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 1．ログインをする 
1-1．ログインの仕方 

[操作①] 「ログイン ID」と「パスワード」を入力する。 

[操作②] 「ログイン」ボタンをタップする。 

① 

② 



 1-2．ログイン ID を忘れた場合 

[操作①] 「※ログイン IDを忘れたら」をタップする。 

[操作②] 「姓」、「名」、「EMailアドレス」を入力する。 

※登録されている「EMailアドレス」を入力して下さい。 

[操作③] 「メール送信」ボタンをタップする。 

       ※登録した Emailアドレスへログイン IDをお知らせ致し 

ます。 

※「ログイン画面へ」ボタンをタップすると、ログイン画面 

  へ遷移します。 

① 

1-3．パスワードを忘れた場合 

[操作①] 「※パスワードを忘れたら」をタップする。 

[操作②] 「ログイン ID」、「姓」、「名」、「EMailアドレス」を入力する。 

※登録されている「EMailアドレス」を入力して下さい。 

[操作③] 「メール送信」ボタンをタップする。 

       ※登録した Emailアドレスへパスワードをお知らせ致し 

ます。 

※「ログイン画面へ」ボタンをタップすると、ログイン画面 

  へ遷移します。 

① 

② 

③ 

② 

③ 



 
2．ログアウトをする 

[操作①] 「ログアウト」ボタンをタップする。 

① 



 
3．学習する 

3-1．講義を受講する 
3-1-1．「講義・試験学習」画面を使用する 

場合（旧バージョン） 

[操作①] 学習の「講義・試験学習」をタップする。 

      ※受講講座一覧画面へ遷移します。 

[操作②] 受講したい講座をタップする。 

[操作③] 受講したいカリキュラムをタップする。 

      ※カリキュラムは、階層がありますので、該当するカリキ 

ュラムが表示されるまでタップしていきます。 

[操作④] 該当するカリキュラムをタップする。 

[操作⑤] チャプタをタップする。 

※凡例・・・   アイコン（水色）：講義受講可能 

                  アイコン（灰色）：準備中 

※選択した動画が自動で再生されます。 

※中止する場合は、本体またはブラウザの「戻る」ボタン 

を使用して下さい。 

① 

② 

⑤ 

④ 

③ 



 
3．学習する 

3-1．講義を受講する 
3-1-2．「受講カリキュラム」画面を使用 

する場合（新バージョン） 

※新バージョンについて 

・前回受講したカリキュラムが表示されるので、前回の続きから受講 

できるようになりました。 

・講義を受講した時間やチャプタ数、達成率が把握できるように 

なりました。 

[操作①] 学習の「受講カリキュラム」をタップする。 

[操作②] 受講したい講座をタップする。 

[操作③] カテゴリをタップする。 

      ※「最近の受講」について 

           前回受講したカリキュラムは太字で表示され、その前後 

        を含めて 10個のカリキュラムが表示されます。 

前回の続きから受講することが可能です。 

      ※「指定なし」について 

        全カリキュラムが表示されます。 

② 

③ 

※「最近の受講」について 

前回受講した 

カリキュラムは、 

太字で表示。 

カリキュラム 

10個 

① 



 
[操作④] 該当するカリキュラムをタップする。 

[操作⑤] チャプタをタップする。 

※凡例・・・   アイコン（水色）：講義受講可能 

                  アイコン（灰色）：準備中 

※選択した動画が自動で再生されます。 

※中止する場合は、本体またはブラウザの「戻る」ボタン 

を使用して下さい。 

⑤ 

④ 



 
3-2．試験（宿題）を受講する 

3-2-1．「講義・試験学習」画面を使用 
