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1.利用推奨ブラウザ
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当サイトのご利用にはChrome・Safariを推奨いたします。
以外のブラウザでもご覧いただけますが、正しく表示されない恐れがございます。

また、前回のログインのキャッシュが残っている場合、各メニューボタンが正常に動作しない場合がございます。
ブラウザのキャッシュをクリアしてから再びログインしてください。

----【利用推奨ブラウザ】----
PC端末
■Windows
・Google Chrome (最新）

■Macintosh
・Safari 10/11

スマートフォン・タブレット
■Android
・Google Chrome (最新）

■iPhone・iPad
・Safari 10/11

----【対象外ブラウザ】----
スマートフォン・タブレット
■Android端末 オリジナルブラウザ ※Chromeでの閲覧を推奨致します。

海外からのアクセスについて
海外からのアクセスは通信、ファイヤーウォールの影響などで正しく動作しない場合がございます。

１.利用推奨ブラウザ

----【利用可能ブラウザ】---- ※環境によっては一部の機能が正しく表示されない恐れがあります。
PC端末
■Windows
・Microsoft Edge（Windows10の場合）
・Mozilla Firefox（最新）
・Internet Explorer 11.x ※一部の機能が正しく表示・動作しない事案が確認されています。



２.パソコンとスマホの画面について
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２.パソコンとスマホの画面について
スマホ パソコン



３.メールアドレスの登録
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３.メールアドレスの登録

①https://nissankyo-adv.jp/にアクセスし、IDパスワードを入力。

（この時点でメールアドレスの登録がない場合、自動的に②の画面へ）

②メール登録画面でメールアドレスを入力

※メールアドレスを変更する場合は

P１０「メールアドレスの変更」へ
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登録したメールの受信を確認

https://nissankyo-adv.jp/


④届いたメール内のURLにアクセス

（２４時間以内にURLのページへアクセスしてください）

※万一迷惑メール等に受信して、24時間以上過ぎてしまった場合は

別のメールアドレスにて再度メール登録を行ってください。

ログイン後にマイページよりメールアドレスの変更は行えます。

⑤登録完了の画面表示を確認
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太郎

※引き続き、講座に申込みいただく場合は、
登録完了画面の「講座一覧」へ進んでください。



４.登録情報の変更・更新
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４－１.登録データを更新する
①マイページへログイン（P4 メールアドレスの登録が必須です。）

左メニューの「登録情報 確認・更新」ボタンをクリック、

タップしてください。

②修正したい情報を編集し「更新」をクリック、タップしてください。

③ページ内に「会員情報を更新しました」の表示

※性別、生年月日は変更できません。

11

更新完了のメッセージ表示
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更新完了のメッセージ表示
①「登録情報 確認・更新」ボタンから「メールアドレス」を変更します。

②「更新」ボタンを押下すると

登録情報を更新しました。

注)メールアドレスを変更された場合、本登録用のメールが送信されています。
メールに記載のURLをクリックして、変更を完了させてください。変更を完了さ
せるまで、メールアドレスは更新されません。

③変更したいメールアドレス宛に届いたメール内のURLをクリックします。

※ここで更新が完了します。

④再度ログインして「登録情報 確認・更新」ボタンから「メールアドレス」が
変更されているかご確認ください。

件名：

本文：

４－２.メールアドレスの変更



５.ID・パスワードを忘れた場合
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【ユーザーID】消費生活アドバイザー登録番号（半角英数、ハイフンなし）

例：登録番号171-1001-1 → ユーザID 17110011

【初期パスワード】ご自身の生年月日（西暦）8桁半角英数

例：1972年6月6日 → パスワード 19720606

※ご自身で変更されたパスワードを忘れた方は、以下の手順で、

仮パスワード発行へ進み仮パスワード発行後ログインしてください。

①ログイン画面の「パスワードを忘れたかたはこちら」をクリック、

タップしてください。

②仮パスワードの再発行

登録しているメールアドレスを入力し、「仮パスワードを発行」を

クリック、タップしてください。
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５.ID・パスワードを忘れた場合

①

②
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③届いたメールにて、数字８桁の仮パスワードが発行される

④ログイン画面にて発行された仮パスワードでログイン

「登録情報 登録・更新」にてご自分で覚えやすいパスワードに変更することをおすすめします。

【 ログインできない場合 】

1.ユーザーＩＤ、パスワードはいずれも半角英数です。

2.全角入力になっていないかご確認ください。

3.前回のログインのキャッシュが残っている場合、更新手続のメニューが表示しない場合がございます。

ブラウザのキャッシュをクリアしてから再びログインしてください。

（キャッシュのクリア方法はお使いのブラウザによって異なります。各ブラウザの公式情報をご確認ください。）

太郎様数字８ケタの仮パスワード

③



６.講座に申込む

16



６－１.各講座に申込む（カートで購入する）

①マイページへログイン（P2 メールアドレスの登録が必須です）

左メニューの「eラーニング講座 申込・受講」ボタンをクリック、

タップしてください。

②タブ「開催中講座一覧」の「申込む」ボタンをクリック、

タップしてください。→ 講座申込ページへ

17

開催中講座一覧タブ



③申込みたい講座内容をラジオボタンで選択し「カートに保存する」

④「カートへ保存 ご指定の講座をカートに保存しました」のポップアップ表示

（この時点ではまだ決済されていません）
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ラジオボタンで選択

