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manaable新規登録から研修受講までの流れ

1, manaableへ新規登録

会員代表アカウントの登録 ・・・・・p.4 個人アカウントの登録 ・・・・・p.9

2. 所属施設への個人アカウントの登録 ・・・・・ p.13

3. 研修の検索 ・・・・・ p.21

4. 研修のお申込み（個人/施設単位） ・・・・・p.23

5. 研修受講料のお支払い ・・・・・ p.31

6. 研修の受講 ・・・・・ p.38
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その他項目について

マイアカウントについて ・・・・・p.46

ログインパスワードの変更 ・・・・・p.48

領収書のダウンロード ・・・・・p.50

お申込みのキャンセル ・・・・・p.51

お問い合わせ先

特定非営利活動法人全国認定こども園協会
National Association identified KODOMOEN

〒107-0052 東京都港区赤坂4-1-1 小泉ビル2F
TEL：03-6426-5315 FAX：03-6426-5316

E-mail：info@kodomoenkyokai.org
URL：http://www.kodomoenkyokai.org/

公益社団法人全国認定こども園研修研究機構

〒107-0052 東京都港区赤坂4-1-1 小泉ビル2F
TEL：03-6426-5259 FAX：03-6426-5269

E-mail：info@kodomoenkikou.jp
URL：https://kodomoenkikou.jp/

http://www.kodomoenkyokai.org/


1. 会員代表アカウントの新規登録
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①manaableページにアクセスする

下記、いずれかの方法でアクセスして下さい。

a. 右記、URLよりアクセス https://kodomoenkyokai.manaable.com/

b. お使いのブラウザで「全国認定こども園協会 manaable」と検索

②「ログイン・新規登録」ボタンをクリックする
ページアクセス後、画面左の「ログイン・新規登録」ボタンをクリックして下さい。

「会員代表アカウントの方新規登録」を選んでください

※個人アカウントの作成は、p.9をご覧ください

https://kodomoenkyokai.manaable.com/
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③照合情報を入力する

P.5で登録したメールアドレスに、manaableから本登録メールが届きます
メールアドレスと照合情報を入力して、ご利用規約と個人情報保護方針にチェックを
入れて、「本登録メールを送信」ボタンをクリックしてください

1. 代表者アカウントの新規登録

メールアドレス
manaable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、普段使用しているメールアドレ
スをご入力下さい。

照合情報
法人名 当協会に登録している法人名です

園名 当協会に登録している園名です

会員番号（「K」以降の5ケタの数
字）

当協会入会時に発行される番号です
不明な場合は、お問合せください

※法人名/園名のいずれかのみで会員登録している場合は、「法人名」・「園名」に同一情報を
入力してください
※法人名/園名はスペースを入れずに入力してください



1. 代表者アカウントの新規登録

④本登録情報を入力する
本登録メールに記載されたリンクをクリックすると、本登録情報の画面へアクセスされます。
当協会に登録されている情報が表示されておりますので、お間違いがないかご確認ください。
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※入力情報に誤りがある場合は事務局までご連絡下さい
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1. 代表者アカウントの新規登録

登録情報に問題なければ、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください

ご自身で使用するパスワードを入力し
てください

会員種別は「会員代表アカウント」に
チェックしてください
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1. 代表者アカウントの新規登録

⑤確認画面で入力内容を確認する

登録内容を確認後、「登録する」をクリックしてください

⑥登録完了

manaableへの代表者アカウントの新規登録は以上になります。
個人アカウント（施設長や園職員が所有するアカウント等）の所属施設への追加方法
は、p.13をご覧ください。研修の申込方法は、p.23をご覧ください。
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1. 個人アカウントの新規登録

①manaableページにアクセスする

下記、いずれかの方法でアクセスして下さい

a. 右記、URLよりアクセス https://kodomoenkyokai.manaable.com/

b. お使いのブラウザで「全国認定こども園協会 Manaable」と検索

②「ログイン・新規登録」ボタンをクリックする
ページアクセス後、画面左の「ログイン・新規登録」ボタンをクリックして下さい。

「個人アカウントの方新規登録」を選んでください

※ここからは代表者以外の方・全国認定こども園協会非会員の方向けのご登録手順をご案内し
ます
代表者の方は、p.5をご覧ください

https://kodomoenkyokai.manaable.com/
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1. 個人アカウントの新規登録