する場合（旧バージョン） 

[操作①] 学習の「講義・試験学習」をタップする。 

      ※受講講座一覧画面へ遷移します。 

[操作②] 受講したい講座をタップする。 

[操作③] 受講したいカリキュラムをタップする。 

      ※カリキュラムは、階層がありますので、該当するカリキュラ 

ムが表示されるまでタップしていきます。 

[操作④] 受講したい試験（宿題）をタップする。 

[操作⑤] 試験（宿題）詳細を確認し、タップする。 

※凡例・・・   アイコン（水色）：試験（宿題）受講可能 

                  アイコン（灰色）：準備中 

                     アイコン（ピンク）：試験（宿題）解説 

      ※1．一度でも試験（宿題）の点数が基準点に達している 

場合や、基準点の設定が無く、且つ受講済の場合は、 

試験（宿題）解説アイコンが表示され、タップすると、 

試験（宿題）解説を確認することができます。 

 [操作⑥] 「試験開始」ボタンをタップする。 

⑥ 

⑤ 

※1 

② 

③ 

④ 

① 



 
[操作⑦] 「選択肢番号」ボタンをタップし、解答をする。 

      ※「次へ」ボタンをタップすると、未解答となり、次の問題 

        へ遷移します。 

※途中で試験（宿題）を中断する場合は、「中断する」ボタン 

をタップして下さい。 

[操作⑧] 全ての問題を解答後、「確認する」ボタンをタップする。 

[操作⑨] 解答漏れがないかを確認し、「提出する」ボタンをタップ 

する。 

※「提出する」ボタンをタップした後は、解答を変更すること 

        はできません。 

※「問題」ボタンをタップすると、該当する問題画面へ遷移し 

        ます。 

[操作⑩] 問題別成績の「問題」ボタンをタップする。 

※該当する問題内容と結果画面へ遷移します。 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 



 
※『宅建 Web模擬試験』のみ試験結果の集計処理終了後に個人 

  分析を、試験終了後に解説動画を閲覧することができます。 

[操作⑪] 「トップへ戻る」ボタンをタップする。 

[操作⑫] 学習の「講義・試験学習」をタップする。 

      ※受講講座一覧画面へ遷移します。 

[操作⑬] 該当講座をタップする。 

[操作⑭] 該当カリキュラムをタップする。 

      ※カリキュラムは、階層がありますので、該当するカリキュ 

          ラムが表示されるまでタップしていきます。 

       ・個人分析を閲覧 → [操作⑮]へ 

       ・解説動画を閲覧 → [操作⑰]へ 

※1．試験順位表示について 

        顔マークは最終受講試験の得点に対する評価、棒グラ 

フは初回(個人分析集計済)試験結果に対する相対順位 

で表示されます。 

[操作⑮] 試験結果の集計処理終了後、個人分析の    PDFアイ 

         コンをタップする。 

        ※集計処理が終了していない場合は、個人分析に閲覧 

          可能日が表示されます。 

[操作⑯] 「個人分析ダウンロード」のリンクをタップする。 

        ※個人分析が表示されます。PDFファイルはバックグラウンド 

          にてダウンロードされます。 

        ※PDF ファイル閲覧ソフトがインストールされていない場合、 

閲覧することはできません。 

⑬ 

⑭ 

⑪ 

⑮ 

⑯ 

※1 

⑫ 



 [操作⑰] 試験終了後に解説動画がある試験は、解説動画の 

       講義アイコンをタップする。 

※該当する試験の解説動画が表示されます。 

※解説動画が無い場合は、アイコンが表示されておりま 

せん。 

[操作⑱] チャプタをタップする。 

※凡例・・・   アイコン（水色）：講義受講可能 