「カートへ保存」のポップアップ



⑤決済に進む場合は、ヘッダの「カートを見る」から

⑥「カートの内容で申込む」で決済ページへ

19



⑦決済方法をクレジットカード支払いと

コンビニエンスストア支払いから選択します

※コンビニエンスストア支払いの場合、

お支払い期限は決済お申込み後10日間となります。

お申込みから10日以内に選択したコンビニエンスストアにて

お支払いください。
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⑧-1 決済入力ページ（クレジットカード支払い）

カード番号、有効期限、セキュリティコードを入力し、「内容確認」ボタンを

クリック、タップしてください。

⑧-1 決済確認ページ（クレジットカード支払い）

購入内容を確認し、「購入確定」ボタンをクリック、タップしてください。

⑨-1 決済完了ページ（クレジットカード支払い）

「申込した講座一覧へ」ボタンをクリック、タップして、購入した講座を確認、

受講できます。

テスト 太郎 様

テスト 太郎 様

テスト 太郎 様
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⑧-2 決済入力ページ（コンビニエンスストア支払い）

メールアドレスをご確認の上、お名前、電話番号とお支払い頂くコンビニエンスストアを

入力し、 「内容確認」ボタンをクリック、タップしてください。

※お名前に機種依存文字（例：髙、﨑、濵、隆、瀨、德 など）はご利用頂けません。

決済が完了できずにエラーとなりますのでご注意ください。

⑧-2 決済確認ページ（コンビニエンスストア支払い）

購入内容を確認し、「購入確定」ボタンをクリック、タップしてください。

テスト 太郎 様

テスト 太郎 様
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⑨-2 決済申込み完了ページ（コンビニエンスストア支払い）

支払いの申込みが完了しました。

選択したコンビニエンスストアの支払いに必要な情報が表示されますので、

ご確認の上、それぞれのコンビニエンスストアでの支払い方法にてお支払いください。

⑨-2 コンビニエンスストアでのお支払いに関するメール送信

支払い申込時にご確認頂いたメールアドレスにも、コンビニエンスストアの

支払いに必要な情報が表示されております。

テスト 太郎 様

テスト 太郎



■予め受講し放題に申込む場合

①マイページへログイン（P2 メールアドレスの登録が必須です）

左メニューの「eラーニング講座 申込・受講」ボタンをクリック、

タップしてください。

②タブ「開催中講座一覧」の最上段の「受講し放題に申込む」

■申込中（決済前）に受講し放題に変更したい場合

①カートページへ

②「受講し放題へ変更する場合にはこちら」へ

６－２.受講し放題に申込む
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①ヘッダのカートへ

① ②

②



６－３.講座の状況を確認する

■講座の状況を確認する

①マイページへログイン（P2 メールアドレスの登録が必須です）

左メニューの「eラーニング講座 申込・受講」ボタンをクリック、

タップしてください。

②タブ「 eラーニング講座申込済講座一覧」

■各講座一覧のボタンおよび、ボタン下のメッセージにて確認

●申込後の進捗状況
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●講座の受講状況（ボタン）

…申込みのできる講座

…申込済で受講できる講座

…受講の完了している講座

講座の受講状況 進捗状況

①

②



６－4.申込済講座を確認する（一覧）
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申込済講座一覧

申込済の講座の一覧です。受講状況も確認できます。

①左メニューの「eラーニング講座 申込・受講」

②タブ「eラーニング講座申込済講座一覧」

※決済が完了した講座の表示となります。

コンビニエンスストア決済の場合、入金確認後の表示となります。

①

②



６－５.受講済講座を確認する（アーカイブ）
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eラーニング講座 アーカイブ

これまで受講した講座で、受講期間が終了した講座を確認できます。

※受講期間終了後に反映します。

①

②

テスト 太郎 様



７.講座を視聴する
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７.講座を視聴する（動画再生）
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①マイページへログイン（P2 メールアドレスの登録が必須です）

左メニューの「eラーニング講座 申込・受講」ボタンをクリック、

タップしてください。

②タブ「申込講座一覧」

③各講座一覧の「受講する」ボタンをクリック、タップしてください。

→動画再生ページへ

④動画再生ページ

・講座資料のダウンロード

受講講座のレジュメ（PDF）をダウンロードできます。

動画と合わせてご利用ください。

※早戻し機能はありません。

※受講終了後も受講期間中は何度でも視聴できます。

③「受講する」ボタン

④再生

一時停止

音量調整

ウィンドウサイズ

レジュメのダウンロード



８.アンケートに回答する
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８.アンケートに回答する
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■動画再生終了後、自動的にアンケートフォーム画面が表示

※表示されない場合はリロード(F5キー)を押すと表示されます。

※スマートフォン・タブレツトの場合は縦、横画面を切り替えると

表示されます。

■視聴は完了しているが、アンケートに回答していない場合

→講座一覧内に「アンケート未回答」の表示あり

「アンケートに回答する」表示の場合、
講座詳細ページ内にアンケートへのリンクがあります

「アンケートに回答する」ボタン
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「動画に関するアンケート」回答ページ

①アンケートに回答

②アンケート内容確認

③アンケート内容登録

④回答完了ページ

※アンケートは、講座ごとに一度限りの回答と

なっております。



９.受講履歴を閲覧する
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９.受講履歴を閲覧する
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①マイページへログインし、左メニューの「受講履歴」ボタンをクリック、

タップしてください。

②受講履歴ページに遷移します。

受講履歴ページでは受講済みの集合講座・eラーニング講座の一覧を

閲覧できます。

※注）eラーニング講座アーカイブには、受講期間終了後に反映表示されま
す。

「受講履歴」ボタン

テスト 太郎 様

テスト 太郎 様


