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「受講申込み」をクリック

お客様情報の入力

受講料の支払い手続き

アカウント登録（ログインIDとパスワードの登録）

受講開始

● 申込みのながれ

お客様情報の登録用URL
メール
受信

メール
受信 申込完了

メール
受信 アカウント登録用URL

メール
受信 受講開始のご連絡

受講申込み

1
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1. 利用規約の「同意する」をクリックする

食品衛生責任者養成講習会（●●県）

￥●●,●●●

●●日間

2. 「初めての方」を選択し、メールアドレスを入力後に「送信
する」をクリックする

● 申込みの手順

「受講申込み」をクリック

申込み都道府県市名

クリック

nisshokukyou@abc.com

クリック

クリック

メールアドレスを入力する
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お客様情報の登録用ＵＲＬをメールで受信する

3. 「メール送信完了」画面が表示される

nisshokukyou@abc.com

メールが届いていない場合は
再度メールアドレスを入力し
「再送する」をクリック

nisshokukyou@abc.com

クリック
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4.お客様情報の登録用ＵＲＬをクリックしお客様情報を
入力する

お客様情報の入力

クリック

(注)ここで入力された
お客様情報をもとに、
郵送物の送付や修了証
を発行いたします。
お間違えのないように
ご入力ください
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5.お支払い方法を選択する
（クレジットカードまたはコンビニ支払い）

【クレジットカード支払いの場合】

申込完了と同時に支払いも完了する

【コンビニ支払いの場合】

申込完了メール内の支払い情報に従ってコンビニで支払い

手続きを行う

クリック

クリック
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6.入力情報を確認する

7. 「以上の内容で申込む」をクリックする

nisshokukyou@abc.com

クリック
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8. 「申込完了」画面が表示される

申込完了メールを受信する

NISSHOKU HANAKO
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9.お客様情報の入力時、「コンビニ支払い」を選択された方は、
申込完了メール内の支払い情報に従ってコンビニで支払い
手続きを行う

（「クレジットカード支払い」を選択された方は、申込完了と同時
に支払いも完了しています）

受講料の支払い手続き

（注意）
コンビニ支払いでは、払込票は郵送されません

メールに記載の［払込票URL］をクリックし

支払い手続きをします

※支払い方法は、ご利用されるコンビニに

よって異なります
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アカウント登録用URLをメールで受信する
※支払い手続きが完了しないと送信されません

クリック

10.アカウント登録用URLメールに記載のURLをクリックし
ログインIDとパスワードを登録する

アカウント登録 （ログインIDとパスワードの登録）

クリック

（例） Nisshoku-Hanako

＊＊＊＊＊＊＊＊

（注意）IDとパスワードは自分で設定してください

＊＊＊＊＊＊＊＊

※アカウント登録後、3日以内にサイト内の「学習テキストの送付
先」に回答してください
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受講開始のご連絡メールを受信する

クリック

１．上記の「受講開始メール」に記載のログインURLにアクセス

２.サイトのトップ画面に進む

３．ログインID・パスワードを入力する

４．顔写真を撮影し登録する

５．講座画面に進む

初回ログイン時に顔写真を登録する手順

（注意）
アカウントの登録が完了すると、本人確認用の顔写真を撮
影・登録する画面に進みます。顔写真の登録は初回ログイン
時でも可能です。（ページ下部参照）

顔写真は本人確認に使用します
必ず受講者本人を撮影してください
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使用する端末が下記の動作環境（OSとブラウザ）であるかを必ず