                  アイコン（灰色）：準備中 

※選択した動画が自動で再生されます。 

※中止する場合は、本体またはブラウザの「戻る」ボタンを 

使用して下さい。 

⑰ 

⑱ 



 
3-2．試験（宿題）を受講する 

3-2-2．「受講カリキュラム」」画面を使用 
する場合（新バージョン） 

※新バージョンについて 

・前回受講したカリキュラムが表示されるので、前回の続きから受講 

できるようになりました。 

・講義を受講した時間やチャプタ数、達成率が把握できるように 

なりました。 

[操作①] 学習の「受講カリキュラム」をタップする。 

[操作②] 受講したい講座をタップする。 

[操作③] カテゴリをタップする。 

      ※「最近の受講」について 

           前回受講したカリキュラムは太字で表示され、その前後 

        を含めて 10個のカリキュラムが表示されます。 

前回の続きから受講することが可能です。 

      ※「指定なし」について 

        全カリキュラムが表示されます。 

② 

③ 

※「最近の受講」について 

前回受講した 

カリキュラムは、 

太字で表示。 

カリキュラム 

10個 

① 



 
[操作④] 該当するカリキュラムをタップする。 

[操作⑤] 試験（宿題）を、タップする。 

※凡例・・・   アイコン（水色）：試験（宿題）受講可能 

                  アイコン（灰色）：準備中 

                     アイコン（ピンク）：試験（宿題）解説 

      ※1．一度でも試験（宿題）の点数が基準点に達している 

場合や、基準点の設定が無く、且つ受講済の場合は、 

試験（宿題）解説アイコンが表示され、タップすると、 

試験（宿題）解説を確認することができます。 

 [操作⑥] 「試験開始」ボタンをタップする。 

④ 

⑥ ⑤ 

※1 



 
[操作⑦] 「選択肢番号」ボタンをタップし、解答をする。 

      ※「次へ」ボタンをタップすると、未解答となり、次の問題 

        へ遷移します。 

※途中で試験（宿題）を中断する場合は、「中断する」ボタン 

をタップして下さい。 

[操作⑧] 全ての問題を解答後、「確認する」ボタンをタップする。 

[操作⑨] 解答漏れがないかを確認し、「提出する」ボタンをタップ 

する。 

※「提出する」ボタンをタップした後は、解答を変更すること 

        はできません。 

※「問題」ボタンをタップすると、該当する問題画面へ遷移し 

        ます。 

[操作⑩] 問題別成績の「問題」ボタンをタップする。 

※該当する問題内容と結果画面へ遷移します。 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 



 
※『宅建 Web模擬試験』のみ試験結果の集計処理終了後に個人 

  分析を、試験終了後に解説動画を閲覧することができます。 

[操作⑪] 「トップへ戻る」ボタンをタップする。 

[操作⑫] 学習の「受講カリキュラム」をタップする。 

[操作⑬] 該当講座をタップする。 

[操作⑭] カテゴリをタップする。 

[操作⑮] 該当カリキュラムをタップする。 

       ・個人分析を閲覧 → [操作⑯]へ 

       ・解説動画を閲覧 → [操作⑱]へ 

[操作⑯] 試験結果の集計処理終了後、個人分析の    PDFアイコン 

         をタップする。 

        ※集計処理が終了していない場合は、個人分析に閲覧 

          可能日が表示されます。 

※1．試験順位表示について 

          顔マークは最終受講試験の得点に対する評価、 

棒グラフは初回(個人分析集計済)試験結果に対 

する相対順位で表示されます。 

⑭ 

⑪ 

⑮ 

※1 

⑬ 

⑯ 

⑫ 



 

