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１．お申込以降の流れ

開講日当日

受講画面のログイン情報
（開講通知メール）をメールにて
各受講者へお届けします

✓開講当日の午前中に順次配信

開講通知メール配信
受
講
者

管
理
者

管理画面にて受講者の学習進捗を
ご確認ください

システムにお申込情報が登録され
ます（配信準備完了）

✓グロービス側の作業

お申込み方法につきましては
営業担当よりご案内いたします

※お申込後の変更・キャンセル

✓ 法人管理者ポータル申込の場合、
「開講2営業日前」までにシステムより
ご自身でお手続きください。

✓ BOX申込の場合、
「開講6営業日前」までに弊社担当へ
ご連絡ください。

開講日～受講期間終了まで

受講終了日 お知らせ

受講申込 お申込情報登録 管理画面 確認

開講前 開講～終了

期間終了1ヶ月前に受講終了日のお知らせメールをお届けします

✓受講期限のお知らせ（受講者全員）

✓2022年9月にリニューアル

※新たにダッシュボード機能、管理者招待機
能等をリリース致しました
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２．開講通知メールについて ※メールが届かない場合など

受講開始日当日の午前中に、ログイン情報等を記載した開講通知メールを配信します。

※ 「開講通知メールが届かない」「再送してほしい」等のお問い合わせが増えております。以下をご確認ください。

１．ご登録頂いたメールアドレスに誤りはありませんか？
誤りがある場合は、お問合せフォームよりご連絡ください。（こちら）

２．迷惑メールフォルダに振り分けられていませんか？
迷惑メールフォルダに振り分けられていないかをご確認ください。
＜@digital.globis.co.jp＞ドメインのメールを迷惑メールの対象から解除してください。

３．受信メールボックスの容量に余裕はありますか？
受信容量を超えるとメールが受信できません。使用状況を今一度ご確認ください。

４．ドメイン設定は完了していますか？
＜@digital.globis.co.jp＞ドメインのメールを受信できるようにしてください。

５. 開講通知メールを削除してしまった場合
以下のページを受講者へご案内ください。パスワードを再発行することにより、すぐに受講を開始することができます。

https://globis.zendesk.com/hc/ja/articles/115001338453-

■ 受講者へ開講のお知らせメールの送付

■タイトル
GLOBIS｜GLOBIS 学び放題_ログイン情報及び開講のお知らせ

■送信者名 ＜送信元アドレス＞
グロービス学び放題事務局 <noreply@digital.globis.co.jp>

開講通知メール

https://goo.gl/7CjwMz
https://globis.zendesk.com/hc/ja/articles/115001338453-
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3-1．管理者の権限について

① 組織管理者
組織内(法人申込ID単位)の全ての受講者管理が可能です。

※法人申込IDで申し込まれた全ての受講者情報にアクセスできます。

② グループ管理者
組織管理者が指定したグループ内受講者のみ管理が可能です。

※指定されたグループの情報のみアクセスできます。
※任意のグループを作成し、当該グループの「グループ管理者」に

登録することで、管理対象受講者を自由に設定いただけます。

操作 組織管理者 グループ管理者
管理者の招待 〇 ×
管理者の削除 〇 ×
「グループ」の新規作成 〇 ×
「グループ」の削除 〇 ×
「グループ」に受講者を追加 〇 ×
「グループ」の受講者を削除 〇 〇
「グループ」の編集(名称、説明) 〇 〇
「カスタムラーニングパス」の新規作成 〇 〇
「カスタムラーニングパス」の追加 〇 〇

「組織管理者」「グループ管理者」それぞれの可能な操作

管理者の権限は以下の２つがあります。

グループA

②グループ

管理者 ①組織管理者

所属組織

法人申込ID：E123456
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【組織管理者】画面イメージ

