を管理したいセミナーの「申込」をクリックします。 

ii) 申込をキャンセルする場合には「☓」ボタンをクリックします。セミナー
の開催前⽇以前であれば、クレジット決済も同時にキャンセルされま
す。 

iii)電話やFAX等で受け付けた申込を管理者が代⾏⼊⼒する場合には「申込
代⾏」をクリックします。 

iv)名前,メールアドレス,メール送信,チケット,申込枚数について登録して
「申込」をクリックしてます。 

v) 追加されたことを確認して完了です。

 ⑥ 申込者⼀覧のダウンロード  

申込者⼀覧のダウンロード機能は、セミナー当⽇の出⽋確認⽤にご利⽤い
ただけます。 

i) 参加者を管理したいセミナーの「申込」をクリックします。 

ii) 「CSV⼀覧開」をクリックします。 

iii)CSVファイルをExcel等で加⼯してご利⽤ください。 
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6．操作マニュアル（プラグイン機能） 
（2）販売管理



 ② 商品の登録  

i) メニューの「販売管理」をクリックしてください。 

ii) 「新規登録」をクリックします。 

 ① 売上の振込先銀⾏⼝座の設定  

i) メニュー右上の「緑⾊のアイコン」をクリックします。 

ii) 「⼝座管理」のタブをクリックします。 
販売管理の機能を⽤いて、教材・セミナーチケット等を販売する場合にの
み設定が必須となります。クレジットカードにより決済された売上が、当
該銀⾏⼝座に振込まれます。 

銀⾏名 
銀⾏名を全⾓で⼊⼒してください。 

銀⾏コード 
銀⾏コードを半⾓で⼊⼒してください。 

⽀店名 
⽀店名を全⾓で⼊⼒してください。 

⽀店コード 
⽀店コードを半⾓で⼊⼒してください。 

預⾦科⽬ 
預⾦科⽬を選択してください。 

⼝座番号 
⼝座番号を半⾓で⼊⼒してください。 

⼝座名義 
⼝座名義を全⾓で⼊⼒してください。 

「登録」をクリックして完了です。
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 ③ eラーニング商品の登録  

eラーニングの商品を作成すると、eラーニングの受講権を販売することができます。商品購⼊直後に、設定した学習コースが学習可能になります。 
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商品分類をeラーニングに設定します。

商品名を設定します。

「価格（税込）」に⾦額を設定してください。特別価格（税込）を設
定する場合には特別価格に⾦額を設定してください。通常価格には横
線が⼊って特別価格で販売されます。

商品の概要説明を⼊れてください。商品⼀覧で表⽰されます。

商品の詳細説明を⼊れて下さい。商品の個別説明画⾯で表⽰されま
す。

商品の在庫数を設定します。在庫がゼロになると「在庫切れ」と表⽰
されます。

販売期限を設定すると、その⽇以降は商品が購⼊できなくなります。

eラーニングで学習できる有効期限を設定してください。「購⼊後の⽇
数と」と「⽇付け」のどちらかを必ず設定してください。

販売ページは検索エンジンに検索されます。検索対象のキーワードを
設定してください。複数登録する場合には「,」で区切ります。

商品画像は必ず設定してください。

商品の魅⼒を動画で伝えたい場合には、こちらに動画ファイルを設定
してください。



 ④ ダウンロード商品の登録  

ダウンロードを設定すると、電⼦ファイルのダウンロード販売をすることができます。ダウンロードの商品を購⼊直後には、設定しておいた電⼦ファイルのダウン
ロード⽤URLが購⼊者に案内されます。ダウンロードは5回のみ有効です。 
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商品分類をダウンロードに設定します。

商品名を設定します。

「価格（税込）」に⾦額を設定してください。特別価格（税込）を設定する
場合には特別価格に⾦額を設定してください。通常価格には横線が⼊って特
別価格で販売されます。

商品の概要説明を⼊れてください。商品⼀覧で表⽰されます。

商品の詳細説明を⼊れて下さい。商品の個別説明画⾯で表⽰されます。

商品の在庫数を設定します。在庫が0で「在庫切れ」と表⽰されます。

販売期限を設定すると、その⽇以降は商品が購⼊できなくなります。

販売ページは検索エンジンに検索されます。検索対象のキーワードを設定し
てください。複数登録する場合には「,」で区切ります。

商品画像は必ず設定してください。

商品ファイルを設定してください。これが商品購⼊後にダウンロードできる
ファイルになります。電⼦ファイルの形式に制限はありませんが、ファイル
容量は1ファイルにつき2GBまでです。

商品の魅⼒を動画で伝えたい場合には、こちらに動画ファイルを設定して
ください。



 ⑤ 継続課⾦商品の登録  

継続課⾦を設定すると、購⼊者からの毎⽉の継続課⾦（定期購⼊）をおこなうことができます。⽉謝や会費の徴収でご利⽤頂けます。 
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商品分類を継続課⾦に設定します。