⑭ 

[操作⑰] 「個人分析ダウンロード」のリンクをタップする。 

        ※個人分析が表示されます。PDFファイルはバック 

グラウンドにてダウンロードされます。 

        ※PDF ファイル閲覧ソフトがインストールされていない場合、 

閲覧することはできません。 

[操作⑱] 試験終了後に解説動画がある試験は、解説動画の 

            講義アイコンをタップする。 

※解説動画が無い場合は、アイコンが表示されておりません。 

※該当する試験の解説動画が自動で再生されます。 

動画再生を中止する場合は、本体またはブラウザの「戻る」 

ボタンを使用して下さい。 

⑱ 

⑰ 



 
3-3．問題を解く 

3-3-1．問題を絞り込み、問題を解く 
[操作①] 学習の「繰り返し学習」をタップする。 

[操作②] 学習したい講座をタップする。 

選択した講座の問題を解く場合は→[操作④]へ 
 

※1．「苦手分野」から学習したい分野をタップすると、 

「分野の選択」へと画面が遷移し、選択した分野の 

学習をスタートできます。 

苦手分野は、正解率が低い順から５つ表示されます。 

   [操作③] さらに問題を絞り込みたい場合は、「分野の選択」から学習 

したい分野をタップする。 

※分野は階層がありますので、該当する分野が表示される 

までタップしていきます。 

   [操作④] 「スタート」ボタンをタップする。 

② 

③ 

④ 

※1 

① 



 
[操作⑤] 「選択肢番号」ボタンをタップし、解答する。 

   [操作⑥] 解答結果と解説が表示される。次の問題へ進む場合は 

「次へ」ボタンをタップする。 
 

         ※1．下部画面の付箋について 

間違えた問題や自信が無い問題等、「付箋」ボタンを 

タップし色分けして付箋をすることができます。 

但し、１つの問題に対して張り付けることができる付箋 

は１つだけです。 

→ 3-3-2．出題条件と表示方法を設定する[操作①]へ 

⑤ 

⑥ 

※1 



 
【現在までの成績について】 

講座や分野をタップすると、現在までの成績が表示されます。 

初めて繰り返し学習の問題を解く場合や、現在までの成績をリセット 

した場合は、成績は表示されません。 

 