ご確認ください
※OSとブラウザが適合していれば申込み時と異なる端末でもご利用いただけます

受講前にやること

● 動作環境の確認

◆ 注意事項

・ Windows Internet Explorer には対応しておりませんので、その他のブラウザを

ご利用ください。

・ ブラウザの JavaScript、Cookie、SSL の設定が有効である必要があります。

・ セキュリティソフトウェアまたは、アンチウイルスソフトウェアのセキュリティ機能によって

当サービスの機能が正しく利用できない場合があります。

・ 動画視聴時には大量のデータ(パケット)通信を行うため、携帯・通信キャリア各社にて通

信料が発生します。通信料はお客様ご負担となります。スマートフォンやタブレットでご視

聴の場合は、Wi-Fi環境でのご利用を推奨します。

◆ その他環境

・ 回線速度：下り 512kbps以上、上り 256kbps以上

・ CPU：Celeron1GHz以上、または Core Duo 1.66GHz以上、または左記に相当以

上のCPU

端末 動作 OS ブラウザ ※最新版

パ
ソ
コ
ン

Windows ○ Windows 10、11
Microsoft Edge
Google Chrome
Firefox

Mac ○ macOS High Sierra 10.13 以降 Safari

ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン

iPhone ○ iOS 14.0 以降 Safari

Android 注 Android 8.0 以降 Google Chrome

タ
ブ
レ
ッ
ト

iPad ○ iPadOS 14.0 以降 Safari

Android 注 Android 8.0 以降 Google Chrome

注 Android は機種が非常に多いため完全な動作保証はしておりません。動作に不具合

が発見された場合は調査し、可能な範囲で対応いたしますが、解決に至らなかった場

合は、別の端末でのご受講をお願いすることがございます。何卒ご了承ください。
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【 iPhone／iPad 】

１．［設定］ をタップ

２．［Safari］ をタップ

３．「WEBサイトの設定」内にある［カメラ］ をタップ

４．［許可］ をタップ

【 Android 】

１．Chromeアプリ を起動

２．eラーニングサイトにアクセス

3．アドレスバー（URL表示欄）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

７．[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

…

スマートフォン／タブレット

お使いのブラウザ（Microsoft Edge／Google Chrome／Safari）でｅラー

ニングサイトを開くと、カメラの使用を許可するよう求めるポップアップが表示

されます。ｅラーニングサイトでカメラの使用を許可しない、または以前に拒否し

た場合は、ブラウザの設定に移動して設定を変更できます。

【 Microsoft Edge 】

１．アドレスバー（URL表示欄）の🔓マークをクリック

２．カメラを使用する → ［許可］ を選択

パソコン

● カメラ設定

カメラ付の端末でないと受講できません ※カメラ必須
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【 Google Chrome 】

１．アドレスバー（URL表示欄）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．IDとパスワードを入力後、「顔写

真を撮影」の画面に切り替わると、

カメラの許可を求められます

２．［許可］ を選択

メールアプリ(GmailやYahoo!メール等)を経由して、「受講開始のご連絡」メー

ルのログインURLをクリックし、eラーニングサイトにアクセスしますと、顔認証機

能が正常に作動しない場合がございます。

そのような場合は、メールアプリを経由せずに、ブラウザから直接eラーニングサ

イトを開いてください。

【 操作手順 】

ブラウザ（Microsoft Edge／Google Chrome／Safari ）のアドレスバー

（URL表示欄）に、eラーニングサイトのURL

『https://jfha-shokuei.learning-ware.jp/』を直接入力（またはコピー

＆ペースト）することでアクセスできます。

【 IDとパスワードを入力してもカメラが起動しない場合 】
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※メールが確認できない場合は、受講者氏名と購入ID を

メールに記載の上、下記までご連絡ください

メール ： contact-system@jfha.or.jp

● メールを確認する

アカウント登録（ログインIDとパスワードの登録）が完了しますと

「受講開始のご連絡」メールが申込み時に登録したメールアドレ

スに届きます

件名：【重要】 受講開始のご連絡（必ず最後までご確認ください）

当サイトからのメールは「contact-system@jfha.or.jp」で届きます。

「 contact-system@jfha.or.jp 」からのメールを受信できるよう、ドメイン

指定を解除していただくか、または当サイトのドメイン『jfha.or.jp』を受信リス

トに加えていただきますよう、お願いします。

【メールが確認できない原因】

メールの受信システムのセキュリティにより迷惑メールやごみ箱フォルダで受

信。または受信拒否となっている。

クリック

「受講開始のご連絡」メールに記載の

ログインURLをクリックし、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」に登録すると

2回目以降のログイン時に便利です
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1.ログイン画面の入力

