2020 年 1月

͜Ε͔Βͷ࣌Λ
উͪΔཧళͰ͋ΔͨΊʹ

ωοτνϟϯωϧ
ΨΠυ

ଛอݥཧళΛऔΓڥ͘רɺ
େ͖͘มԽ͍ͯ͠Δ
● 代理店は、今何をすべきか・・・
ଛอݥཧళΛऔΓڥ͘רɺେ͖͘มԽ͍ͯ͠·͢ɻ
ཧళܦӦɺऀۀͷ͔࣌Βऀܧޙͷ࣌ͱมΘΓɺଛอݥͷϚʔέοτ
ࢢ͔Βख़ࢢʹҠΓͭͭ͋Γ·͢ɻ
Έͳ͞·͝ଘͷΑ͏ʹɺ৽ن։ओମͷ࣌ɺ͓٬༷ΛͲΜͲΜ։ͯ͠ߦ͚Α͔ͬ
ͨͷͰ͕͢ɺࢢ͕͠ɺߋվओମͷϏδωεϞσϧͱͳͬͨࠓͰɺ͙͢Εͨืू
ਓݸਓͷྗྔ͚ͩͰͳ͘ɺߋվ࣌ͷ͓٬༷ରԠͷҹͷྑ͞ͳͲܧଓͷͳͱݤΔΘ͚
Ͱɺࣄ୲ΛؚΊͨ৫తͳ׆ಈ͕ʹۀӨڹΛͳʹͱ͜͢΅ٴΓ·͢ɻ
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ۚ༥ிώΞϦϯάࣄྫ͔Β֬ೝͰ͖ΔͷͰ͕͢ɺ͜Ε͔ΒͷཧళܦӦɺʮ৫ྗ
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代理店経営

創業者の時代
成⻑市場

後継者の時代へ
成熟市場

更改主体のビジネスモデル
すぐれた募集⼈
個⼈の⼒量

＋

事務担当を
含めた
組織的な活動

業績

これからの
代理店経営
●組織⼒を発揮
●地域に密着
●顧客本位の業務運営
●社員満⾜を⾼める仕組み

持続的発展を実現

改正保険業法

●体制整備の構築
●ＰＤＣＡを回す態勢の定着
＊個⼈の頑張りでは限界
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体制整備
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daikyotaro@nihondaikyo.or.jp

⽇本代協会員の皆さまのスキルアップのために、
インターネット上で教育コンテンツと事業経営に役⽴つ
情報提供コンテンツをご活⽤いただけるサービスです。

画⾯イメージサンプル
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日本損害保険代理業協会
会長 金子智明
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⽇本代協アカデミーの３つの柱
ⅰ.代理店経営の⾼度化に対応するための
「組織⼒強化研修」メニュー
ⅱ.募集⼈⼀⼈ひとりのレベルアップを
図るための「基礎教育研修」メニュー
ⅲ.収益向上のための「実践的研修」メニュー

⽇本代協アカデミー・
ネットチャンネルの
概要動画もご覧ください

⽇本代協アカデミー・
ネットチャンネル
⾦⼦会⻑スピーチはこちら

https://www.youtube.com/watch?v=Mq43xqez11A

https://www.youtube.com/watch?v=7SUmmktGm7k
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● ⽇本代協アカデミー・ネットチャンネル
ຊڠΞΧσϛʔɾωοτνϟϯωϧɺϦΞϧηϛφʔσΟεΧογϣϯɺϫʔΫ
γϣοϓʹՃ͑ɺৗʹ͓͍ͯΠϯλʔωοτΛ༻͢Δ͜ͱͰɺεΩϧΞοϓͷͨΊͷ
ʮֶशίϯςϯπʯͱࣄܦۀӦʹཱͭʮใίϯςϯπʯΛɺඞཁͱʹ࣌ͨ͡ײखܰʹ
͚͍ͩͨ͝༻׆ΔαʔϏεͰ͢ɻ
͜ΕɺςϨϏͰ͍͏ͱ͜ΖͷɺڭҭΛߦ͏ֶशνϟϯωϧͱɺใఏڙΛߦ͏ใνϟ
ϯωϧͷΑ͏ͳΠϝʔδͰɺຊڠձһઐ༻ͷ༗ྉͷΠϯλʔωοτ์ૹ͢Ͱہɻ
εϚʔτϑΥϯύιίϯΛར༻