3-2．管理者の権限について

権限によって管理画面メニューが異なります。

【グループ管理者】画面イメージ

① 【組織管理者】のみ、「受講者」メニューが表示されます。

② 【組織管理者】のみ、「組織全体」を選択いただけます。
【グループ管理者】は、招待されている「グループ」のみ選択いただけます。

① ②
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４‐１．管理画面へのログイン方法について

①下記URLにアクセスし、法人管理者ポータルにログインしてください。

■グロービス・ラーニング・プラットフォーム 法人管理者ポータル
https://business.digital.globis.co.jp

②ログイン後、ホーム画面より対象サービスを選択してください。

③対象サービスのページへ遷移後、受講管理画面へアクセスする
ボタン「受講管理」が画面左下に表示されます。
ボタンをクリックし、受講管理画面へ進んでください。

本人認証のため、
パズルを完成させて
ください。

①

③②

管理画面のログイン方法

https://business.digital.globis.co.jp/
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４‐２．管理画面へのログイン方法について

④ 「イメージ1」の画面が表示された場合は、 『初めてグロービス学び放題を
使用する組織の管理者』となります。
問題がなければ「受講管理を開始する」をクリックしてください。

※ここで組織管理者となった方が、2人目以降の管理者を招待する
必要がありますので、ご留意ください。

「イメージ2」の画面が表示された場合は、『組織管理者から招待されていない』
状況となります。表示されているメールアドレスをご確認いただき、該当の
組織管理者に招待の手続きをご依頼ください。

⑤の画面に遷移しましたら、受講管理が可能な状態となります。
詳細な操作方法は 次ページ以降をご参照ください。

※既に『組織管理者』または『グループ管理者』として登録がある場合は、
前ページ ③の手順後、⑤の画面に遷移します。

④

⑤

イメージ１

イメージ2
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管理画面操作マニュアル
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管理画面操作マニュアル ＜目次＞

GLOBIS 学び放題の

動画サービスに関する管理画面の

操作マニュアルは、右記の構成で

次項よりご確認いただけます。

メニュー 内容 リンク

１ ダッシュボード 受講管理開始までの流れについて こちらへ

ダッシュボード こちらへ

２ グループ グループを作成する こちらへ

グループに受講者を追加する こちらへ

グループに受講者を追加する＜一覧から追加＞ こちらへ

グループに受講者を追加する＜CSVアップロードから追加＞ こちらへ

カスタムラーニングパスを作成する こちらへ

カスタムラーニングパスを作成する＜新規作成＞＜コピー＞ こちらへ

カスタムラーニングパスを＜公開・非公開＞にする こちらへ

カスタムラーニングパスを＜編集・削除＞する こちらへ

（参考）カスタムラーニングパス＜受講画面の表示＞ こちらへ

（参考）カスタムラーニングパス＜通知メール＞ こちらへ

グループに管理者を設定する こちらへ

3 受講者 受講者の受講状況を確認する こちらへ

4 管理者 管理者を招待する こちらへ

管理者を削除する こちらへ

管理者の権限を変更する こちらへ

５ お役立ちツール 使い方ガイド、マニュアル、コースマップなど こちらへ

6 設定 個人設定 こちらへ

7 CSVダウンロード CSVダウンロード＜受講者サマリ・コース別受講履歴・修了コースの履歴＞ こちらへ

CSVダウンロード＜コース別受講履歴（カスタムラーニングパス）＞ こちらへ

CSVダウンロード＜ファイル取得＞ こちらへ

CSVサンプル こちらへ
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１-1．受講管理開始までの流れについて

開講日前 開講日以降

下記３つのStepを実施することで受講管理を行うことができます。

Ｓｔｅｐ 1

グループを

作成

Ｓｔｅｐ ２

カスタム

ラーニングパス

を設定

Ｓｔｅｐ ３

受講者を

追加

具体的な操作方法・注意点などは次ページ以降でご説明します。
グループ管理者はグループ作成後いつでも追加可能です。（詳細はこちらをご確認ください）

2022年9月の管理画面リニューアルにより管理したいグループ単位で任意のグループ作成が可能となりました。
※申し込み単位で自動作成されるグループにつきましては、リニューアルに伴い提供を終了させていただきました。
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1-2．ダッシュボード

「ダッシュボード」では、学習進捗（総視聴時間・平均視聴時間・ログイン率）を確認することができます。

①「概要」では、すべての受講者（受講中・受講停止中も含む）の情報が確認できます。

②「オンボーディング」では、受講者（受講中のみ）が最初の１コースを修了するまでの進捗が確認できます。
「未ログイン」「未受講」「未完了」の人数をクリックすると該当する受講者のメールアドレスをCSVに出力することができます。
グループ管理者は、招待されたグループに所属している受講者情報のみ確認することができます