③個人でお使いのメールアドレスを入力する
入力したメールアドレスに、本登録メールが送信されます

④本登録情報を入力する
本登録メールに記載されたリンクをクリックすると、本登録情報の入力画面へアクセ
スされます。入力の仕方は次頁p.11をご覧ください。

入力が完了したら、「確認画面へ」をクリックしてください。
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1. 個人アカウントの新規登録

当協会会員の方のみ、選択してくだ
さい。
当協会非会員の方は、選択無しでお進
みください。

ご所属の園を検索し✓の上、「確
定」ボタンをクリックしてください。
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⑤確認画面で入力内容を確認する

入力内容を確認後、「登録する」をクリックしてください

1. 個人アカウントの新規登録

⑥登録完了
manaableへの新規登録は以上になります。
研修の申込方法は、p.23をご覧ください。
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2. 所属施設への個人アカウントの登録

①manaableページにアクセスする

下記、いずれかの方法でアクセスして下さい

a. 右記、URLよりアクセス https://kodomoenkyokai.manaable.com/

b. お使いのブラウザで「全国認定こども園協会 manaable」と検索

②「ログイン・新規登録」ボタンをクリックする
ページアクセス後、画面左の「ログイン・新規登録」ボタンをクリックして下さい。

manaableに登録したメールアドレスとパスワードを入力し「ログイン」ボタンをクリックしてく
ださい

※代表者の方が対応頂く項目になります
※全国認定こども園協会非会員の方は対応して頂く必要ございません

https://kodomoenkyokai.manaable.com/
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2. 所属施設への個人アカウントの登録

③「マイアカウント」ページから「施設管理」ボタンを
クリックする

トップページから「マイアカウント」ページへアクセス後に「施設管理」ボタンをク
リックしてください
※マイアカウントについてはp.46をご覧ください

④「申請者一覧」ボタンクリックする
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2. 所属施設への個人アカウントの登録

⑤「申請者一覧」ボタンクリックする

個人アカウントで登録された人から施設への所属申請が届いています
受講者名・メールアドレスを確認し、「承認」ボタンをクリックしてください

⑥「マイアカウント」ページから「施設管理」ボタンをクリッ
クする

⑦「メンバー一覧」ボタンをクリックする
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⑧対象者の「変更」ボタンをクリックする

2. 所属施設への個人アカウントの登録

⑨全国認定こども園協会会員ステータス「会員」にチェックする

他登録情報も確認の上、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください

⑩登録情報を確認し「保存する」ボタンをクリックする
全国認定こども園協会会員ステータスが「１」になっていることを確認し「保存する」ボタ
ンをクリックしてください
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2. 所属施設への個人アカウントの登録

⑪所属施設への個人アカウントの登録完了

下記、画面が表示されましたら完了となります

（参考）代表者による個人アカウントの新規登録・所属施設へ
の追加手順

①「マイアカウント」ページから「施設管理」ボタンをクリッ
クする

※代表者によってmanaableへの個人アカウントの登録・所属施設への登録を一括で行うことも可
能です
以下、手順を記載しておりますのでご覧ください
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2. 所属施設への個人アカウントの登録

②「メンバー一覧」ボタンをクリックする

③「新規登録」ボタンをクリックする

④登録項目を入力する

登録項目を入力してください
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2. 所属施設への個人アカウントの登録

入力を終えたら「確認画面へ」ボタンをクリックしてください

「会員」にチェックしてください

登録内容を確認し「登録する」ボタンをクリックしてください
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⑤所属施設への個人アカウントの登録完了

「メンバー一覧」ボタンをクリックし、新規作成したアカウントが所属施設へ追加されておりまし
たら完了です

2. 所属施設への個人アカウントの登録
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3. 研修の検索

①manaableページにアクセスする

下記、いずれかの方法でアクセスして下さい

a. 右記、URLよりアクセス https://kodomoenkyokai.manaable.com/

b. お使いのブラウザで「全国認定こども園協会 manaable」と検索

②manaableにログインする

ページアクセス後、manaableに登録したメールアドレスとパスワードを入力し「ログイン」
ボタンをクリックしてください

https://kodomoenkyokai.manaable.com/
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3. 研修の検索

