
個人向け操作マニュアルと、

施設向け操作マニュアルを掲示しています。

新人ジョーさん



神奈川県看護協会研修申込について

〇施設申込と個人申込について

研修には個人申込と施設申込があります。

研修の多くは個人申込です。診療報酬にかかわる研修など施設側の必要性

の高いものを施設申込としていく予定です。

個人申込は、研修申込サイトに登録した個人が、研修を選択して申込することができます。

個人申込は個人が直接申し込むので優先順位はつけられません。

施設申込は、施設代表者が、そのアカウントから、施設会員を選んでまとめて申込ができる研修

です。施設代表者は申込者の優先順位をつけて申込むことができます。

施設会員とはその施設で登録されている方です。神奈川県看護協会研修申込サイトに個人登録

されている方の中で、神奈川県看護協会会員と協会非会員だが研修申込サイトに登録するときに

所属施設を選択入力した方です。

〇施設代表者

神奈川県看護協会から施設宛に付与した施設代表者用アカウントを持っている人（施設代表者）

です。施設代表者のアカウントは施設申込の時だけ使用し、個人申込はしないでください。代表者

のアカウントから個人申込をしても非承認となります。

施設代表者はそのアカウントを使うと施設申込ができます。またそのアカウント

の「申込履歴」、「受講履歴」から施設会員の研修申込状況が確認できます。ア

カウントの取り扱いにはご注意ください。



研修申込サイト
個人向け操作マニュアル



個人向け操作マニュアル

1.研修申込サイト新規登録方法

①神奈川県看護協会研修申込サイトにアクセスする

下記a, b, cのいずれかの方法でアクセスしてください。

a) 神奈川県看護協会ホームページ左上の「研修ログイン」バナーをクリック

b) 右記URLを検索 https://kana-kango.manaable.com

c) QRコードを読み取り、「研修申込サイト」へアクセス

②「新規登録」ボタンをクリックする

アクセス後、研修一覧が表示されますので、「新規登録」ボタンをクリックしてください。

ログイン／新規登録より「会員の方 新規登録」または「非会員の方 新規登録」を選んでください。
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個人向け操作マニュアル

1.研修申込サイト新規登録方法

《スマホトップページ》 《スマホログイン画面》
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個人向け操作マニュアル

1.研修申込サイト新規登録方法

※ここから看護協会会員向けの登録方法をご案内します。
看護協会非会員の方は、p.6「看護協会非会員の場合」をご覧ください。

③照合情報を入力する

看護協会会員登録時の情報と同じ情報を入力してください。
情報入力後、「本登録メールを送信」をクリックしてください。
照合情報が一致すると、本登録メールが送信されます。

※あらかじめ「@manaable.com」のドメインを受信できるように設定しておいてください。

照合情報

看護協会会員の場合

メールアドレス
研修申込サイトで使用するメールアドレスです
通知メールを受信するため、普段使用するメールアド
レスをご入力ください

神奈川県看護協会会員
No.

看護協会会員登録時に発行される6桁の番号です
不明な場合は神奈川県看護協会にお問合わせください

生年月日 西暦で生年月日を入力してください
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個人向け操作マニュアル

1.研修申込サイト新規登録方法

④本登録情報を入力する

メールに記載のリンクをクリックすると、本登録情報を入力する画面へ移ります。

この本登録情報入力画面は、看護協会会員として登録されている情報は既に表示されている状態
の画面が表示されます。必須項目で入力されていない情報（パスワードなど）をご入力ください
。

入力ができましたら、「確認画面へ」をクリックしてください。
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個人向け操作マニュアル

1.研修申込サイト新規登録方法

⑤確認画面で入力内容を確認する

⑤登録完了
下記画面が表示されましたら、研修申込サイトの新規登録は完了です。

※これで研修申込サイトの新規登録は完了です。おつかれさまでした。
このまま研修を申し込みたい方は、p.9「申込む研修の検索」をご確認ください。
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個人向け操作マニュアル