募集人ごとの
教育のエビデンス
（証跡）
ベストプラクティス
仲間の好取組事例の
共有
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日本代協アカデミー・ネットチャンネル
情報コンテンツ

学習コンテンツ
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日本代協アカデミー::リアルセミナー･ディスカッション･ワークショップ
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ֶशίϯςϯπͷ֓ཁ
● コンテンツの種類と主なラインナップ
࣮ࣸߨࢣΞχϝʔγϣϯʹΑΔߨٛಈըͱ֬ೝςετΛΈ߹ΘͤͨɺΘ͔Γ࣮͘͢
ફతͳֶशίϯςϯπͰ͢ɻ
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༰ΛબΜͰΧϦΩϡϥϜΛΈཱͯΔ͜ͱͰ͖·͢ɻ
ίϯςϯπɺօ༷ͷ͝ཁʹ߹ΘͤͯଓʑͱՃ͍ͯ͘͠༧ఆͰ͢ɻ

若手層

中間層

経営者層

基礎教育

収益・生産性研修

組織力強化研修

ཧళͷࣄΛ࢝ΊͨएखΛத
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͜Ε͔Βͷ࣌ΛউͪΔཧళ
Ͱ͋ΔͨΊͷ৫ྗڧԽʹඞཁͱ
ͳΔϊϋΛशಘ͠·͢ɻ

■損保⼀般ポイント講座

■保険専⾨ポイント講座

■⼈事労務管理のポイント

ୈ̍෦Ͱɺཧళͷࢹ͔Βɺଛ
อूืݥਓʹඞཁͳอݥͷૅج
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ैۀһͷʹ༻ޏΔ༷ʑͳτϥϒϧ
ʹ͍ͭͯߟ͑ɺڥ༻ޏΛݟ
͢ϙΠϯτʹ͍ͭͯղઆ͠·͢ɻ

■中⼩企業マーケット開拓
ポイント講座

■ハラスメント講座

■⽣保⼀般ポイント講座
ଛอืूਓΛରʹɺଛอͱͷҧ͍
Λ֬ೝ͠ͳ͕Βੜ໋อݥͷجຊΛֶ
श͠·͢ɻ

■ビジネスマナーの基本
جຊతͳϚφʔʢిԠରɺϝʔϧɺ
๚࣌ʣʹ͍ͭͯɺࣄྫΛ͕ͳݟ
Βߟ͠·͢ɻ

■プレゼンテーションの基本
͓٬༷ͷ৺Λಈ͔͢ϓϨθϯςʔ
γϣϯͷϊϋΛֶश͠·͢ɻ

■隣接業界商品ポイント講座
ଛอݥͷྡۀքͰ͋Δ੍ࡁڞ
গֹظอݥͷʹֶ͍ͭͯश
͠·͢ɻ

தখۀاΛ։͢ΔϙΠϯτΛΘ͔
Γ͘͢ղઆɻதখۀاͷ͓٬༷
ͷΞϓϩʔν͔Βஊͷల։ʹ͍ͭ
ֶͯश͍͖ͯ͠·͢ɻ

■中⼩企業開拓シリーズ
৴༻อݥɺࣄۀঝܧɺ༷ʑͳΓ
ʹޱΑΔதখۀا։ͷΞϓϩʔν
ख๏Λֶश͠·͢ɻ

■⽣保提案⼒向上シリーズ
ऩӹɾੜ࢈ੑͷ্ͷͨΊʹɺଛ
อूืݥਓͷڧΈΛੜ͔ͨ͠ੜ໋อ
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■代理店の体制整備シリーズ
٢ాหͱ࢜ޢ౻Ҫࣾ࿑࢜ʹΑΔɺΘ
͔Γ࣮͘͢ફతͳอݥཧళͷମ
੍උͷϙΠϯτղઆͰ͢ɻʢ݄࣍
ެ։தʣ