権限により閲覧可能な範囲が異なります。

組織管理者：組織全体 グループ管理者：招待されたグループのみ

グループ単位で切り替えができます
※グループ管理者の場合は自分が紐づいたグループのみ

①

②
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2-1．グループ：グループを作成する

受講者をグループに分けて管理することが可能です。「グループ」を作成する方法をご紹介します。

組織管理者：作成・編集・削除 可能 グループ管理者：不可
※招待されたグループの編集のみ可能

権限により操作可能な範囲が異なります。

①

②

① 画面左メニュー「グループ」 を選択後、編集したいグループを選択します。

② 「グループの作成」ボタンをクリックします。

③ グループの作成画面にて、「グループ名」及び「備考」を入力し、「保存する」ボタンをクリックします。

※「グループ管理者」は、【新規グループの作成、削除、受講者追加】は操作いただけません。組織管理者へご確認ください。

③
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2-2．グループ：受講者を追加する

作成した「グループ」に受講者を追加する方法をご紹介します。

画面左メニュー「グループ」より当該グループを選択後、「受講者」タブから「追加」をクリックし、グループに受講者を追加します。

受講者の追加方法は、「受講者一覧」又は「CSVアップロード」をご選択いただけます。詳細は、次項でご説明します。

※「グループ管理者」は、【受講者追加】機能は操作いただけません。組織管理者へご確認ください。

※受講者の追加は開講日以降に操作可能です。

権限により操作可能な範囲が異なります。

組織管理者：追加・削除 可能 グループ管理者：削除のみ 可能
※招待されたグループのみ

操作方法は次ページ
にて説明
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2-3．グループ：受講者を追加＜受講者一覧から追加＞

「受講者一覧」より追加する方法をご紹介します。

① 画面左メニュー「グループ」 を選択後、受講者を追加したいグループをクリックします。

② 「受講者」タブを選択の上、「追加」をクリックし「受講者一覧」を選択します。

③ グループに設定したい受講者にチェックを入れ、「受講者の追加」ボタンをクリックします。

※一覧から受講者を「名前・メールアドレス」検索することが可能です。

また、「受講状態」や「契約開始日」で絞ることができ、「並べ替え項目」でソートすることが可能です。

①

③

※「グループ管理者」は、【受講者追加】機能は操作いた
だけません。組織管理者へご確認ください。

②
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2-4．グループ：受講者を追加＜CSVアップロードから追加＞

「CSVアップロード」にて追加する方法をご紹介します。

＜CSVテンプレート＞
CSVにはメールアドレスを入力します

②

③

※「グループ管理者」は、【受講者追加】機能は操作いた
だけません。組織管理者へご確認ください。

※受講者として登録済のメールアドレスのみ追加いただけ
ます。登録されていないメールアドレスは追加できません。

※受講状態が停止中、または、同じメールアドレスで複数
のお申込みがある方は、受講者一覧画面から追加してくだ
さい。

④

① 画面左メニュー「グループ」 を選択後、受講者を追加したいグループ
をクリックします。

② 「受講者」タブを選択の上、「追加」ボタンから「CSVアップロード」を
選択します。

③ CSVテンプレートをダウンロードし、所定のセルに受講者のメールアド
レスを入力します。

④ 「ファイルを選択」にてファイルを選択し「アップロード」をクリックします。
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2-5．グループ：編集・削除

作成した「グループ」の名前や備考の編集、及び削除する方法をご紹介します。

① 画面左メニュー「グループ」 を選択後、編集したい「グループ」をクリックします。

② 「グループを編集する」をクリックします。

③ 変更したい項目を修正のうえ「保存する」をクリックします。 ※グループを削除する場合は、「グループを削除する」をクリックします。

②

③
※「グループ管理者」は、【グループ名及び備考欄の編集】のみ操作可能です。
【グループの削除】は操作いただけません。組織管理者へご確認ください。
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2-5．グループ：カスタムラーニングパス