1.研修申込サイト新規登録方法

※ここから看護協会非会員向けの登録方法をご案内します。
看護協会会員の方は、p.3「看護協会会員の場合」までお戻りください。

看護協会非会員の場合

③メールアドレスを入力する

ご入力いただいたメールアドレスに、本登録メールが送信されます。

※あらかじめ「@manaable.com」のドメインを受信できるように設定しておいてください。

メールアドレス
研修申込サイトで使用するメールアドレスです。
通知メールを受信するため、普段使用するメールアド
レスをご入力ください。
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個人向け操作マニュアル

1.研修申込サイト新規登録方法

④本登録情報を入力する
メールに記載のリンクをクリックすると、本登録情報を入力する画面へ移ります。

必要な情報をご入力ください。

入力ができましたら、「確認画面へ」をクリックしてください。
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個人向け操作マニュアル

1.研修申込サイト新規登録方法

⑤確認画面で入力内容を確認する

⑤登録完了
下記画面が表示されましたら、新規登録は完了です。

※これで新規登録は完了です。おつかれさまでした。
このまま研修を申し込みたい方は、p.9「申込む研修の検索」をご確認ください。
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個人向け操作マニュアル

2.申込む研修の検索

①神奈川県看護協会研修申込サイトにアクセスする

下記a, b, cのいずれかの方法でアクセスしてください。

a) 神奈川県看護協会ホームページ左上の「研修ログイン」バナーをクリック

b) 右記URLを検索 https://kana-kango.manaable.com

c) QRコードを読み取り、「研修申込サイト」へアクセス

②研修申込サイトにログインする

アクセス後、研修一覧が表示されますので、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

研修申込サイトにご登録いただいた「メールアドレス」と「パスワード」の入力をお願いします。
入力できましたら、「ログイン」をクリックしてください。

※パスワードを忘れた方は、p.32「パスワード変更方法」をご確認ください。
メールアドレスを忘れた方は、p.34「メールアドレス変更方法」をご確認ください。
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個人向け操作マニュアル

2.申込む研修の検索

③研修一覧から受講したい研修を探す

下記トップページが表示されましたら、ログイン完了です。

サイドメニューの「申込管理」より「研修を探す」を選択してください。

下記のような研修一覧画面が表示されます。
受付状況が「受付中」の研修は、申込可能です。

※「キャンセル待ち受付中」はキャンセルが出た場合に申込みが可能となります。
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個人向け操作マニュアル

3.申込フォームに情報を入力・送信

①研修一覧から受講したい研修を選択

研修一覧から受講する研修を選択します。
「研修名」をクリックすると、詳細が確認できます。

②該当の研修の「申込み」ボタンをクリック

詳細内容に目を通していただき、「申込み」をクリックしてください。
＊申し込む前に受講条件をご確認ください
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個人向け操作マニュアル

3.申込フォームに情報を入力・送信

③申込む研修の情報と会員情報を確認

表示される会員情報が異なる場合
看護協会会員の場合: 神奈川県看護協会に問合せください。
看護協会非会員の場合: 「マイアカウント」ページより情報を変更してください。

問合せ先
公益社団法人神奈川県看護看護協会
☎ 045-263-2901
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登録されている会員情
報が表示されます。

研修の内容が表示され
ます。



個人向け操作マニュアル

3.申込フォームに情報を入力・送信

⑤申込み完了
下記画面が表示されましたら、研修の申込みは完了です。
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個人向け操作マニュアル

4.申込結果の通知を確認する

申込結果の確認を行う
左メニューの「申込履歴」から申込結果の確認を行うことができます。
申込結果が「承認」となっている研修は受講が確定しているため、お支払いが可能です。