※1．付箋添付数について 

色別に付箋した問題数が表示されます。問題数をタップすると、 

付箋した問題のみを解くことができます。 

   ※2．正解率について 

      90％越え～25％以下まで、正解率ごとに問題数が表示されます。 

      問題数をタップすると、該当する正解率の問題のみを解くことが 

できます。 

◎90％超え：正答率 90％超えを出題します。 

○90％以下：正答率 90％～0％を出題します。 

●75％以下：正答率 95％～0％を出題します。 

△50％以下：正答率 50％～0％を出題します。 

▲34％以下：正答率 34％～0％を出題します。 

×25％以下：正答率 25％～0％を出題します。 

※3．「リセット」ボタンをタップすると、いままで学習した問題の成績を 

リセットします。同時に苦手分野もリセットされます。 

※1 

※2 

※3 



 
3-3-2．出題条件と表示方法を設定する 

[操作①] 設定の「繰り返し学習設定」をタップする。 

[操作②] 変更したい出題条件を選択する。 

      ※学習の進め方をご自身で設定することができます。 

・出題方法：出題する順番を指定します｡ 

「ランダム」、「番号順」、「カテゴリ順」に設定できます。  
 

 ・出題条件 

正解率：よく間違う問題のみを出題し、苦手な問題を中心 

に学習することができます。 

「指定なし」、「90％以下」、「75％以下」、「50％以下」、 

「34％以下」、「25％以下」 に設定できます。  
          

付箋：付箋機能を利用し、ご自身で気になった問題をまと 

めて学習することができます。 

           「指定なし」、「付箋あり」、「付箋なし」、「黄付箋のみ」、 

「青付箋のみ」、「赤付箋のみ」 に設定できます。 
          

出題回数 ：一度も出題されていない問題のみを学習する 

ことができます。 

「指定なし」、「未出題」、「1回」、「1回以上」、「2回以上」  

           に設定できます。 
 

解答時間：解答までに時間がかかった問題のみを学習す 

ることができます。 

「指定なし」、「30秒未満」、「1分未満」、「1分以上」に設定 

できます。 

① 

② 



 
[操作③] 変更したい表示方法を選択する。 

      ※学習する際に画面上で表示させる項目をご自身で設定 

することができます。 

・選択肢の順番：問題の出題順と解答を覚えてしまい、 

本番で失敗してしまうという方は、出題方法をランダム 

にすることができます。 

「ランダム」、「登録順」に設定できます。  
 

 ・解説の表示条件：正解したときには解説を表示させず、 

間違えてしまった問題のときだけ解説を表示し、学習 

時間を短縮させます。 

「常に表示」、「正解時」、「不正解時」、「表示しない」に 

設定できます。 
 

           ・解説の表示場所：解説文を確認することを優先したい 

場合には、「問題分の上」に解説を表示させます。 

問題文を確認した後に、解説文を見たい場合は、「問題 

分の下」に解説を表示させます。 

            「問題分の上」、「問題分の下」に設定できます。 
            

           ・カテゴリ表示 

            「表示する」、「表示しない」に設定できます。 

[操作④] 「更新」ボタンをタップする。 

③ 

④ 



 
3-4．学習したい動画を検索し講義を受講 

する 
※チャプター（検索）番号が記載されている教材をお持ちの 

方に限ります。 

[操作①] 学習の「動画検索」をタップする。 

[操作②] 書籍やテキストに掲載されている「チャプター（検索） 

番号」を入力し、「検索実行」ボタンをタップする。 

※検索したコンテンツ（動画）が表示されます。 

[操作③] 受講したいコンテンツ（動画）の講義をタップする。 

※選択した講義が自動で再生されます。 

※中止する場合は、本体またはブラウザの「戻る」 

ボタンをタップして下さい。 

② 

③ 
① 



 
3-5．単語帳で学習する 

3-5-1．単語を覚える 

[操作①] 学習の「単語帳」をタップする。 

[操作②] 「単語帳の選択」から学習したい単語帳をタップする。 

[操作③] 「表示単語」、「付箋」、「表示順」、「表示切替」を指定する。 

        ※単語の表示条件や表示方法を設定できます。 

・表示単語：「覚えていない単語」を指定すると、学習記録から 

覚えていない単語のみが表示されます。「全ての単語」、 

「覚えていない単語」、「覚えた単語」のいずれかに設定でき 

ます。 

・付箋：付箋の色を指定すると、その色を付箋した単語が表示 

されます。「指定なし」、「黄色」、「青色」、「赤色」のいずれか 

に設定できます。 

・表示順：単語を表示する順番を設定します。「ランダム」、 

「五十音（またはアルファベット順）」、「登録順」のいずれかに 

設定できます。 

・表示切替：表面の単語を覚える場合は、「表面からはじめる」 

を設定します。「表面からはじめる」、「裏面からはじめる」の 

いずれかに設定できます。 

[操作④] 指定した単語帳の先頭から学習をはじめる場合は、 

「はじめから」ボタン、前回の続きから学習をはじめる場合は、 

「続きから」ボタンをタップする。 

① 

② 

③ 

④ 



 
[操作⑤] 「次へ」ボタンをタップする。 

      ※単語の裏面へ遷移します。 

        ※1．「付箋」について 

         単語を区別したい場合など、色分けして付箋をします。 

１つの単語に対して貼り付けることができる付箋は１つ 

だけです。 

[操作⑥] 単語を覚えていない場合には、「覚えていない」ボタンを、 

単語を覚えた場合には、「覚えた」ボタンをタップする。 

※ここで設定しておくと、「覚えていない単語」または「覚えた 

単語」を検索し絞り込むことができます。 

⑤ 

※1 
⑥ 



 
3-5-2．学習記録の確認、設定や初期化 
      を行う 

[操作①] 学習の「単語帳」をタップする。 

[操作②] 「単語帳の選択」から学習したい単語帳をタップする。 

[操作③] 「単語一覧」ボタンをタップする。   

         ※1．学習記録（「覚えた」または「覚えていない」）と付箋を 

初期化します。 

 

