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利用規約の確認、同意

必要事項の入力
ログインID
パスワード
氏名、フリガナ
電話番号

メールアドレス

お支払い方法の選択
お支払い

二段階認証
受講開始

受講修了
受講済証の入手

1.お申し込み～修了までの主な流れ

1

お申込み



２．利用規約の確認～必要事項の入力
2-1 ホームページ内の「受講する」をクリック後、利用規約をご確
認いただきし、「同意する」をクリック

（最後までご確認ください）

2-2 申込み画面に進み、IDとパスワードを入力

クリック

（例）abcd1234

※ログインＩＤは、半角英数文字８桁にてご自身で設定し
てください。なおＩＤは受講済証に印刷されますので ご了
解ください。既に登録されているＩＤは使用できません。

（例）＊＊＊＊＊＊
※ご自身で設定してください。半角英数6桁以上で入力して
ください。
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商品名がお申込みされた商品であることをご確認ください



2-3 氏名、フルガナ、電話番号、メールアドレスを入力

食協

長野

ナガノ

0262320111

ショッキョウ

◎◎◎＠×××.△△.■■

※受講者の方のお名前（姓）を入力してください。

※受講者の方のお名前（名）を入力してください。

※全角カタカナで入力してください。

※全角カタカナで入力してください。

※ハイフンなしで入力してください。

※認証コードが送られますので、入力間違いにご注意くださ
い。

クリック

（最後まで入力が正しく完了すると「次へ」が表示されます）

３.お支払い方法の選択、お支払い
～受講開始メールの受信

3-1支払い方法を選択

お支払い方法を選択してください。
お支払い方法は、クレジットカー
ド払いとコンビニエンスストア払い
の2種類です
※銀行振込はできません
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3-3（コンビニ払いの場合）お支払い先コンビニを選択

クリック

クリック
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3-2（クレジットカードの場合）カード情報を入力

選択

選択



3-4 入力情報を確認

長野 食協

abcd1234

長野 食協ナガノ ショッキョウ

0262320111

◎◎◎＠×××.△△.■■

クリック

ご入力内容をご確認ください。

3-5 申込完了メッセージの表示
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3-6 申込完了のメール
申込内容およびお支払い情報が記載されたメールが、登録したメー

ルアドレス宛に届きます
件名：「お申込頂きありがとうございます」

長野 食協 様

長野 食協様
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abcd1234

「受講開始のご連絡」メールに記載
のログインURLより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」に登録しておくと2回
目以降のログイン時に便利です

コンビニ払いを選択された方は、メールに記載されたお支払い情報によ
り、選択されたコンビニでお支払いください。
支払い期限は２週間です。

3-7 受講開始メール
決済後、申込み時に登録したメールアドレス宛に届きます
件名：「【重要】受講開始のご連絡（必ずご確認ください）」



携帯、タブレット ブラウザ

iPhone（iOS 10.0 以降）

iPad（iPadOS 14.0 以降） ⇒

Safari(最新版)

携帯、タブレット ブラウザ

Android携帯・タブレット
（Android 5.0 以降） ⇒

Google Chrome
(最新版)

パソコン（OS） ブラウザ

Mac OS X 以降 Safari(最新版)

Windows8.1, 10 Microsoft Edge(最新版),
FireFox(最新版),

Google Chrome(最新版)

Internet Explorer では機能が適切に作動しないことがございます。

4.受講開始～修了証の保存

<ご注意>ご使用のデバイスの動作環境（OSとブラウザ）をご確認ください

以下の動作環境でのご使用をお願い致します。
これ以外の場合、機能が適切に作動しないことがございます。

iPhone、iPadの場合

iPhoneの方は、必ずSafari(最新版)をご使用ください。
iPhone でGoogle Chromeで使用すると適切に作動しないことがございます。

Androidの場合

パソコンの場合

4-1 動作環境の確認
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4-2 ログイン画面の入力

お申込み時に設定したログ
インIDを入力します
※「受講開始のご連絡」メールに
IDの記載がございます

お申込み時に設定したパス
ワードを入力します

パスワードを忘れた場合は、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

クリック

99*****

お申込み時に登録いただ
いたメールアドレスに認証
コードが送られてきますの
で、認証コード（7桁、数
字）を入力します
件名：「認証コードの送信」

ログインURL：https://jfha.learning-ware.jp

99＊＊＊＊＊

クリック

4-3 二段階認証の認証コードの入力
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4-4 利用規約、禁止事項を確認
確認後、「同意して進む」をクリック

クリック

4-5 講義ビデオの受講手順
（１）トップ画面

クリック

トップ画面に購入した講座が表示されています
講座名をクリックします

※受講を途中でやめて再開する場合は、「受講開始のご連絡」メールに
記載のログインURL からアクセスし、ログインし直してください
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（２）「講座の概要及び注意事項」を確認

必ず、ご案内の内容をご確認ください
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（３）営業所名称等を入力

クリック

画
面
を
下
に

ス
ク
ロ
ー
ル
す
る

講座画面を下にスクロールして、営業所名称等を入
力します
｟注｠入力しないと、以降の講義を受講できません
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全ての項目にお答えいただいたら、一番下の「確認する」をクリック
してください。

クリック

（４）営業所名称等を登録

「進捗率が変わりました。更新してください。」と画面上部にポッ
プアップが出現しますので、「更新する」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してください

（５）進捗率を更新

クリック

（６）講義資料を入手

クリック

クリックすると講義資料（PDFファイル）がダウンロードされま
す
資料を見ながら以降の講義を受講して下さい
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（７）講義ビデオを再生

クリック

初めに講義のⅠの下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Ⅱ、Ⅲと順に動画を再生し受講を進めてくださ
い
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（８）進捗率の更新
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講義ビデオを見終わるごとに同じポップアップが表示されるので、そ
の都度「更新する」をクリックしてください。

クリック

講義動画を見終わると、講義名の横に✓マークが表示されます。
見終えた講義動画に✓マークが表示されている事を確認し、次
の講義ビデオに進んでください。

※講義動画を最後まで視聴しないと✓マークは表示されません。
動画は最後まで視聴してください。

クリック



４-6 受講済証

全ての講義の受講が修了し、終了後アンケートにお答えいた
だけると修了証を受け取ることができます

クリック

「修了証書を表示する」をクリックすると受講済証
（PDFファイル）が表示されます
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表示された受講済書（PDFファイル）については、
デバイスに保存するか、印刷して保管してください
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５.その他

動画の再生、一時停止、スライドバーの使用につい
ては以下を参考にしてください
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６．お問い合わせ

このeラーニングシステムに関するお問い合わせは、公益
社団法人日本食品衛生協会にて対応します。

下記のアドレスへメールでお知らせいただくか、eラーニングシス
テムの「お問い合わせ」よりお知らせください。

✉ e_l.n-shokuei@jfha.or.jp 
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