申込結果が「非承認」となっている研修は参加が非承認となった研修です。
「研修名」をクリックして非承認理由を確認してください。

《申込結果「承認」の場合》
申込結果が「承認」となっている研修は受講が確定しているため、お支払いが可能です。

※お支払い方法については、p.16「受講料納入」をご確認ください。

申込結果
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個人向け操作マニュアル

4.申込結果の通知を確認する

《申込結果「非承認」の場合》
申込結果が「非承認」の場合には、下記ページより非承認理由を確認できます。
※非承認理由を公開していない研修もあります。

《申込結果がまだ出ていない場合》
申込結果が「研修申込中」となっている研修は、まだ申込結果が発表されていません。
もうしばらくお待ちください。

申込結果
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個人向け操作マニュアル

5. 受講料納入

①申込結果「承認」の研修で「支払う」を選択する

申込履歴の研修一覧で申込結果が「承認」となっている研修は、お支払いに進みます。
研修詳細から、「支払う」ボタンをクリックしてください。

②お支払い方法を選択する

お支払いは、クレジットカード／銀行振り込み／コンビニ決済の3種類より選択可能です。
支払方法を選択したら、「お支払いはこちらへ」をクリックしてください。

申込結果
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個人向け操作マニュアル

5. 受講料納入

《クレジットカードの場合》
クレジットカード情報を入力し、「確定」をクリックしてください。

③クレジットカード入力画面 ④クレジットカード情報確認画面

⑤クレジットカード情報確認画面
「サイトに戻る」をクリックしてください。

⑥お支払い完了

※このまま受講に進まれる方は、p.21「研修の受講」からご確認ください。
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個人向け操作マニュアル

5. 受講料納入

《銀行振り込みの場合》

③バーチャル口座選択画面 ④バーチャル口座確認画面
「サイトに戻る」をクリックしてください。

⑤お支払い完了

振込期限までに口座振り込みを行ってください。
振込後、お支払いは完了です。

※このまま受講に進まれる方は、p.21「研修の受講」からご確認ください。
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個人向け操作マニュアル

5. 受講料納入

《コンビニ決済の場合》

③情報入力画面
下記画面で必要情報を入力してください。

④情報確認画面
内容確認後、確定をクリックしてください。

⑤お支払い手順の確認
下記ページで確認できましたら、「サイトに戻る」をクリックしてください。

※各コンビニエンスストアによって下記ページの表示が異なっております。
セブンイレブン以外のコンビニエンスストアは、p.20をご覧ください。
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個人向け操作マニュアル

5. 受講料納入

《ローソン・ミニストップの場合》 《ファミリーマートの場合》

《セイコーマートの場合》

《デイリーヤマザキの場合》

⑥お支払い完了
振込期限までにお支払いをお願いします。
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個人向け操作マニュアル

6．研修の受講

①受講する研修を選択する

左メニューの「受講予定」ボタンをクリックすると研修受講予定の一覧が表示されます。
「研修名」をクリックして受講に進みます。

ライブ配信研修の場合

「受講」タブをクリックすると「出席」が表示されます。
クリックをするとZoom配信ツールが起動します。

「出席」ボタンのクリックとライブ授業への参加時間を計測して
受講完了・未完了を判定しています。

「履歴」タブをクリックすることで受講履歴を確認することが可能です。
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個人向け操作マニュアル

6．研修の受講

携帯画面で「受講」タブをクリックすると「カメラを起動する」ボタンが表示されます。
クリックしカメラを起動して、研修会場に設置してあるQRコードを読み取ってください。

QRコードの読込が完了しましたら、下記右側の画面が表示されます。
これで出席は完了です。

携帯等カメラのついた機器でこちらのページにアクセスする必要がございます。
カメラのついた機器をお持ちでない場合は、
名簿への記述など会場ごとに措置を行っております。

集合研修の場合
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個人向け操作マニュアル

6．研修の受講

先にスマートフォンのカメラで研修会場に設置してあるQRコードを読み取った場合は、
以下の手順で出席の登録を行ってください。

集合研修の場合 つづき
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①QRコード読みとり後、研修申込サイトの
ログイン画面になりますので、ご自身で
登録されたメールアドレス・パスワードで
ログインしてください。

②受講する研修名、開催日を確認し、
出席ボタンを押してください。



個人向け操作マニュアル

6．研修の受講

「受講」タブをクリックすると研修動画が表示されます。
受講期間中に動画を閲覧してください。

オンデマンド研修の場合

動画視聴時間を計測して受講完了・未完了を判定しています。
「履歴」タブをクリックすることで閲覧履歴を確認することが可能です。
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個人向け操作マニュアル

7．アンケート・課題の提出
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①アンケート回答画面に移動する