● ｅラーニングの受講管理機能による教育エビデンス
ຊڠΞΧσϛʔɾωοτνϟϯωϧʹΑΔ̴ϥʔχϯάڭҭɺडߨऀͷֶशঢ়گΛ
γεςϜ͕ࣗಈతʹه͢ΔͨΊɺཧऀडߨཧঢ়͔گΒඞཁͳใΛબͯ֬͠ೝ
͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
ۚ༥ிอݥձࣾͷʹ࣌ࠪɺཧళͷैۀһͷڭҭঢ়گΛূ໌͢Δʹɺݸʑͷैۀһ
ʹରͯ͠ߦͬͨڭҭͷ༰࣮ࢪͨ͠ڭҭͷՌΛΤϏσϯεͱͯ͠ఏࣔ͠ূ໌͢Δ͜ͱ
͕ඞཁͰ͢ɻ
ˎैۀһ͝ͱͷڭҭهΛ͢ʹɺैۀһ̍ਓʹ͍ͭͯ̍ͭͷＩＤ͕ඞཁͰ͢ͷͰɺର
ɹͱͳΔैۀһͷํɺશһ͝ొ͍ͩ͘͞ɻ

エビデンス
ࢦఆ͞Εͨؒظͷֶशྔͱֶश༰
受講回数

Λཧళʹ͓͚Δશମ౷ݸͱܭʑͷ

累計受講回数分布

受講回数推移 コース別
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若⼿向けコース

1⽉

中堅層向けコース

2⽉

3⽉
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若⼿向けコース

経営者向けコース
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中堅層向けコース

9⽉

10⽉

11⽉

12⽉

経営者向けコース

受講時間
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累計受講時間分布

受講時間推移 コース別
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受講コース別割当⼈数と学習時間
コースカテゴリ

コース名

若⼿向けコース

ビジネスマナーA

30

120.5

ビジネスマナーB

30

182.5

中堅層向けコース

þ

7⽉

中堅層向けコース

割当⼈数（⼈）トータル学習時間（時間）

接待A

30

50.5

ハラスメントA

30

231.3

商品紹介A

15

108.5

8⽉

9⽉

10⽉

経営者向けコース

11⽉

12⽉

ใίϯςϯπͷ֓ཁ
● 代理店経営に役⽴つ各種の情報を映像配信
ຊڠΞΧσϛʔɾωοτνϟϯωϧɺͷηϛφʔཧళܦӦʹཱ֤ͭछͷ
ใΛɺϑϨογϡͳঢ়ଶͰ͓ಧ͚͢Δɺຊڠձһઐ༻ͷΠϯλʔωοτ์ૹ͢Ͱہɻ
֤Ͱ։࠵͞ΕΔηϛφʔಓݝڠͷ׆༂Λ৴͍ͨ͠·͢ɻ

話題
の
ネタ

なるほど･･･
我が社の
ノウハウはですね

● 注⽬の公開中コンテンツ
こちら代理店経営相談室
元損保ジャパン⽇本興亜の代理店業務開発部⻑、現⽇本代
協アドバイザーである粕⾕智⽒が、代理店経営に役⽴つ
様々な話題を、多彩なゲストとともにお送りするトーク番
組です。

ÿ

各種セミナー
様々な地域で開催されている各種セミナーの中から、話
題の⼈気講師がエネルギッシュに語る、代理店業務に有
益な各種のセミナーをお届けします。講義をコンパクト
に区切りますので、隙間時間を利⽤して少しずつ⾒るこ
とができます。
（随時配信）

現地直送便 代理店の声お届けします︕
⽇本代協アカデミー・ネットチャンネルを運営する⽇企が、
過去に取材した⽇本代協会員の有⼒代理店の⽣の声をお
届けします。
＊この番組は株式会社⽇企の提供による、2015〜2016年当時のオンライン配信の再放送です。

都道府県代協訪問
全国で活躍する都道府県代協に取材カメラが訪問し、会員
の皆さんの活動や地域性を持った話題、お国⾃慢などを
語っていただきます。
普段なかなか知ることのできない遠隔地の仲間を⾝近に感
じ、様々なヒントを⾒つけてください。
（不定期配信）

⽇本代協ニュース

NEWS

⽇本代協や各都道府県代協の主催する各種のイベントや
ニュースなどを全会員に向けて情報発信します。
（配信予定）

Ā

ར༻ొͷྲྀΕ
●ご利⽤にあたっては、各都道府県代協の正会員になり、各都道府県代協に
メールアドレスを登録する必要があります。
●サービスの利⽤申込みを受付・確認後、運営事務局から、ご登録いただい
たメールアドレス宛に、コンテンツを利⽤するための「管理者ＩＤとパス
ワード」を送信します。
●申込者ご⾃⾝で利⽤登録を⾏っていただき、ご案内の期⽇までに利⽤料⾦
をお⽀払いください。