作成したグループに「カスタムラーニングパス」を設定する方法をご紹介します。
※カスタムラーニングパスとは：受講者に学ばせたいコースを、各社様にて自由に選定いただける機能です

組織管理者：追加・編集 可能 グループ管理者：追加・編集 可能
※招待されたグループのみ

権限により操作可能な範囲が異なります。

※「グループ管理者」は、招待されたグループのみ操作が可能です。

カスタムラーニングパスの作成案など、お役立ち
情報を「お役立ちツール」メニューにご用意して
おります。ぜひご活用ください。

全コースの中から自由に組み合わせ新規にラーニングパスを作成する場合、
または、「GLOBISが作成したラーニングパス」を参考にして、新規に作成する場合にご利用ください。

過去に作成したカスタムラーニングパスをコピーして作成したい場合はこちらが便利です。

＜新規作成＞

＜ コピー ＞
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2-6．グループ：カスタムラーニングパス＜新規作成＞

「新規作成」にて作成する方法をご紹介します。

① 画面左メニュー「グループ」 を選択後、カスタムラーニングパスを作成
したいグループをクリックします。

② 「カスタムラーニングパス」タブから「カスタムラーニングパスの作成」をク
リック、「新規作成」をクリックします。

③ 「ラーニングパス名」及び「説明」（任意）を入力し、「保存する」を
クリックします。
※入力内容は受講者様に公開されますのでご注意ください。

④ 「コース名・カテゴリ・タイプで検索」、又は「GLOBISが作成したラー
ニングパスで検索」より、追加したいコースを検索し、カスタムラーニン
グパスにコースを追加します。（→詳細は次ページにてご紹介します）

詳細は次ページにて
説明

②

③

④
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2-7．グループ：カスタムラーニングパス＜新規作成＞

「コース名・カテゴリ・タイプで検索」する方法をご紹介します。
※全コースの中から自由に組み合わせ、新規にラーニングパスを作成する場合はこちらが便利です

（前頁の①～③まで手順を進めてください）

① 「コース名・カテゴリ・タイプで検索」を選択します。

② 検索ボックス、もしくはカテゴリ、タイプを入力し、「検索」ボタンをクリックします。

③ 追加したいコースをチェックし「コースを追加する」をクリックします。（→P.23へお進みください）

～コース名・カテゴリ・タイプで検索する～

カテゴリ・タイプでも
絞り込み検索が可能です

④

②
③

①

タイプカテゴリ
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2-8．グループ：カスタムラーニングパス＜新規作成＞

GLOBISが作成したラーニングパスで検索する方法を

ご紹介します。
※「GLOBISが作成したラーニングパス」を参考に、新たなラーニングパスを作成する

場合はこちら便利です

①

②

③
④

（P.20の①～③まで手順をすすめてください）

① 「GLOBISが作成したラーニングパスで検索」を選択します。

② 「選択してください」より、参考にしたいラーニングパスを選択し「検索」ボタンを
クリックします。

③ 選択したラーニングパスに使用されているコースが一覧で表示されます。
追加したいコースをチェックし「コースを追加する」をクリックします。（→次ページへ続く）

～GLOBISが作成したラーニングパスで検索する～
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2-8．グループ：カスタムラーニングパス＜新規作成＞

④ 新たにコースを追加したい場合は「追加」ボタンより、コースの並べ替え（=受講者画面での並び順）を行う場合は、

「並べ替え」ボタンを用いて、任意のカスタムラーニングパスを作成します。

⑤ すべてのコース設定が完了しましたら、「公開する」ボタンをクリックします。公開ボタンをクリックしたタイミングで、受講者へ作成した

カスタムラーニングパスが公開されます。（受講者画面の表示サンプルはこちら）

✓ カスタムラーニングパスを受講者へ公開するには上記操作（「公開」設定）が必要です。コース作成時は「非公開」になっており、受講者へ公開され
ていませんのでご注意ください。

✓ 公開時に受講者へメールを送信したり、一度公開したカスタムラーニングパスを編集し改めて「公開」にすることも可能です。
（詳細は編集/削除ページをご参照ください）