「履歴」タブをクリックすると「アンケートに回答する」が表示されます。
クリックしてアンケートの入力を進めてください。

また、下にスクロールすると、「アンケート履歴」からその研修に紐づいたレッスンのアンケー
トの履歴が表示されます。ここからアンケートを回答することも可能です。



個人向け操作マニュアル

7．アンケート・課題の提出

②アンケートの回答を行う

必要な項目入力してください。入力が完了したら「確認画面へ」ボタンをクリックし、確認画面
へ移動してください。

アンケートの回答をやめる場合は、「研修詳細画面に戻る」ボタンをクリックすることで、内容
を保存せず、研修詳細画面に戻ることが可能です。

内容を保存せず、研修の
詳細画面に戻ります。

入力内容の確認画面へ移
動します。
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個人向け操作マニュアル

7．アンケート・課題の提出

③入力内容の確認と送信

入力内容に誤りがないか確認をしてください。修正をしたい場合は、「修正する」ボタンをク
リックし、アンケートの回答画面から修正をお願いします。入力内容に問題がない場合は、「送
信する」ボタンをクリックして、内容を送信してください。

送信完了画面が表示されたら 送信完了です。

アンケートの回答画面に
戻ります。

上記の内容で送信します。
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個人向け操作マニュアル

7．アンケート・課題の提出

①課題回答画面に移動する

「履歴」タブをクリックすると「課題を提出」ボタンが表示されます。
クリックして課題の入力を進めてください。

また、下にスクロールすると、「課題履歴」からその研修に紐づいたレッスンの課題の履歴が表
示されます。ここから課題を回答することも可能です。

課題の締切日時を過ぎると回答することができません。
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個人向け操作マニュアル

7．アンケート・課題の提出

②課題の回答を行う

必要な項目入力してください。入力が完了したら「確認画面へ」ボタンをクリックし、確認画面
へ移動してください。

課題の回答をやめる場合は、「研修詳細画面に戻る」ボタンをクリックすることで、内容を保存
せず、研修詳細画面に戻ることが可能です。

内容を保存せず、研修の
詳細画面に戻ります。

入力内容の確認画面へ移
動します。
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個人向け操作マニュアル

7．アンケート・課題の提出

③入力内容の確認と送信

入力内容に誤りがないか確認をしてください。修正をしたい場合は、「修正する」ボタンをク
リックし、課題の回答画面から修正をお願いします。入力内容に問題がない場合は、「送信す
る」ボタンをクリックして、内容を送信してください。

送信完了画面が表示されたら 送信完了です。

課題の回答画面に戻りま
す。

上記の内容で送信します。
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個人向け操作マニュアル

８．修了証書のダウンロード

①修了証書について

修了証書は、各研修ごとに設定された修了要件を満たした後にダウンロード可能となります。

※内容によっては修了証書の無い研修もございますので詳細は各研修担当へご確認下さい。

※診療報酬算定要件に係る研修については、研修終了後に直接お渡しいたします。
原則、再発行はいたしませんので、氏名等に間違いがないことをお確かめの上、お持ち帰りください。
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②ダウンロード方法
【マイページ】→【受講履歴】→該当の研修の【受講】ボタン→【履歴】タブからダウンロードが可能です。

データのダウンロード先は、機種によって異なりますので、各自でご確認ください。

必要に応じて印刷をしてください。



個人向け操作マニュアル

マイアカウントについて

登録内容の変更を行うためには、
「マイアカウントページ」へアクセスしてください。

右上のお名前にマウスをかざすと、②のメニューが表示されます。
その中から、「マイアカウント」を選択してください。

①お名前にマウスをかざす ②「マイアカウント」を選択

マイアカウントページが表示されます。
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個人向け操作マニュアル

マイアカウントについて

《マイアカウントでできること》

マイアカウントページで変更ができない場合の問合せ
公益社団法人神奈川県看護協会
☎ 045-263-2901

登録情報の変更 基本情報（名前・住所・電話番号）／メールアドレス
／パスワード／施設情報／非会員から会員の変更が可
能です。（会員の場合はメールアドレスとパスワード
のみ変更が可能で、他の情報は「キャリナース」から
変更をお願いします。）