③受講したい研修を探す
「研修を探す」をクリックすると受講可能な研修一覧が表示されます

④研修の詳細を確認する

受講したい研修をクリックして研修の詳細をご覧ください
個人単位でお申込みする場合は、「申込み」ボタンをクリックしてください（その後の手続きは
p.23をご覧ください）
施設単位でお申込みする場合は、「施設申込み」ボタンをクリックしてください（その後の手続
きはp.25をご覧ください）
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4. 研修のお申込み（個人単位）

①会員情報・お申込研修の詳細を確認する
確認後、「次へ進む」ボタンをクリックし、再度お申込み内容を確認し、「上記の内容で申込
む」ボタンをクリックしてください
表示される会員情報が異なる場合は、お問い合わせください

manaableに登録している会員情報が
表示されます

研修の詳細が表示されます

詳細情報入力がある場合は、入力を
してください
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4. 研修のお申込み（個人単位）

②お申込み完了
下記、画面が表示されたら研修のお申込みは完了です

③お申込み結果通知を確認する
画面左の「研修履歴」より申込結果を確認できます。
申込結果が「承認」となっている研修は、受講料金のお支払いができます。

申込結果が「非承認」となっている場合は、「研修名」をクリックし非承認理
由を確認してください
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4. 研修のお申込み（施設単位）

①スタッフを追加する
p.22の「施設申込」ボタンをクリックしてください
「スタッフを追加」ボタンをクリックし、研修を受講する人を追加してください

研修を受講する人を検索し「選択」項目にチェックを入れ「追加」ボタンをクリックしてください

「名前」、「会員状況」を確認し「確定」ボタンをクリックしてください
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4. 研修のお申込み（施設単位）

②受講料のお支払い単位を選択する
受講料を施設で一括払いする場合は、「まとめて選択」、「施設支払い」にチェックを入れてくだ
さい
受講者ごとに個別で支払いする場合は、「個別に選択」、「個人支払い」にチェックを入れてくだ
さい

受講料の支払単位を選択したら、「次へ進む」ボタンをクリックしてください

施設で一括払いする場合はこのよう
に選択してください
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4. 研修のお申込み（施設単位）

③ 会員情報を確認する
お申込み内容を確認し、「上記の内容で申込む」ボタンをクリックしてください。
表示される会員情報が異なる場合は、お問い合わせください

「次へ進む」ボタンをクリックしてください

manaableに登録している会員情報が
表示されます

manaableに登録している会員情報が
表示されます

詳細情報入力がある場合は、入力を
してください
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4. 研修のお申込み（施設単位）

会員情報・詳細情報入力を確認したら、「上記内容を確認しました」にチェックし
「次へ進む」ボタンをクリックしてください

④お申込み完了

再度お申込み内容を確認し、「上記の内容で申し込む」ボタンをクリックしてください
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4. 研修のお申込み（施設単位）

下記、画面が表示されら研修のお申込みは完了です
お申込み形式が先着の場合は、このままお支払いに進んでいただくことができます
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4. 研修のお申込み（施設単位）

⑤お申込み結果通知を確認する
画面左の「研修履歴」より申込結果を確認できます。
申込結果が「承認」となっている研修は、受講料金のお支払いができます。

申込結果が「非承認」となっている場合は、「研修名」をクリックし非承認理由を確認してください
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5. 研修受講料のお支払い

①お申込み結果「承認」の研修を選択する
画面下の「支払う」ボタンをクリックしてください
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5. 研修受講料のお支払い

②お支払い内容を確認する
お支払い内容を確認し「お支払いはこちらへ」ボタンをクリックしてください
その後、お支払い方法（クレジットカード決済/コンビニ決済/銀行振込）を選択できます
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5. 研修受講料のお支払い

③お支払い方法を選択する
お支払い方法（クレジットカード決済/コンビニ決済/銀行振込）を選択する

a. クレジットカード決済の場合

クレジットカード情報を入力し「次へ」ボタンをクリックしてください
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5. 研修受講料のお支払い