④

⑤

コース順番並べ変え 操作画面

※上記表示順に受講者画面へ表示されます
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2-9．グループ：カスタムラーニングパス＜コピー＞

「コピー」機能を用いた作成方法をご紹介します。

① 画面左メニュー「グループ」 を選択後、カスタムラーニングパスを作成したい
グループを選択します。

② 「カスタムラーニングパス」タブから「カスタムラーニングパスの作成」をクリック、
「コピー」をクリックします。

③ 過去に作成したカスタムラーニングパスが表示されますので、引用したい
カスタムラーニングパスの「コピー」をクリックします。

④ 前頁④より、公開設定の手順を進めてください。
②

③

④

※同組織内で作成されたカスタムラーニングパスのみ選択可能です
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2-10．グループ：カスタムラーニングパス＜公開/非公開＞

作成したカスタムラーニングパスの【公開/非公開】設定方法をご紹介します。

※ステータスを非公開から「公開」に変更することで、受講画面にカスタムラーニングパスが表示されます。（初期設定は「非公開」）

※ステータスが「公開済」の場合、ラーニングパスの編集はできません。「非公開」にした上で編集し、再度「公開」設定を行ってください。

① 画面左メニュー「グループ」 を選択後、カスタムラーニングパスが設定されているグループをクリックします。

② 「カスタムラーニングパス」タブより、公開（又は編集）したいカスタムラーニングパスを選択します。

③ -1 カスタムラーニングパスを公開したい場合は、「公開する」ボタンをクリックします。

③ -2 カスタムラーニングパスを非公開にしたい場合は、「ステータスを変更」タブを選択の上、「非公開」をクリックします。

※「受講者にメールで通知する」にチェックを入れ

「公開する」をクリックした場合、公開と同時に該当

受講者にメールにて通知することが可能です。

メールの詳細についてはこちらをご確認ください。

公開中

非公開

③-1

③-2
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非公開

②

2-11．グループ：カスタムラーニングパス＜編集・削除＞

① ステータスが「公開済」の場合は、「ステータスを変更」を選択し「非公開」をクリックします。

② ＜ラーニングパスを編集/削除する場合＞
「ラーニングパス名」と「説明」の編集、ラーニングパス自体の削除が可能です。

③ ＜コースの削除・追加・表示順序を並び替える場合＞
「削除・追加」ボタンより、設定しているコースの追加/変更/削除を行うことが可能です。
「並べ替え」ボタンより、コースの受講順（表示順）を変更することが可能です。

④ コース設定が完了しましたら、「公開する」ボタンをクリックし、コースを再度公開にします。

公開中

※「非公開」設定の場合、受講者の受講画面には表示されません。

作成したカスタムラーニングパスの編集方法をご紹介します。

※前項②まで手順を進めてください

①

③

④
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2-12．グループ：カスタムラーニングパス＜ 受講画面の表示＞

設定したカスタムラーニングパスの受講画面での見え方をご紹介します。

設定されたカスタムラーニングパスは、受講画面上部の「指定ラーニングパス」をクリックすると確認できます。

受講者画面イメージ
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2-13．グループ：カスタムラーニングパス＜ 通知メール＞

カスタムラーニングパスを公開設定した際に、受講者に送信される通知メールの詳細についてご紹介いたし

ます。

■タイトル
GLOBIS｜GLOBIS 学び放題 ラーニングパスが公開・更新されました

■送信者名 ＜送信元アドレス＞
GLOBIS 学び放題事務局 noreply@unlimited.globis.co.jp

※ステータスを「公開」に設定したタイミングで配信されます
※「非公開」後に再度「公開」に設定した場合も、同じ文面のメールが配信されます
※文面の編集はできません

■本文

通知メール

mailto:noreply@unlimited.globis.co.jp
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2-14．グループ：グループ管理者を設定する

「グループ管理者」の設定方法をご紹介します。

①

① 画面左メニュー「グループ」より当該グループを選択後、「グループ管理者」タブを開きます。

② 「追加」をクリックし、追加したいグループ管理者を選択します。

③ 「グループ管理者を追加」ボタンをクリックします。

※組織管理者は、全グループの閲覧が可能であるため一覧には表示されません。設定も不要です。

③

組織管理者：追加・削除 可能 グループ管理者：追加・削除 可能
※招待されたグループのみ

②

①

権限により操作可能な範囲が異なります。
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3．受講者＜受講状況の確認＞

