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１．ログイン

看護協会様HPより
研修管理システムログインページへ



１．ログイン

① 研修管理システムにユーザー登録した
・ メールアドレス
・ パスワード
・ 申込区分（施設・個人）

を入力します。

本システムを利用する場合、
メールアドレスが必要となります。(PCメール推奨)

② をクリック。



2．検索

① 左メニューの「検索」をクリック

「研修カテゴリ」 「キーワード」を
指定して検索できます。



2．検索

検索結果と一致する研修一覧が
表示されます。

クリックして、詳細を確認



3．研修申込選択

② 内容を確認して「この研修に申し込む」をクリック



3. 研修申込

③ 申込内容を確認し、

「研修申込手続へ」をクリック

① 受講者内容を入力します。

栃木県看護協会の会員番号
を入力すると該当の所属員の
氏名・カナ・性別・職種が
表示されます。

② 受講者を追加する場合、

「受講者を追加する」をクリック
(施設アカウントのみ)

※ 非会員・会員申請中の方は
氏名・カナ・性別を直接入力してください



3. 研修申込

入力内容を確認し、 「研修に申込む」をクリック

④ 研修申込完了になります。
申込受付メールをご確認ください。



3. 研修申込

応募締め切り後に選考し、メールにて結果をご連絡いたします。

申込状況は「申込履歴」より確認が可能です。

研修申込完了になります。
受付完了後、申込一時受付メールが自動送信されますので
内容をご確認ください

※ 選考後、受講確定となります。

受付メール



４. 申込内容詳細

より状況確認ができます。

申込状況： 処理中 ・ 決定者あり ・ 決定者なし



４. 申込内容詳細 決定

より状況確認ができます。

申込状況： 処理中 ・ 決定者あり ・ 決定者なし



5. 受講詳細

「受講票」をクリックすると

PDFで受講票が表示されます。

この受講票は1研修1回のみ利用します。

例：研修日が 5/1 ・ 6/1 ・ 7/1 と3日間で完了する研修の場合
5/1（初日）のみ持参し、6/1・7/1は不要です。

受講履歴
を開く

※研修によっては受講票が発行されない研修もあります。（Zoom研修等）



６. 研修費未納分（施設）
「研修費未納分」をクリックすると請求データが表示されます。
※施設の場合は月ごとに請求データが作成されます。

施設宛てに「請求のご案内」をメールで月末に送付します。
メールを確認後、マイページの研修費未納分からお支払い手続きをお願いします。



６. 研修費未納分（施設） ※ 一度選択してしまうと変更が出来ません
ご注意ください

請求データの詳細情報が表示されます。

振込方法を選択することができます。



６. 研修費未納分（施設）

請求書発行をクリックすると
請求書が発行されます。



６. 研修費未納分（個人）

「研修費未納分」をクリックすると請求データが表示されます。
※個人の場合は研修ごとに請求データが作成されます。



６. 研修費未納分（個人）

振込方法を選択することができます。

※ 一度選択してしまうと変更が出来ません
ご注意ください



６. 研修費未納分（個人）

請求書発行をクリックすると
請求書が発行されます。



６. 研修費未納分（銀行）



６. 研修費未納分（コンビニ）

STEP

03

支払コンビニの選択

セブンイレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、セイコーマート、
サークルＫサンスクス、デイリーストア

お支払番号をメモ

送信後、支払番号、受理込期限日、振込合計金額が表示されます。
必ず、その番号を控えるか、画面印刷してください。

コンビニの端末・レジで番号入力

・受講料の振込を指定した コンビニエンスストアで
おこなってください。
・各コンビニの支払方法にそって振込期限日まで
にお支払ください。

振込前にキャンセルされる場合は
事務局へご連絡ください

・表示された金額の変更はできません。

・振込締切日を過ぎると振込はできません。

・銀行、郵便局の振込ではありません。

・お申込みごとに支払番号が違います。

お支払完了

STEP

02

STEP

01



６. 研修費未納分（コンビニ）

支払手数料
お支払い合計金額により下記金額が加算されます。

～ 3,000円未満 ：170円
～ 10,000円未満 ：260円
～ 100,000円未満 ：330円
～ 300,000円未満 ：540円



７. 支払済一覧

「支払済一覧」をクリックすると支払済の請求データが表示されます。



７. 支払済一覧

支払済の請求データの詳細情報が表示されます。



７. 支払済一覧

領収書発行をクリックすると
領収書が発行されます。



８. 新規登録

をクリックする

研修管理システムへユーザー（会員）登録をします。

※ 栃木県看護協会の入会手続きではありません。

② 利用規約に同意して会員登録へ

①



８. 新規登録 注）個人の場合メールアドレスをスマートフォンなどのアドレスを登録する場合,
指定ドメイン受信などの設定が必要となります。

③ 必須項目を入力

・ 氏名
・ 所属
・ 電話番号
・ メールアドレス
・ ログイン用パスワード
・ パスワードを忘れたときのヒント



８. 新規登録

④ 入力ページで入力した内容が表示されます。

注）個人の場合メールアドレスをスマートフォンなどのアドレスを登録する場合,
指定ドメイン受信などの設定が必要となります。



８. 新規登録 注）個人の場合メールアドレスをスマートフォンなどのアドレスを登録する場合,
指定ドメイン受信などの設定が必要となります。

⑤ 会員情報登録（登録メールが配信されます。）
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