お支払い確認 研修のお支払日や金額、お支払い状況の確認ができま
す。領収書がダウンロードできます。

お知らせ通知確認 研修のご案内など、県看護協会からのお知らせメール
はこちらからご確認ください。

※施設管理 ※施設代表者の方のみ閲覧可能です。

退会 退会ができます。
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個人向け操作マニュアル

パスワード変更方法

①ログイン／新規登録ページを開く

「パスワード、またはメールアドレスを忘れた方はこちら」をクリックしてください。

②登録メールアドレスを入力する

会員登録時のメールアドレスを入力し、「送信する」ボタンをクリックして下さい。
ご登録のメールアドレスへ、パスワード再設定用URLをお知らせします。

パスワードを忘れた場合
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個人向け操作マニュアル

パスワード変更方法

③新しいパスワードを入力する

パスワード変更ページで新しいパスワードをご入力ください。
入力後、「パスワードを変更する」をクリックしてください。

④パスワード変更完了
下記画面が表示されましたら、パスワードの変更は完了です。
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個人向け操作マニュアル

メールアドレス変更方法

①ログイン／新規登録ページを開く

「パスワード、またはメールアドレスを忘れた方はこちら」をクリックしてください。

②パスワード変更ページを開く

「メールアドレスを忘れてしまった場合こちら」をクリックして下さい。

メールアドレスを忘れた場合
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※現在、本機能は利用できません。
　看護協会へ直接お問合せ下さい。



個人向け操作マニュアル

©2021神奈川県看護協会

メールアドレス変更方法

③登録済みの基本情報を入力する

ご登録いただいているお名前、生年月日、電話番号を入力してください。
入力後、「新しいメールアドレスを入力する」ボタンをクリックしてください。

④新しいメールアドレスを入力する

登録する新しいメールアドレスを入力してください。
入力後、「確認メールを送信する」ボタンをクリックしてください。
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個人向け操作マニュアル

メールアドレス変更方法

⑤新規メールアドレスへ確認メールを送信する

ご入力いただいた新規メールアドレスへ、確認メールをお送りします。
メール内のURLをクリックしてください。

⑥メールアドレス変更完了
下記画面が表示されましたら、メールアドレスの変更は完了です。
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個人向け操作マニュアル

①キャンセルしたい研修を選択する

サイドメニューから申込履歴を選択し、キャンセルしたい研修をクリックします。

②「申込みキャンセル」をクリックする

該当研修の詳細画面から「申込みキャンセル」を選択してください。

申込みのキャンセル
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個人向け操作マニュアル

申込みのキャンセル

③申込みのキャンセルを確認する

申込みキャンセルの確認画面で「はい」をクリックしてください。

④申込みキャンセルの完了
下記画面が表示されましたら、研修の申込みキャンセルは完了です。
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個人向け操作マニュアル

領収書ダウンロードの方法

①お支払い確認を選択
マイアカウント内のお支払い確認ボタンを選択します。
＊マイアカウントについてはp.30でご確認ください

②ダウンロードしたい研修を検索
対象となる研修を「開催日」、「研修の形式」、「受付状況」、「研修名」などから絞り込み検索し
ます。
検索できたら、領収書エリア内にあるダウンロードボタンをクリックします。
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個人向け操作マニュアル

領収書ダウンロードの方法

③領収書をダウンロード
ダウンロードが完了すると領収書エリア内のダウンロードボタンの下に、ダウンロード済という文言
が表示されます。これでダウンロード完了になります。
＊ダウンロードされた領収書はご自身のPC内にある「ダウンロードフォルダ」に保存されます。万
一紛失してしまった場合、ご自身のPC内にある「ゴミ箱フォルダ」に移動されている可能性があり
ますのでご確認ください

《注意点》
・領収書は支払い済み、かつ受講開始日時以降にダウンロード可能です。

・領収書の発行は 1回のみとなりますので、ダウンロードした領収書は大切に保管してください。
・Web領収書は電子文書となり印紙課税の対象とならないため印紙の貼付は致しません。
・PDFの閲覧環境及び印刷環境はご自身でご用意ください。
・宛名、但書きは変更できません。（宛名には個人名が表示されます。）
・領収書の日付を変更することはできません。
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個人向け操作マニュアル

非会員から会員への変更方法

非会員として研修申込サイトに登録した方が、その後、看護協会の会員
になられた場合、研修申込サイトの履歴情報を保持したまま、看護協会
会員としてのアカウントに変更することができます。
会員アカウントに変更後、会員価格での研修申込が可能となります。