受講者の受講状況を確認する方法をご紹介します。

組織管理者は「受講者」メニューより、グループ管理者は「グループ」メニューよりご確認いただけます。

組織管理者：組織に所属する全受講者
グループ管理者：

招待されたグループに所属する受講者

権限により閲覧可能な範囲が異なります。

※グループ管理者は、招待されたグループに所属して

る受講者情報のみ、確認することができます

【組織管理者】画面 【グループ管理者】画面

受講者のログイン状況（最終ログイン履歴）、受講コース数（受講数、修了数）、総視聴時間を確認することができます。

「受講状態」でデータを絞ることができ、「並び替え項目」で目的に合わせてソートすることが可能です。
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管理者の招待方法についてご紹介します。

権限により操作可能な範囲が異なります。

4‐1．管理者の招待方法について

① 画面左メニューより「管理者」を選択します。

② 「＋管理者の招待」をクリックします。

③ 「メールアドレス」及び「役割と権限」項目を入力し、「招待する」をクリックします。

④ 内容に問題が無ければ、「OK」をクリックします。（招待された管理者に通知メールが配信されます）

①

②

③
④

組織管理者：招待可能 グループ管理者：不可
※閲覧のみ可能

※「グループ管理者」は、
管理者の閲覧のみ可能です
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4‐2．管理者の削除方法について

④

②

管理者の削除方法についてご紹介します。

権限により操作可能な範囲が異なります。

③

組織管理者：削除可能 グループ管理者：不可
※閲覧のみ可能

① 画面左メニューより「管理者」を選択します。

② 管理者リスト画面にて、削除したい管理者にチェックを入れます。

③ 「削除」をクリックします。

④ 内容に問題が無ければ、「OK」をクリックします。 （削除された管理者に通知メールが配信されます）

※「グループ管理者」は、管理者の閲覧のみ可能です

④
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① 画面左メニューより「管理者」を選択します。

② 変更したい管理者の「権限」タブにて変更したい権限にチェックを入れます。※権限については『３．管理者の権限について』を参照ください。

③ 内容に問題が無ければ、「OK」をクリックします。

4‐3．管理者権限の変更方法について

管理者の権限変更の方法についてご紹介します。

組織管理者→グループ管理者に変更

グループ管理者→組織管理者に変更

権限により操作可能な範囲が異なります。

②

③

組織管理者：権限変更可能 グループ管理者：不可
※閲覧のみ可能

※「グループ管理者」は、管理者の閲覧のみ可能です

③
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4‐4．管理者の招待・削除、権限の変更について

➢ 削除権限がある管理者はだれですか？

組織管理者です。グループ管理者は他の管理者を削除できません。 （→権限別の可能な操作についてはこちら）

➢ 削除した場合はどうなりますか？

当該管理者へ削除通知メールが配信されます。

また、受講管理権限が削除されるため、当該組織の管理画面にログイン頂けなくなります。（再招待も可能）

➢ 削除された管理者が作成したグループやカスタムラーニングパスはどうなりますか？

作成者が管理者から削除された場合でも、継続してご利用いただけます。

➢ 間違えて削除してしまった場合はどうしたらよいですか？

再度招待頂くことが可能です。

■ 管理者の招待

■ 管理者の削除

➢ 招待権限がある管理者はだれですか？

組織管理者です。グループ管理者は他の管理者を招待できません。（→権限別の可能な操作についてはこちら）

➢ 招待時に必要な情報は何ですか？

新たな管理者として招待したい方のメールアドレスをご用意ください。

➢ 間違えて招待してしまった場合はどうしたらよいですか？（こちら）

管理画面メニュー「管理者」より、管理者の削除が可能です。

➢ 管理者に招待されたあとの手順はどうなりますか？

招待された方へ通知メールが配信されます。

メール内容に従って、法人ポータル経由で管理画面にログインし手続きを行ってください。
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５．お役立ちツールについて