2.顔認証用の写真の撮影

初回ログイン

● ID・パスワードの入力と顔写真の登録

クリック

Nisshoku-Hanako

＊＊＊＊＊＊＊＊

アカウント登録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

アカウント登録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方は、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

｟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、お使いの端末のカメラが作

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.11-13 参照）

クリック
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3.顔認証用の写真の登録

4.利用規約、禁止事項を一読し、「同意して進む」をクリック

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

ムによって本人確認を行います

｟注｠顔全体がしっかり写っていること

クリック
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● 講座画面に進む

トップ画面を下にスクロールすると、アナウンスの下に

購入した講座が表示されています

講座名「食品衛生責任者養成講習会○○食品衛生協会」

をクリックします

※受講を中断し、その後再開する場合は、ログインURL からアクセスし、
ログインし直してください

講義ビデオの視聴

クリック
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● 講座の受講情報

必ず、講座の受講情報の「講座の概要」と「受講時の

注意事項」と「修了証について」をご一読ください
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● 学習テキストの送付先を選択する

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

（注）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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入力内容を確認後、「回答する」をクリックします
※「回答が完了しました」のメッセージが表示されましたら、画面下の

「✕終了」をクリックし、ウインドウを閉じます

アカウント登録（ログインIDとパスワードの登録）から

３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

クリック
自宅または勤務先の

どちらかをクリック

クリック
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「進捗率が変わりました。更新してください。」と画面上

にポップアップが出現します

「更新する」青色ボタンをクリックします

※ 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

● 進捗率を更新する

クリック

赤色チェックマーク

メッセージ

赤色チェックマークと

メッセージが表示されて

いれば、そのタイトルは

完了しています
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● 講義ビデオを再生する

講義１-①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

クリック

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

試験中の顔認証画像は、

ドラッグして好きな場所

に移動できます
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● 視聴画面の操作手順

①②③ ④

【① 再生、一時停止 ボタン】

再生 一時停止

【② 音声 オン・オフ ボタン】

音声 オン（入） 音声 オフ(切)