①登録情報の変更
登録情報の変更ボタンをクリックしていただきます。
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個人向け操作マニュアル

非会員から会員への変更方法

②看護協会会員情報の変更申請
非会員の方のみ、看護協会会員情報の変更申請ボタンが押せるようになっています。
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個人向け操作マニュアル

非会員から会員への変更方法
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③照合情報を入力してください。
以下の照合情報が一致した場合、看護協会非会員から会員に変更となります。
なお、当年度の会費納入の確認ができ、キャリナース上で有効会員となってから、研修申込サイトへ
会員照合用のデータが連携されるまで、最大1週間かかります。
会員の基本情報（氏名、住所、電話番号、所属施設等）は、キャリナース上に登録されている情報で
上書きされます。登録情報の変更が必要な場合はキャリナースの会員情報のご変更をお願いします。
（研修申込サイトに反映されるまで最大１週間かかります）
メールアドレス、パスワード、および、以下の履歴情報については、現在ログイン中のアカウントの
情報が引き継がれます。
• 申込情報
• 支払情報
• 受講情報
• お問合せ情報



研修申込サイト
施設向け操作マニュアル



施設操作マニュアル

1. 施設代表者ログイン方法

①神奈川県看護協会 研修申込サイトにアクセスする
https://kana-kango.manaable.com/

②「ログイン・新規登録」ボタンをクリックする

神奈川県看護協会ホームページよりマナブルにアクセス後、研修一覧が表示されますので、
「ログイン・新規登録」ボタンをクリックしてください。

③「ログイン・新規登録」ボタンをクリックする
ログイン／新規登録ページが表示されますので、ログイン内に看護協会より送られてきたメー
ルアドレスとパスワードをご入力ください。

※もしパスワードで正しく入れないと言う場合は、「パスワード、またはメールアドレスを忘
れた方はこちら」のリンクで、パスワードを新しく発行してください。
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施設操作マニュアル

1. 施設代表者ログイン方法

《スマホトップページ》 《スマホログイン画面》
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施設操作マニュアル

1. 施設代表者ログイン方法

④ログイン後にメールアドレス・パスワードを変更する（任意）
ログイン後に、右上の施設名にマウスをかざすと、メニューが表示されます。その項目の中か
ら、「アカウント情報」を選択してください。

登録情報変更ページが表示されるため、メールアドレス・パスワードを変更したい場合はこち
らで変更します。（任意）
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施設操作マニュアル

1. 施設代表者ログイン方法

②登録メールアドレスを入力する

確認メール送信完了画面が表示されたら、ご登録いただいたメール受信BOXをご確認ください。

メールアドレス変更

①メールアドレスを変更

ご変更いただいたメールアドレス宛に、今後申込完了通知などが届くようになります。

入力が完了しましたら、確認メールを送信するをクリックしてください。
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施設操作マニュアル

1. 施設代表者ログイン方法

③届いたメールを確認する
メールBOXに届いている神奈川県看護協会研修申込サイトからのメール文面をご確認いただき、
URLをクリックしてください。

④メールアドレス変更完了

URLクリック後、下記メールアドレス変更完了画面が表示されたら、メールアドレスの変更は
成功しています。
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施設操作マニュアル

1. 施設代表者ログイン方法

【URLクリック後にログイン画面が表示された場合】
メール内のURLをクリック後に、再度ログイン画面が表示された場合には、まだメールアドレ
スの変更は完了しておりません。

変更前のメールアドレスとパスワードを再度ご入力いただき、「ログイン」をクリックしてく
ださい。

ログイン後、下記メールアドレス変更完了画面が表示されたら、メールアドレスの変更は完了
です。
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施設操作マニュアル

1. 施設代表者ログイン方法

②パスワード変更完了

パスワード変更完了画面が表示されたら、パスワードの変更は完了です。

パスワード変更

①新規パスワードを設定する

パスワードの変更は任意です。こちらの画面から変更が出来ます。
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施設操作マニュアル