① ＩＤとパスワードを準備
ログインＩＤとパスワードは「管理者⽤」と「利⽤者⽤」の２種類があります。
管理者⽤ 利⽤者の登録や、学習コンテンツの受講状況確認などに使⽤します。
ログインＩＤ︓代協正会員番号の頭に半⾓⼩⽂字の k をつけたものです。
初期パスワードは運営事務局からお知らせします。
※コンテンツの閲覧には使⽤できません。

利⽤者⽤ 学習コンテンツと情報コンテンツを閲覧するために使⽤します。
ログインＩＤは原則メールアドレス、初期パスワードは半⾓英数８⽂字以上として、
管理者が登録してください。
メールアドレスを所有していない募集⼈については、募集⼈ＩＤでも登録可能です。
※管理者⾃⾝も利⽤者登録してください。
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ຊڠΞΧσϛʔɾωοτνϟϯωϧͷར༻ʹ͋ͨͬͯɺར༻ऀ͝ͱͷＩＤొ͕ඞ
ཁͰ͢ɻ

管理者

経営者

管理者ＩＤ

利⽤者

管理者ＩＤでログインし、
管理者⾃⾝と従業員の
利⽤者ＩＤと
パスワードを登録

従業員

経営者

利⽤者ＩＤ

代協正会員

中堅

中堅

利⽤者ＩＤ

利⽤者ＩＤ

中堅

利⽤者ＩＤ

若⼿

若⼿

利⽤者ＩＤ

利⽤者ＩＤ

ίϯςϯπΛར༻͢Δʹɺ·ͣڠਖ਼ձһ͕ʮཧऀʯͱͯ͠ϩάΠϯ͠ɺʮར༻ऀʯ
ͱͯ͠༻͢ΔＩＤ
ʢϝʔϧΞυϨεʣͱύεϫʔυΛొ͢Δඞཁ͕͋Γ·͢ɻཧళ
ελοϑɺਖ਼ձһҎ֎ͷํར༻͢Δ߹ʹɺ֤ਓͷＩＤʢϝʔϧΞυϨεʣͱύεϫʔ
υΛ४උ͠ɺొΛߦ͍͖ͬͯͨͩ·͢ɻཧऀＩＤͰίϯςϯπͷӾཡ͕Ͱ͖·ͤΜ
ͷͰɺॳΊͯར༻͞ΕΔ߹ɺ·ͣཧऀࣗͷར༻ऀＩＤΛొ͠·͢ɻɹɹɹɹ

② 管理者ＩＤとパスワードでログイン
⽇本代協アカデミーのサイトにアクセス

https://www.nihondaikyo-academy.com/
「管理者⽤」のＩＤとパスワードでログイン
管理者⽤の画⾯が表⽰されます

øø

③ 管理者⽤画⾯で「利⽤者」を登録
ࣗࣾͷར༻ऀͷ͝ొɺཧऀ༻ＩＤΛ͍࣋ͬͯΔํ͕ߦ͍·͢ɻ
ར༻ऀΛొ͢Δࡍɺར༻ऀ͕ʮܦӦऀ͚ʯ͔ʮैۀһ͚ʯ͔Λબ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
①メニューリストから［利⽤者の⼀覧］を選択クリック
①利⽤者の⼀覧

②
［新規作成］をクリックして⼊⼒画⾯を開き、サイトを
利⽤する⽅のメールアドレス等、必要事項を⼊⼒
★管理者も⾃分⾃⾝を「利⽤者」として登録します。
★従業員の⽅等の利⽤登録も同時にお済ませください。
⼊⼒内容を確認して「登録」すると、利⽤者の⼀覧に表⽰されます。
利⽤者が複数いる場合は続けて登録できます。
★登録項⽬
・ログインＩＤ…利⽤者本⼈のメールアドレス

②
「新規作成」をクリック

・パスワード…半⾓英数 8 ⽂字以上
・メールアドレス…ログインＩＤと同じ

③登録が完了したらログアウト

・⽒名
・
「従業員／経営層」のどちらかを選択

ຊڠΞΧσϛʔɾωοτνϟϯωϧʹɺֶशίϯςϯπͱใίϯςϯπͷ̎छྨ
͕͋Γ·͢ɻֶशίϯςϯπ͞Βʹʮएखࣾһ͚ʯɺʮதࣾݎһ͚ʯɺʮܦӦऀ͚ʯ
ʹ۠͞Ε͍ͯ·͢ɻ
ֶशίϯςϯπ