      ※単語が一覧で表示されますので、学習記録の確認を一目で 

        行う事ができます。 

      ※2．覚えた単語には、チェックを入れます。 

学習記録（「覚えた」または「覚えていない」）が設定 

されます。 

ここで設定しておくと、「覚えていない単語」または 

「覚えた単語」を検索し絞り込むことができます。 

① 

② 

③ 

※1 

※2 



 
4．試験結果を閲覧する 

[操作①] 分析・評価の「試験結果」をタップする。 

[操作②] 閲覧したい「受講権利」を選択し、「検索実行」ボタンを 

タップする。 

        ※試験の受講状況が表示されます。 

[操作③] 該当する試験をタップする。 

        ※試験結果が表示されます。 

① 

② 

③ 



 
5．プロフィールを編集する 

5-1．ハンドルネーム、パスワードを編集する 
[操作①] 設定の「プロフィール設定」をタップする。 

[操作②] ID基本情報の並びにある「編集」ボタンをタップする。 

[操作③] 内容を編集する。 

      ※パスワードは、半角英数字 6文字以上 16文字以内を 

入力して下さい。 

[操作④] 内容を確認し、「更新」ボタンをタップする。 

① 

② 

③ 

④ 



 
5-2．個人情報を編集する 
[操作①] 設定の「プロフィール設定」をタップする。 

[操作②] 個人情報の並びにある「編集」ボタンをタップする。 

[操作③] 内容を編集する。 

※郵便番号、電話番号、携帯電話番号は、数字のみを 

（「-」ハイフンは入力不可）、住所は全角でご入力下さい。 

※郵便番号を入力し、「〒自動住所取得」ボタンをタップ 

すると、都道府県、市区町村のデータが自動で入ります。 

[操作④] 内容を確認し、「更新」ボタンをタップする。 

② 

③ 

④ 

① 



 
5-3．メールアドレスを編集する 

5-3-1. メールアドレス、携帯メールアドレス、 
勤務先メールアドレスを編集する 

[操作①] 設定の「プロフィール設定」をタップする。 

[操作②] メールアドレスの並びにある「編集」ボタンをタップする。 

[操作③] 新しいメールアドレスを入力する。 

[操作④] 内容を確認し、「確認」ボタンをタップする。 

[操作⑤] ワンタイムパスワードを入力する。 

      ※ワンタイムパスワードは、新しく入力されたメールアドレス 

へ送信されます。 

メール内容をご確認の上、ワンタイムパスワードをご入力 

下さい。 

[操作⑥] 内容を確認し、「更新」ボタンをタップする。 

② 

④ 

⑥ 

③ 

⑤ 

① 



 
5-3-2. メールアドレス、携帯メールアドレス、 

勤務先メールアドレスを削除する 
[操作①] 設定の「プロフィール設定」をタップする。 

[操作②] メールアドレスの並びにある「削除」ボタンをタップする。 

[操作③] 削除するときは「削除する」ボタンを、削除しないときは 

「削除しない」ボタンをタップする。 

※メールアドレスが１つしか登録されていない場合は、削除 

を行うことができません。 

② 

③ 

① 



 
6．質疑応答を行う 

6-1．講師へ新規質問をする 
[操作①] 質問の「質疑応答」をタップする。 

[操作②] 「新規質問」ボタンをタップする。 

[操作③] 質問したい「講座」、「講義科目」、「教材」、「タイトル」、 

「内容」を入力する。 

      ※タイトルは 50文字以内、内容はフォーマットに沿って 2000 

文字以内で入力して下さい。 

      ※関連資料等のファイルを添付することも可能です。 

【ファイル添付の方法】 

添付ファイルの「ファイルを選択」ボタンをタップし、添付 

したいファイルを選択します。 

削除する場合は、「削除」ボタンをタップして下さい。 

※IOSをご利用の場合は、バージョンによってファイルを 

添付できないことがあります。 

[操作④] 内容を確認し、「登録」ボタンをタップする。 

       ※登録した質問は一覧の先頭に表示されます。 

① 

② 

③ 

④ 



 
6-2．講師からの回答を確認する 

※講師から回答が届いた場合は、ご登録されているメールアドレス 

（優先順位が高いメールアドレス）へお知らせメールが届きます。 

  例：「1．メールアドレス」にご登録されていない場合は、「2．携帯 

メールアドレス」へ送信されます。 

 [メールアドレス優先順位] 

 1．メールアドレス→2．携帯メールアドレス→3．勤務先メールアドレス 

※迷惑メールの対策をされていますとメールが届かない場合があり 

ます。 

PCの場合：迷惑メールフォルダに振り分けられている可能性があり 

ます。設定の解除をお願い致します 

携帯の場合：ドメイン指定をされている場合は「@sss.nikken.tv」の 

受信許可設定をお願い致します。 

[操作①] 質問の「質疑応答」をタップする。 

       → [操作③]へ 

[操作②] または、「新着 質疑応答」の「講師から回答が届きました。」 

をタップする。→ [操作③]へ 

[操作③] 「回答有」と表示されている確認したい質問のタイトルを 

タップする。 

        ※講師から新しい回答が届いた場合は、質問タイトルのうしろ 

に        が付き、一覧の先頭に表示されます。 

        一度タップすると、「Check」表示は消えます。 

① 

③ 

② 