①研修一覧から受講したい研修を探す
下記トップページが表示されましたら、マナブルへのログインが完了しました。

サイドメニューの「申込管理」より「研修を探す」を選択してください。
下記のような研修一覧画面が表示されますので、受けたい研修名をクリックしてください。

※受付状況が「受付中」の研修は、申込可能です。
「キャンセル待ち受付中」はキャンセルが出た場合に申込みが可能となります。

p9©2021 神奈川県看護協会

２. 研修への申込方法



施設操作マニュアル

①該当の研修の「施設申込み」ボタンをクリックする

２. 研修への申込方法

「施設申込み」ボタンは施設代表者アカウントのみ表示されます
左側の「申込み」ボタンを押さないようにご注意ください
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施設操作マニュアル

２. 研修への申込方法

②受講予定者を選択する
次にその研修の受講予定者を施設内から選択します。「スタッフを追加＋」をクリックすると、
スタッフの選択画面が表示されます。

参加予定の受講者を検索してください。

検索結果は10件ずつ出てくるため、選択したいスタッフが決まっている場合は、予め名前を入れ
てご検索ください。
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施設操作マニュアル

２. 研修への申込方法
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③受講予定者を確定する
検索結果に出てきた受講予定者にチェックを入れて、「追加」ボタンをクリックしてください。

「追加するメンバー」内に、選択した受講予定者の情報が表示されます。
申し込む受講者が確定したら、「確定」をクリックしてください。

削除したい場合はこちら
をクリックしてください



施設操作マニュアル

２.研修への申込方法

④優先順位とお支払方法を確定する
優先順位とお支払い方法を確定します。
※このステップの後に、優先順位とお支払い方法は変更できません。

申込をキャンセルしたい受講者は、
「削除」ボタンで削除してください。

申込の優先順位を設定できます。
上から順に優先順位が送信され
ます。

申込者全員が施設払い 「まとめて選択」⇒「施設支払い」

申込者全員が個人払い 「まとめて選択」⇒「個人支払い」

受講者によって
施設と個人払いを選択

「個別に選択」⇒それぞれの受講申込者の
「支払」項目でそれぞれ支払方法を選択する
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施設操作マニュアル

２. 研修への申込方法

⑤申込情報を確認する
申し込む施設の詳細と研修情報、ご入力いただいた受講申込者の情報が表示されます。
内容の確認をお願いします。

「上記の内容で申し込む」をクリックすると申込みは完了です。

p14©2021 神奈川県看護協会



施設操作マニュアル

①参加可否を確認する
左側のサイドメニューから「申込履歴」を選択します。
詳細を確認するために、「研修名」をクリックしてください。

施設申込の場合、「参加可否」部分に参加可となった受講者の人数が表示されます。
※受講申込者の中で、一部のみ参加不可となる場合もございます。

①

②非承認理由を確認する

詳細ページから研修の非承認理由を確認することが可能です。
※非承認理由を公開していない場合もございます。

３. 研修の採否確認・お支払い
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施設操作マニュアル

３. 研修の採否確認・お支払い

③お支払い処理
受講が確定した研修は、研修詳細ページに「支払う」ボタンが表示されますので、
支払の処理を進めてください。

※ここからのお支払い方法は施設支払いを選択した方の手順です。
支払方法選択画面（P13）で「個人支払」を選択した場合は、
個人アカウントでお支払いをお願いします。

『受講』と『アンケート・課題』については、
全て個人アカウントからご対応いただきます。
「個人向け操作マニュアル」を参考にしてください。
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施設操作マニュアル

４. 受講料納入

《クレジットカードの場合》
クレジットカード情報を入力し、「確定」をクリックしてください。

①クレジットカード入力画面 ②クレジットカード情報確認画面

③クレジットカード情報確認画面
「サイトに戻る」をクリックしてください。

④お支払い完了
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施設操作マニュアル

４. 受講料納入

《銀行振り込みの場合》

①バーチャル口座選択画面 ②バーチャル口座確認画面
「サイトに戻る」をクリックしてください。

③お支払い完了
振込期限までに口座振り込みを行ってください。
振込後、お支払いは完了です。
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施設操作マニュアル

４. 受講料納入

《コンビニ決済の場合》

①情報入力画面
下記画面で必要情報を入力してください。

②情報確認画面
内容確認後、確定をクリックしてください。

③お支払い手順の確認
下記ページで確認できましたら、「サイトに戻る」をクリックしてください。

※各コンビニエンスストアによって下記ページの表示が異なっております。
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施設操作マニュアル