商品名を設定します。

「価格（税込）」に⾦額を設定してください。購⼊時の⾦額が徴収され続け
ます。後から商品⾦額を変更しても、既に購⼊した⽅達には反映されないの
でご注意ください。

商品の概要説明を⼊れてください。商品⼀覧で表⽰されます。

商品の詳細説明を⼊れて下さい。商品の個別説明画⾯で表⽰されます。

商品の在庫数を設定します。在庫が0で「在庫切れ」と表⽰されます。

販売ページは検索エンジンに検索されます。検索対象のキーワードを設定し
てください。複数登録する場合には「,」で区切ります。

商品画像は必ず設定してください。

何ヶ⽉連続で決済するかを設定します。

商品の魅⼒を動画で伝えたい場合には、こちらに動画ファイルを設定
してください。



iv)「商品設定」をクリックします。 

v) カテゴリに含めたい商品にチェックを付けて「登録」をクリックして
完了です。 

 ⑥ 商品カテゴリーの登録  

商品のカテゴリーを登録します。 
カテゴリー登録をおこなうと、商品ページにカテゴリータブが⽣成され、
それぞれの商品がカテゴリーをクリックすると表⽰されるようになります。

i) 商品⼀覧ページの「カテゴリ」をクリックします。 

ii) 「「新規登録」をクリックします。 

iii)カテゴリ名を⼊⼒して「登録」をクリックします。 
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 ⑧ 売上の管理  

i) 「売上詳細」のタブをクリックします。 

ii) 当⽉の売上が表⽰されます。他の⽉の売上を⾒る場合には「⽉別売上
⼀覧」をクリックします。

 ⑦ 商品の販売開始  

i) 商品作成後に商品⼀覧ページで「⾮公開」のボタンをクリックして「公
開」に設定します。 

ii) ユーザーページにカートのメニューが表⽰されて、商品の購⼊が可能
になります。 

⾃社のホームページからの商品ページへの誘導先（リンク）は、カートボ
タンをクリックした後に表⽰される「商品⼀覧」のページを設定してくだ
さい。
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 ⑩ 売上のお⽀払いについて  

i) クレジット決済⼿数料は5%です。 

ii) 売上から決済⼿数料と振込⼿数料500円を控除した額を指定の銀⾏⼝座
にお⽀払いします。 

iii)お⽀払いは、⽉末で締めて翌⽉末払いです。 

iv)売上が5,000円に満たない場合には、5,000円以上になるまで、お⽀払
いが翌⽉以降に繰り越されます。 

v) 登録されている⼝座情報に誤りがあり、振込エラーが発⽣した場合に
も翌⽉以降の振込となる場合がございます。ご注意ください。

 ⑨ 継続課⾦の管理  

i) 販売管理の「継続課⾦」のタブをクリックします。 
継続課⾦が成功していると、⼀覧に結果が表⽰されます。 

ii) 継続課⾦を停⽌する場合は、対象の顧客を選択して、「削除」ボタン
をクリックします。削除した決済を再び元に戻すことはできません。
改めて決済をおこなう以外に⽅法がありませんので、ご注意ください。
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 ② 顧客情報の⼿⼊⼒  

i) 「顧客登録」をクリックしてください。 

ii) 必要な情報を⼊⼒して「登録」をクリックします。 

ここで、ユーザー設定にチェックを付けるとeラーニングのユーザーとし
て扱われ、eラーニングのユーザー⼀覧に表⽰されます。 

 ① 顧客管理とは  

顧客管理とは,eラーニングのユーザーとは別に顧客の名簿を管理できる機
能です。顧客管理に登録できる名簿に制限はありません。（後に制限を設
ける可能性があります。） 

顧客に対しては、アンケート・⼀⻫メール配信・課題出題などがおこなえ
ます。 

i) メニューの「販売管理」をクリックしてください。 

ii) 顧客⼀覧が表⽰されます。 

顧客⼀覧に顧客データを登録される⽅法は次の通りです。 

・⼿⼊⼒で登録する 
・CSVファイルで⼀括登録する 
・ユーザーがセミナーの参加を申込む（⾃動登録） 
・ユーザーが商品を購⼊する（⾃動登録） 

6．操作マニュアル（プラグイン機能）（3）顧客管理

137



v) 再び「CSV⼀括登録」をクリックします。 

vi)雲のマークをクリックします。 

vii)ファイルを選択したら「登録」ボタンをクリックします。 

viii)顧客が「登録」されたことを確認して完了です。 

 ③ 顧客のCSV⼀括登録  

i) メニューの「販売管理」をクリックしてください。 

ii) 「ダウンロード」をクリックしてください。 

iii)ダウンロードしたファイルを開きます。 

iv)必要な情報を⼊⼒してCSVとして保存します。
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 ④ 顧客への⼀⻫メール配信  

i) 「⼀⻫メール」のタブをクリックしてください。 

ii) 「新規配信」をクリックしてください。 

iii)配信対象者を選びます。 

iv)件名、本⽂、添付ファイルを設定して「配信」をクリックします。 

※ 添付できるファイル容量は10MB以下です。 
※ ファイル名に全⾓⽂字を使⽤すると⽂字化けする可能性があります 
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