ܦӦऀɺશͯͷίϯςϯπ

͚ίϯςϯπΛબͨ͠߹
ɺܦӦऀ͚ίϯςϯπΛ

ܦӦऀ
ొͷྨ

Λར༻Ͱ͖·͕͢ɺैۀһ

ར༻͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

ܦӦऀ
ैۀһ

தࣾݎһ एखࣾһ

ʓ ʓ
ʷ ʓ

ʓ
ʓ

ใ
ίϯςϯπ

ʓ
ڞç௨

④ 利⽤者ＩＤとパスワードでログイン、ご利⽤開始
ར༻ऀొ͕ͨྃ͠Βཧऀը໘͔ΒϩάΞτ͠ɺτοϓϖʔδ͔Βར༻ऀＩＤͱ
ύεϫʔυͰϩάΠϯͯ͠ɺίϯςϯπΛ͝ར༻͍ͩ͘͞ɻ
ʢཧऀＩＤͱύεϫʔυͰ
ίϯςϯπͷӾཡͰ͖·ͤΜɻʣ
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● 利⽤料⾦・お⽀払⽅法
αʔϏεͷ͝ར༻ؒظɺຖ ø÷ ݄ ø ͔Βཌ Ā ݄ ú÷ ·Ͱͷ̍ؒͰ͢ɻ
ॳར༻ྉۚɺར༻ऀＩＤͷొ݄ʹΑͬͯԼදͷΑ͏ʹมΘΓ·͢ɻ
▼利⽤者 ID の登録 / コンテンツ利⽤開始
▼ご請求書の送付

▼更新⼿続

毎年9⽉1⽇〜9⽉30⽇

▼払込期限

初年度利⽤料⾦
払込期間

▼次年度利⽤開始
毎年10⽉1⽇

次年度利⽤料⾦
払込期間

フリー期間
（登録⽉の翌⽉末まで）

初年度利⽤期間
（有料）

●初年度利⽤料⾦（税込価格）

次年度利⽤期間
（有料）

＊毎年 10 ⽉ 1 ⽇〜翌年 9 ⽉ 30 ⽇の１年間
ＩＤ新規登録申込⽇

10 ⽉ 1 ⽇〜
11 ⽉ 30 ⽇

12 ⽉ 1 ⽇〜
2 ⽉ 29 ⽇

3 ⽉ 1 ⽇〜
5 ⽉ 31 ⽇

6 ⽉ 1 ⽇〜
8 ⽉ 31 ⽇

9 ⽉ 1 ⽇〜
9 ⽉ 30 ⽇

利⽤者⼈数

5,500 円

4,125 円

2,750 円

1,375 円

0円

２⼈〜 9⼈

11,000 円

8,250 円

5,500 円

2,750 円

0円

10⼈〜19⼈

22,000 円

16,500 円

11,000 円

5,500 円

0円

20⼈〜29⼈

33,000 円

24,750 円

16,500 円

8,250 円

0円

30⼈以上

44,000 円

33,000 円

22,000 円

11,000 円

0円

１⼈

ᶃ͓ࢧ͍͍ͨͩ͘ྉۚɺID 新規登録申込⽇〜 9 ⽉ 30 ⽇までの初年度分Ͱ͢ɻ
ᶄ్ؒظதͰར༻ऀਓʹมߋ͕͋ͬͨ߹ͰՃɾআࣗ༝ʹͰ͖ɺؒظதͷྉۚ
ɹมΘΓ·ͤΜɻ
ᶅຖ ø÷ ݄ ø ߋ৽ͱ͠ɺ࣍ɺཌ ÿ ݄ úø ࣌Ͱͷར༻ऀʹ͖ͮجɺ͝ར༻
ɹྉۚΛ Ā ݄·Ͱʹ͓ࢧ͍͍͖ͨͩ·͢ɻ࣍ͷؒ͝ར༻ྉۚɺͷ෦ͱ
ɹͳΓ·͢ɻ
ᶆ్ؒظதͰ͝ར༻Λதࢭ͞ΕΔ߹ʹɺ͝ฦۚ͋Γ·ͤΜͷͰɺ͋Β͔͡Ίྃ͝ঝ
ɹ͍ͩ͘͞ɻ

お⽀払⽅法は、郵便払込取扱票による郵便振込⽅式のみとなります。
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̛̖̦ç
ʢΑ͋͘Δ࣭͝ʣ
Ｑ１