管理画面のマニュアルや管理者をサポートする各種情報は、左メニューの「お役立ちツール」よりダウンロー

ドすることができます。

詳細ご確認のうえ、ぜひご活用ください
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６．個人設定について

個人設定についてご紹介します。
画面右上に表示されている「氏名」をクリックすると設定メニューが表示されます。

①＜お知らせ＞ 弊社からのお知らせをご確認いただけます。

②＜設 定＞ 管理者向けメールマガジンの配信設定を確認・変更することができます。

③＜CSVダウンロード＞グループ・受講者メニューより作成したCSVのダウンロード画面へ遷移します。

④＜サインアウト＞ ページからログアウトします。

⑤＜所属組織の変更＞表示する組織の切り替えが可能です。 ※複数の組織(E******)に所属している場合にのみ表示されます。

①

②

③

④

⑤
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７‐1．CSVダウンロード＜受講者サマリ・コース別受講履歴・修了コースの履歴＞

「CSVダウンロード」メニューより各種CSVをダウンロードすることができます。

権限によりダウンロード可能な範囲が異なります。

組織管理者：組織に所属する全受講者
グループ管理者：

招待されたグループに所属する受講者

特定の期間を指定してデータをダウンロードしたい場合は、「修了コースの履歴」でダウンロード可能です。（データの詳細はこちらを参照）
※受講データ50万件を超える場合ダウンロードできません。期間を区切ってのダウンロードをお試しください。

① 画面左メニュー「グループ」もしくは「受講者」を選択します。

② 「CSVダウンロード」ボタンより、ダウンロードするファイルを選択します。

③ 「CSVファイルを作成」ボタンをクリックします。 （続きはこちらをご確認ください）

①
②

③
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７‐２．CSVダウンロード＜コース別受講履歴（カスタムラーニングパス）＞

① 画面左メニューよりグループを選択し、確認したいグループを選択します。

② 上部カスタムラーニングパスを選択し、ダウンロードしたいカスタムラーニングパスを選択します。

③ 右上の「CSVファイルを作成」をクリックします。 （続きはこちらをご確認ください）

「CSVダウンロード」メニューより各種CSVをダウンロードすることができます。

権限によりダウンロード可能な範囲が異なります。

組織管理者：組織に所属する全受講者
グループ管理者：

招待されたグループに所属する受講者

①

②

③
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７‐３．CSVダウンロード＜ファイル取得＞

④

⑤

CSVダウンロードのお知らせを
閉じた場合は

右上のメニューから
ダウンロード可能です

④ 画面上部に「CSVダウンロード」の文字が表示されますのでクリックします。

⑤ 作成したファイル横の「ダウンロード」ボタンをクリックします。

※データ量によって「ダウンロード」ボタンが表示されるまで数秒～数十分程度、お時間がかかる場合がございます。

※画面右上のお名前をクリックして頂くと表示されるメニューよりダウンロードページへ移動することも可能です。

ボタンが「作成中」から変わら
ない場合は画面更新（F5）

を実施してください

「受講状況分析シート」では
ダウンロードしたCSVを活用し
詳細を分析することができます
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７‐４．CSVサンプル

■受講者サマリ
最終ログイン日時、受講コース数、修了コース数、総視聴時間などが確認できます。

■コース別受講履歴
各受講者がどのコースを受講したか、進捗率と合わせて確認できます。

一度修了したコースを再度受講すると、「修了日」が新たに追加され、「再受講」と表示されます。

■修了コースの履歴
指定した期間内に修了したデータが抽出されます。

■コース別受講履歴（カスタムラーニングパス）

カスタムラーニングパスに指定された動画の進捗状況を確認できます。
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お問い合わせについて
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１．ログインに関するお問い合わせ

◼ パスワードが分からなくなりました

２．ご受講に関するお問い合わせ

◼ 受講者から開講通知メールが届かないと連絡がありました

◼ 受講者から「受講中にトラブルがあった」と連絡ありました

◼ 正確にはいつまで受講可能ですか？

◼ 動作環境はどこで確認できますか？

◼ 土日又は祝日も開講できますか？

◼ コースリニューアルとはなんですか？

◼ 学習履歴の引継ぎは出来ますか？

５‐１．よくあるお問い合わせ＜目次＞
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５‐２．よくあるお問い合わせ＜ログインに関するお問い合わせ＞

https://business.digital.globis.co.jp

Q.パスワードが分からなくなりました

ログイン画面「パスワードを忘れた方」より、パスワードを再発行頂くことが可能です。
セキュリティー上、サポートセンターではパスワードのご案内を致しておりませんのでご了承ください。