４. 受講料納入

《ローソン・ミニストップの場合》 《ファミリーマートの場合》

《セイコーマートの場合》

《デイリーヤマザキの場合》

④お支払い完了
振込期限までにお支払いをお願いします。

p20©2021 神奈川県看護協会



施設操作マニュアル

5. 施設管理について

施設申込者を確認する場合

サイドメニューの「施設管理」より「施設申込者履歴」を選択すると、
施設内で研修に申込済みの受講予定者一覧が表示されます。
研修名をクリックすると、申し込んでいる研修の詳細確認が可能です。

施設受講者を確認する場合

サイドメニューの「施設管理」より「施設受講者履歴」を選択すると、
施設内で研修を受講している受講者一覧が表示されます。
研修名をクリックすると、その受講者の受講ページが表示されるため、
現在の受講進捗状況など確認が可能です。
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施設操作マニュアル

①キャンセルしたい研修を選択する
サイドメニューから申込履歴を選択し、キャンセルしたい研修をクリックします。

②「申込みキャンセル」をクリックする
該当研修の詳細画面から「申込みキャンセル」を選択してください。

6. 申込みのキャンセル
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施設操作マニュアル

6. 申込みのキャンセル

③申込みのキャンセルを確認する
申込みキャンセルの確認画面で「はい」をクリックしてください。

④申込みキャンセルの完了
下記画面が表示されましたら、研修の申込みキャンセルは完了です。
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マイアカウントについて

登録内容の変更を行うためには、
「マイアカウントページ」へアクセスしてください。

右上のお名前にマウスをかざすと、②のメニューが表示されます。
その中から、「マイアカウント」を選択してください。

①お名前にマウスをかざす ②「マイアカウント」を選択

マイアカウントページが表示されます。
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施設操作マニュアル

マイアカウントについて

《マイアカウントでできること》

登録情報の変更 メールアドレス／パスワードの変更が可能です。

お支払い確認 研修のお支払日や金額、お支払い状況の確認ができま
す。領収書がダウンロードできます。

お知らせ通知確認 研修のご案内など、県看護協会からのお知らせメール
はこちらからご確認ください。

施設管理 施設代表者の方のみ閲覧可能です。

退会 退会ができます。

p25©2021神奈川県看護協会



施設操作マニュアル

パスワードの変更方法

登録情報の変更 より、パスワード横の「変更」をクリックしてください。
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新しいパスワードを2回入力し「パスワードを変更する」をクリックしてください。



施設操作マニュアル

メールアドレスの変更方法

登録情報の変更 より、メールアドレス横の「変更」をクリックしてください。
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施設操作マニュアル

領収書ダウンロードの方法

①お支払い確認を選択
マイアカウント内のお支払い確認ボタンを選択します。
＊マイアカウントについてはp.30でご確認ください

②ダウンロードしたい研修を検索
対象となる研修を「開催日」、「研修の形式」、「受付状況」、「研修名」などから絞り込み検索し
ます。
検索できたら、領収書エリア内にあるダウンロードボタンをクリックします。
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施設操作マニュアル

領収書ダウンロードの方法

③領収書をダウンロード
ダウンロードが完了すると領収書エリア内のダウンロードボタンの下に、ダウンロード済という文言
が表示されます。これでダウンロード完了になります。
＊ダウンロードされた領収書はご自身のPC内にある「ダウンロードフォルダ」に保存されます。万
一紛失してしまった場合、ご自身のPC内にある「ゴミ箱フォルダ」に移動されている可能性があり
ますのでご確認ください

《注意点》
・領収書は支払い済み、かつ受講開始日時以降にダウンロード可能です。

・領収書の発行は 1回のみとなりますので、ダウンロードした領収書は大切に保管してください。
・Web領収書は電子文書となり印紙課税の対象とならないため印紙の貼付は致しません。
・PDFの閲覧環境及び印刷環境はご自身でご用意ください。
・宛名、但書きは変更できません。（宛名には施設名が表示されます。）
・領収書の日付を変更することはできません。
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