フリー期間は、複数回利⽤できますか︖

Ａ１

ϑϦʔؒظͷར༻ʮҰձһ͋ͨΓҰʯͱͳΓ·͢ɻ
ར༻ྉۚͷࢧظΛա͗ͯɺྉۚΛ͓ࢧ͍͍͚ͨͩͳ͔ͬͨ߹ɺαʔϏε
ར༻ఀࢭͱͳΓ·͢ɻ
αʔϏεར༻ఀࢭ࠶ʹޙར༻Λر͞ΕΔ߹ɺ࠷ऴϖʔδʹࡌهͷωοτνϟ
ϯωϧӡӦձࣾϔϧϓσεΫɺ͓ిʹ͓ͯਃࠐΈ͍ͩ͘͞ɻ

Ｑ２

各保険会社から受講を求められるｅラーニングと同じ内容ですか︖

Ａ２

ҟͳΓ·͢ɻຊαʔϏεʢຊڠΞΧσϛʔɾωοτνϟϯωϧʣͰɺຊڠ
ձһ͚ͷཧళܦӦʹ༗༻ͳಠࣗίϯςϯπΛఏ͢·͍ͨ͠ڙɻ

Ｑ３

利⽤するコンテンツを⾃由に変更することはできますか︖

Ａ３

ཧऀＩＤͰɺ͍ͭͰมߋ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
ྫ͑ɺैۀһ͚ͷίϯςϯπΛར༻͍ͯ͠Δதࣾݎһͷ̖͞Μʹର͠ɺܦӦऀ
͚ίϯςϯπͷҰ෦Λར༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹɺཧऀＩＤͰมߋ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

Ｑ４

次年度の更新はどうなるのですか︖

Ａ４

࣍ͷߋ৽ɺࣗಈతʹ͓͜ͳΘΕ·ͤΜɻ
࣍ͷ݄̕ॳ०ʹʮ༣ศࠐऔѻථʯΛ༣ૹ͢Δ༧ఆͰ͢ɻ
ߋ৽Λر͞Εͳ͍ํɺղखଓ͖ͱͯ͠ɺશͯͷར༻ऀＩＤͷআΛ͓͍͍ͨئ
͠·͢ɻ
ར༻ऀＩＤ͕ະొͷձһ༷ʹʮ༣ศࠐऔѻථʯΛ༣ૹ͍ͨ͠·ͤΜɻ

Ｑ５

解約後、サービス上にある学習履歴（エビデンス等）は
どのようになりますか︖

Ａ５

ղ࣌ʹֶशཤྺʢΤϏσϯεʣআ͞Ε·͢ɻ
·ͨɺར༻ऀＩＤͷআΛߦͬͨ߹ಉ༷ʹֶशཤྺআ͞Ε·͢ͷͰɺ͝ҙ
͍ͩ͘͞ɻ
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Ｑ６

利⽤者ＩＤの削除を⾏った後、元に戻すことは可能でしょうか︖

Ａ６

আ͞ΕͨＩＤΛɺʹݩ͢͜ͱͰ͖·ͤΜɻ
ར༻ऀＩＤͷআʹΑΓɺରＩＤͷੵ͞Εֶͨशཤྺআ͞Ε·͢ɻ
ہͷϞχλϦϯά࣌ʹར༻Ͱ͖ΔΤϏσϯε͕ෆ͢Δ͜ͱʹͳΓ·͢ͷͰɺͬޡ
ͯআ͠ͳ͍Α͏͝ҙ͍ͩ͘͞ɻ
ར༻ऀＩＤͷআલʹɺֶशཤྺΛμϯϩʔυ͍͖ͯͨͩ͠ɺσʔλͱͯ͠อɺ
·ͨɺσʔλΛϓϦϯτΞτͯ͠อ͢Δ͜ͱΛ͓קΊ͍ͨ͠·͢ɻ
˞ཧऀＩＤͰϩάΠϯɺʮϥʔχϯάγεςϜʯͷϝχϡʔΛΫϦοΫɺʮཧʯ
ɹͷϝχϡʔΛΫϦοΫ͢Δͱɺֶशཤྺͷ֬ೝμϯϩʔυ͕ՄͰ͢ɻ