※再設定メールが届かない場合、ご入力頂いたメールアドレスに誤りがある可能性がございます。
今一度ご確認ください。

https://business.digital.globis.co.jp/
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５‐３．よくあるお問い合わせ＜ご受講に関するお問い合わせ＞

Q.受講者から開講通知メールが届かないと連絡がありました。どうすれば良いですか？

以下のページを受講者にご案内ください。

パスワードを再発行することにより、すぐに受講を開始することができます。

https://globis.zendesk.com/hc/ja/articles/115001338453-

パスワード再発行のメールが届かない場合、お申し込み時のメールアドレスに誤りがある可能性がござい

ますので今一度ご確認ください。

Q. 受講者から「受講中にトラブルがあった」と連絡がありました。どうすれば良いですか？

TOP画面（https://digital.globis.co.jp）の最下部「よくあるご質問/お問い合わせ」をご確認ください。

Q. 正確にはいつまで受講可能ですか？

受講期間最終日の23時59分59秒までです。

Q.動作環境はどこで確認できますか？

利用推奨環境（ https://digital.globis.co.jp/environment/ ）にてご確認ください。
視聴確認は（ https://hodai.globis.co.jp/courses/521d47ab) にてご確認ください。

https://globis.zendesk.com/hc/ja/articles/115001338453-
https://digital.globis.co.jp/
https://digital.globis.co.jp/environment/
https://hodai.globis.co.jp/courses/521d47ab
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５‐４．よくあるお問い合わせ＜ご受講に関するお問い合わせ＞

Q.コースリニューアルとは何ですか？

Q.学習履歴の引継ぎは出来ますか？

・過去に同一メールアドレスで受講の履歴がある方は、学習履歴を引継ぐことができます。

・学習履歴の引継ぎ設定は、受講者側で行います。管理者側では行えません。

・引継ぎを行いますと、元の状態には戻せませんのでご注意ください。

・引継ぎ方法は下記FAQとマニュアルをご参考ください。

FAQ：https://globis.zendesk.com/hc/ja/articles/360000286322

受講者マニュアル(P.5～6)http://dg.globis.co.jp/gloho/new_gloho_manual_2.pdf

コースをリニューアルする際に、従来公開していたコースを旧版とし、一定期間公開したのち、非公開と
いたします。非公開となったコースは、ご受講いただけなくなりますのでご留意ください。

Q.土日又は祝日も開講できますか？

土日祝日、年末年始に関わらず開講日としてご指定いただけます。
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５‐５．お問い合わせ先 -操作・システム・動作不具合

▼管理者向けFAQ
▼お問い合わせフォーム

【操作方法、システム、動作不具合に関するお問い合わせ】

操作などに関して不明な点がある場合は、FAQを活用頂く、

もしくは無料のお問い合わせ窓口にて承ります。

https://globis4biz.zendesk.com/hc/ja

https://globis4biz.zendesk.com/hc/ja/requests/new

※問い合わせ時には、企業名・ご担当者名をご記載ください

▼受講者向けFAQ
https://globis.zendesk.com/hc/ja

https://globis4biz.zendesk.com/hc/ja
https://globis4biz.zendesk.com/hc/ja/requests/new
https://globis.zendesk.com/hc/ja
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５‐ 6．お役立ち情報

▼導入成功ガイド

【導入成功のためのお役立ち情報】

「GLOBIS 学び放題」ご導入の設計や、開講中の受講管理や受講促進方法、閉講前後の振り返りまで、

管理者様にお役立ていただける情報を幅広く掲載するポータルサイトです。

管理画面の使い方に関するTipsや企業様のご活用事例・コラムなどをご覧いただけます。

https://hodai.globis.co.jp/corporation/success/

https://hodai.globis.co.jp/corporation/success/
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