【③ 音量調節バー】

小 大

※スマートフォンで受講する場合は、端末本体で
音量調節を行ってください

【④ 再生位置調節バー】

１．画面をクリックし、再生バーを画面下に表示します

２．再生バー上の白丸（○）をドラッグし、左右に動かすと、再生位置を調節

できます

３．動画を早戻しする場合：再生バー上の白丸（○）を左へ

動画を早送りする場合：再生バー上の白丸（○）を右へ

※再生位置の調節は、視聴が完了した範囲内で可能です



１．講義ビデオを一時停止

２．画面下の 終了 『✕』 をクリック

３．画面上の 『人型アイコン』 をクリック

（PC使用の場合は人型アイコンの横に氏名表示）

４．『ログアウト』 をクリック

（注）ブラウザを強制終了すると視聴履歴が残らず、

次回再生時に最初から再生される場合があります。

● 視聴履歴を残す手順

● スマートフォン受講の注意点
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受講時の注意事項

［注意点１］ 講義ビデオ視聴中は、アラームやアプリを操作しない。

［注意点2］ 講義ビデオの視聴中に通話をしない。

視聴中に一定時間の通話を行うと、ブラウザが自動的に終了し、視聴履歴が残らない場合

がありますのでご注意ください。通話を行う場合はビデオを一時停止し、ログアウトします。

［注意点3］ eラーニングサイトをスワイプして閉じない。

『ログアウト』せずに、画面を上方向にスワイプして閉じた場合、eラーニングサイトを強制

終了した扱いとなり、視聴履歴が残らない場合がありますので、下記のように操作してく

ださい。

講義ビデオを一時停止 → 画面下の終了 『✕』

→ 画面上の 『人型アイコン』 → 『ログアウト』 をクリック

［注意点4］ 『サイト越えトラッキングを防ぐ』をオフにする。

（iPhone/iPad/MacOS使用の方）

iPhone/iPad/MacOSで受講する場合は、視聴履歴を残すために下記のように設定し

てください。

ホーム画面 → 設定 → Safari → 『サイト越えトラッキングを防ぐ』 が緑色（有効

ON）の場合は、スライダを白色（無効OFF）にする

スマートフォンはインターネット利用の他に、電話やアプリなどの様々な機能が備わって

います。講義ビデオの視聴中に、他の機能を一定時間利用し続けると、視聴履歴が残らず、

次回再生時に最初から再生される場合があります。

スマートフォンで受講される方は、下記の点にご留意ください。

１

２

4

3
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● 受講進捗率と受講可能期間の確認

● マイプロフィールの確認

その他

下記の手順により申込み時の登録内容を確認できます

受講可能期間は、

こちらで確認できます

受講進捗率は、こちら

で確認できます

100％に達すれば受

講完了です

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

・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

を確認できます
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● マイプロフィールの修正（登録内容の修正）

1.講座画面の上部にある「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

※修了証書には生年月日が記載されますので、お間違いがある場合は受講完了前

までに変更してください
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● 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.講座画面の上部にある

「人型アイコン/氏名」をクリック

２．「申込履歴」をクリック

6.別ウインドウで領収書データ（PDF）が表示されます
※領収書データの再表示・再取得はできませんので、端末への保存を推奨します

受講可能期間を過ぎると領収書データのダウンロードができなくなりますので

ご注意ください

３．商品名が記載された枠内をクリック

４．青色ボタン「領収書発行」をクリック

５．領収書の宛名を入力し、水色ボタン「ダウンロード」をクリック

クリック

クリック

クリック
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● 「更新する」 青色ボタンが表示されない場合
講義ビデオを見終わるごとに、画面上に「更新する」という青色ボタンが出現しま

す。データの読み込みに時間がかかると、「更新する」ボタンが表示されない場合

があります。

【 改善手順 】

アドレスバー（URL表示欄）の近くにある更新マーク （円型の矢印）を

クリックすると、手動で画面を更新することができます。

１．ログアウトする

画面上の『人型アイコン』からログアウトします。時間をおいてログインURL から

アクセスし、再度ログインし直す。

２．端末の再起動

お使いの機器をしばらく休ませてください。

３．WEBページの閲覧履歴（キャッシュ）のクリア

以前に読み込んだキャッシュが残っていると、動画の読み込みに時間がかかるた

めブラウザのキャッシュを削除してください。

Microsoft Edge：ホーム画面 → 縦3点リーダー → 履歴 → 閲覧データをクリア

Google Chrome：ホーム画面 → 縦3点リーダー → 履歴 → 閲覧履歴データの削除

Safari：ホーム画面 → 設定 → Safari → 履歴とWebサイトデータを消去

４．ブラウザが最新版であるか確認

最新版のブラウザでないと正常に作動しない場合があります。

ブラウザのホーム画面にある縦3点リーダーから、ブラウザのバージョン情報をご

確認ください。

５．ネットワーク環境の確認

モバイルネットワーク環境をご利用の場合、通信が安定しないことにより、ネット

ワークが切断されたり、データの読み込みが遅くなることがあります。

Wi-Fi環境等の安定したネットワークに接続した状態で、再度動画の再生をご確認

ください。 Wi-Fiが不安定な場合は、ルーターの再起動をするか、有線LAN接続へ

の切替をご検討ください。

よくある質問

● 動画の再生に不具合がある場合