● ご利⽤環境
ຊڠΞΧσϛʔɾωοτνϟϯωϧͷαʔϏεΛ͝ར༻͍ͨͩ͘ʹɺҎԼͷ͕̏
ඞཁͰ͢ɻ
（１）インターネット接続回線
（２）インターネットを視聴するための端末（パソコン）
（３）メールアドレス
ຊڠΞΧσϛʔɾωοτνϟϯωϧΠϯλʔωοτ্ʹެ։͞ΕͨαʔϏεͷͨΊɺ
ΠϯλʔωοτΞΫηε͢ΔͨΊͷଓճઢͱɺΠϯλʔωοτͷ༰Λࢹௌ͢ΔͨΊ
ͷ͕ඞਢͰ͢ɻ
·ͨɺ͝ར༻͞ΕΔਓͷϝʔϧΞυϨε͕ඞཁͰ͢ɻ
˞λϒϨοτεϚʔτϑΥϯͰ༰Λࢹௌ͢Δ͜ͱՄͰ͕͢ɺઃఆΛߦ͏ཧ
ɹػΛར༻͢Δʹύιίϯ͕ඞཁͱͳΓ·͢ɻ
˞·ͨɺڥ͍ݹʹۃͷ߹ɺਖ਼ৗʹಈ࡞͠ͳ͍͜ͱ͕ఆ͞Ε·͢ɻԼهͷਪڥ
ɹΛ֬͝ೝ͍͚ͨͩΔΑ͏͓͍ئਃ্͛͠·͢ɻ
推奨環境
＜ＯＳ＞
Windows 8.1, 10 / MacOS 10.10 以降 / iOS 9 以降 /
Android 4.4 以降
＊Android 端末は標準ブラウザである Chrome の使⽤を推奨
いたします。

＜管理者画⾯対応ブラウザ＞
Internet Explorer11 / Firefox 最新版 / Chrome 最新版 /
Microsoft Edge 最新版
＊管理者画⾯はスマホ、タブレットではご利⽤いただけません。
PC（Windows, Mac）のみご利⽤いただけます。

＜メモリ＞

＜ユーザ画⾯対応ブラウザ＞
Internet Explorer11 / Firefox 最新版 / Chrome 最新版 /
Microsoft Edge 最新版 / Safari 最新版 / Safari(iOS) /
Chrome(Android)

2GB 以上

øü

● ご利⽤にあたってのご注意
コンテンツの２次使用等に関して
ɹɾຊڠΞΧσϛʔɾωοτνϟϯωϧʹ͓͚Δίϯςϯπͷ̎࣍༻ҰೝΊͯ
ɹɹ͓Γ·ͤΜɻ
ɹɾແڐՄͰίϯςϯπͷҰ෦·ͨશ෦Λ༻ͨ͠Γɺෳͨ͜͠ͱ͕໌ͨ͠߹ɺ
ɹɹར༻Λఀࢭ͍ͤͯͨͩ͘͞߹͕͋Γ·͢ɻ
ɹɾҧ๏༻ʹΑΓɺຊ͕ڠଛࣦΛඃͬͨ߹ɺٻঈ͢Δ͜ͱ͕͍͟͝·͢ɻ

● 本サービスに関するお問い合わせ窓⼝
ຊڠΞΧσϛʔɾωοτνϟϯωϧͷ͓͍߹ΘͤɺԼهʮిϔϧϓσεΫʯ
·ͨԼهͷઐ༻αΠτʹ͋ΔϝʔϧϑΥʔϜʹͯঝΓ·͢ɻ

ϝʔϧϑΥʔϜͰͷ͓͍߹Θͤ
http://ask.nihondaikyo-academy.com/nda/ask.html

＜⽇本代協アカデミー 電話ヘルプデスク＞
TEL

03-5209-3771

受付時間︓平⽇

午前９時３０分 〜 午後５時

ʮຊڠΞΧσϛʔɾωοτνϟϯωϧʯࣄӡӦձࣾ
ࣜגձࣾا
౦ژઍా۠ਆాଟொ̎ʵ̍ɹਆా౦ࢁϏϧ̛̎
ĜęēçįĻĻķāööľľľõĵİĲĲİĮķõĪĶĴ
اɺੈلҎ্ʹΘͨΓอࡐڭݥͷاը੍࡞Λߦ͍ͬͯΔ੍࡞ձࣾͰ͢ɻ
ใηΩϡϦςΟͷୈ̏ऀೝূΛड͚͓ͯΓɺ͔֬ͳӡӦΛ͓ଋ͠·͢ɻ
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