クレジットカード情報を確認し、「確定」ボタンをクリックしてください

下記画面が表示されたらお支払い完了になります
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5. 研修受講料のお支払い

b. コンビニ決済の場合

お支払い情報を入力し「次へ」ボタンをクリックしてください
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5. 研修受講料のお支払い

お支払い情報を確認し「確定」ボタンをクリックしてください

表示される払込票番号に沿って受講料をお支払いください
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5. 研修受講料のお支払い

c. 銀行振込の場合
「銀行振込（バーチャル口座）を選択し「確定」ボタンをクリックして下さい
表示される銀行・支店名・口座番号等をご確認の上受講料をお振込みください

※振込先情報の画面は一度限りの表示になります
印刷・スクリーンショット等の対応をおねがいします

※バーチャル口座は、支払手続き中の研修及び受講者のためだけの仮想口座です
他研修の受講料や他の受講者の受講料と合算してお振込みすることはできません
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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」ボタンをクリックし、受講する研修を選択します

②「受講」タブを選択する
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6. 研修の受講

a. オンデマンド研修の場合
「受講」タブをクリックすると研修動画が表示されます
受講する動画をクリックし受講を開始してください
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b. ライブ配信研修の場合
「出席」ボタンをクリックするとZoomが起動されます
研修開始時刻の１時間前から「受講」ボタンが表示されます

6. 研修の受講

c. 会場研修の場合
「出席QRコードをスキャンする」ボタンを選択し、研修会場に設置しているQRコードを読み取っ
て下さい
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6. 研修の受講

③アンケートを提出する
「受講」タブをクリックし、「回答する」ボタンをクリックします
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6. 研修の受講

④回答を入力する

回答内容を入力、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください
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⑤回答を送信する

回答内容を確認し「送信する」ボタンをクリックしてください

⑥回答完了

下記の画面が表示されれば、回答完了です

6. 研修の受講
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6. 研修の受講

⑥課題を提出する

「受講」タブをクリックし、「回答する」ボタンをクリックします

⑦課題に回答する

回答を記述し「確認画面へ」ボタンをクリックしてください

Word, PDFファイル等を添付するこ
とも可能です
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6. 研修の受講

⑧回答を送信する

回答内容を確認し「送信する」ボタンをクリックしてください

⑨回答完了

下記の画面が表示されれば、回答完了です



46

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 manaableへの登録情報を変更できます

※会員代表アカウントの登録情報の変更は出来ません
※登録情報を変更する場合は、事務局にご連絡下さい

お支払い確認 研修のお申込み・お支払い状況を確認できます
おしらせ通知確認 当協会からのご案内を確認できます
お問い合わせ 当協会へお問い合わせできます
チーム管理 代表者の方のみ閲覧・操作可能です
退会 manaableから退会できます

※当協会からの退会ではありません
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マイアカウントについて

【マイアカウントへのアクセス】

ログイン後、右上のお名前にポインターをかざすとメニューが表示されますので「マイアカウント」
をクリックしてださい

マイアカウントのページが表示されます
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ログインパスワードの変更

①ログイン・新規登録ページを開く
「パスワードを忘れ方はこちら」をクリックしてください

②登録のメールアドレスを入力する

manaableへ登録しているメールアドレスを入力し「送信する」をクリックしてください
メールアドレス宛にリンクが送られますのでアクセスしてください
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ログインパスワードの変更

③登録のメールアドレスを入力する

新しいパスワードを入力し「変更する」をクリックしてください

④パスワードの変更完了

以下の画面が表示されたら完了です
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領収書のダウンロード

①お支払い確認をクリックする

マイアカウントにアクセスし「お支払い確認」ボタンをクリックしてください
マイアカウントについては、p.46をご覧ください

②領収書をダウンロードする

対象の研修の「ダウンロード」ボタンをクリックし領収書をダウンロードしてください
なお、領収書のダウンロードは一度しかできませんのでご注意ください
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お申込みのキャンセル

①申込履歴 研修一覧にアクセスする

トップページの左の「申込履歴」ボタンをクリックしてください

②キャンセル研修を選択する
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お申込みのキャンセル

③申込をキャンセルする

「申込みキャンセル」ボタンをクリックして下さい
画面が切り替わりますので「キャンセルする」ボタンをクリックしてください

④キャンセルの完了

下記の画面が表示されたらキャンセル完了です



以上
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