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※本資料の記載内容は上記日付現在のものであり、「Claris アカデミー」の仕様および 
本資料の記載内容は今後変更されることがあります。 

本資料の範囲 
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マニュアル「『Claris アカデミー』の歩き方」の構成 

(1) サインアップとログイン（本書） 
(2) 画面の名称と基本設定 
(3) 研修の受講 
(4) チームの学習状況の確認 

※ 本マニュアルは、Saba Cloud バージョン 55 (U55) の仕様に基づいています。

ii

バージョン 発行日 改訂内容
CAJ01V1R1 2021年10月 初版発行

CAJ01V1R2 2021年11月17日 Clarisアカデミーからの通知メールの差出人アドレス変更に伴う
改訂

CAJ01V1R3 2022年 4月 1日 Saba Cloud バージョン 51 (U51) →52（U52）アップデートに伴
う画像差し替え

CAJ01V2R1 2022年11月30日 Saba Cloud バージョン 53 (U53) →54（U54）アップデートに伴
うブランド名および U/I 変更対応

CAJ01V3R1 2023年 4月20日 Saba Cloud バージョン 54 (U54) →55（U55）アップデートに伴
う U/I 変更対応；モバイルアプリからの 2 次元バーコードよるログ
インについて追記



1. 動作環境 
　サポートしている環境については、以下を参照してください。 

1.1. サポートしているブラウザと OS 

1.2. モバイル環境 
　Android および iOS / iPadOS スマートフォン / タブレット向けの Cornerstone SBX モバイ
ルアプリケーションをダウンロードして利用することができます。 

• Android 7.0 以上 
• iOS / iPadOS 13.0 以降 

1.3. macOS 用 App 
　Apple M1 以降のチップを搭載した Mac（macOS 11.0 以降）では、専用アプリ
（Cornerstone SBX）を App Store からダウンロードして利用することができます。 

Web ブラウザ オペレーティングシステム

Apple Safari 14.0.x or later Mac OS X 10.6.x

Microsoft Edge Windows 10

Mozilla Firefox（最新バージョン）
これらのブラウザをサポートするオペレーティングシステム

Google Chrome（最新バージョン）
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2. セルフサインアップ 
　まず最初に、セルフサインアップして「Claris アカデミー」のアカウントを作ります。 
1 サポートされている Web ブラウザから 

URI: https://manabu.claris.com 

にアクセスします。 

ログインボックスの一番下の「申し込む」
をクリックします。

2 表示された入力欄に必要事項を入力しま
す。 

• 「名」「姓」はあとで変更可能です。 
• 「電子メール」はログイン時のユーザ名
として使います。あとで自分で変更する
ことはできません。 

「私はロボットではありません」をチェッ
クして、「申し込む」をクリックします。

3 認証リンクが入ったメールが 
差出人 

manabu-noreply.claris@sabacloud.com 

より届くのを待ちます。 
本アドレスは送信専用なので、このアドレ
スに返信しないでください。 

4 メールが届いたら、メールに記載された 

認証リンク 

をクリックします。 

※認証リンクの有効期限は60分間です。 
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(*1) パスワードは、以下の条件を満たしている必要があります。 
• 英数字（ラテン文字とアラビア数字）と記号から構成されていること 
• 英字が 2 文字以上含まれていること 
• 少なくとも 1 つの大文字と 1 つの小文字が含まれていること 
• 記号が 1 文字以上含まれていること 

Claris アカデミーから届くメールの注意点 
　認証リンクが入ったメールはメールクライアントによっては「迷惑メールフォルダ」に入ること
があります。ご注意ください。また、メールが「迷惑メールフォルダ」に入ってしまうと、認証リ
ンクがクリックできなくなることがありますので、Claris アカデミーからのメールを「迷惑メー
ルではない」設定をしてください。 
　「迷惑メールフォルダ」内のClaris アカデミーから届いたメールを開いた際に注意喚起文が表
示された場合は、「問題ない」や「安全なメールです」をなどの文言をクリックすると、メール
が「受信トレイ」に移動しリンクが復活します。 

例：ブラウザからGmailにアクセスの場合 

5 メールの認証リンクをクリックすると 
ブラウザにてサインアップ画面が表示され
るので、必要事項を入力して、アカウント
をアクティベートします。 

• パスワード (*1) にはアルファベットと
記号と数字の組み合わせが要求されま
す。 
• 「略歴」欄は入力不要です。

「迷惑メールフォルダ」内に入ったメールの認証
リンクが無効になってしまっています。 
「問題ない」をクリックするとメールは「受信ト
レイ」に移動し、認証リンクが復活します。

「迷惑メールフォルダ」から「受信トレイ」に移
動したメールの認証リンクが復活しない場合は、
メール上部にある「その他」ボタンより「フィッ
シングではないことを報告」を選択すると、認証
リンクがクリックできるようになります。

/ 9ページ3

受信トレイに移動したのに 
リンクがクリックできない…
受信トレイに移動したのに 
リンクがクリックできない…



3. ログイン 
Webブラウザからのログイン方法 

パスワードを忘れた場合： 

1 サポートされている Web ブラウザから 

URI: https://manabu.claris.com 

にアクセスし、 
「ユーザ名」にセルフサインアップ時に 
登録した電子メールアドレスを入力し、 
アクティベート時に設定したパスワードを
入力して、「サインイン」をクリックしま
す。

2 ログインに成功するとホーム画面（ダッシ
ュボード）が表示されます。 

（ホーム画面のデザインは随時変更されま
す。）

 
ログイン画面で「パスワードをお忘れです
か？」をクリックしてください。 
クリックすることにより仮パスワードが
メールで送信されますので、そちらをお
使いいただきログイン後、24時間後に仮
パスワードを変更してください。 

（パスワードを変更できるのは、1 日に 
1 回だけです。）
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モバイルアプリ（Cornerstone SBX）からのログイン方法 
　iOS / iPadOS / Android 用のモバイルアプリ「Cornerstone SBX」を利用して学習を進める
ことができます。モバイルアプリは、App Store (iOS / iPadOS) または Google Play (Android) 
から無料でダウンロードすることができます。 
　モバイルアプリでは、ユーザ名 + パスワードの入力、あるいは、Web ブラウザ上の Claris ア
カデミーで表示される QR コード （二次元バーコード）を使ってログインすることができます。1

iOS / iPadOS / Android 用のモバイルアプリ「Cornerstone SBX」からも利用することができ
ます。 
　なお、モバイルアプリを利用するには、まず Claris アカデミーにサインアップ（ユーザ登録）
しておく必要があります。 

1 ユーザ名とパスワードの入力でログインするに
は、モバイルアプリを起動後、まず「サイト名」
に「manabu.claris.com」を入力して「確定」を
クリックします。

2 「ユーザ名」と「パスワード」の入力欄が表示さ
れますので、ご自身のユーザ名（サインアップ時
に入力した電子メールアドレス）とパスワードを
入力して「サインイン」をクリックします。

3 QR コードでログインするには、モバイルアプリ
を起動後、「QR コードでログイン」をタップし
ます。

 QR コードはデンソーウェーブの登録商標です。1
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4 別途、Web 上で Claris アカデミーにログイン
し、ホーム画面右上のプロファイルメニューの
「ダウンロード」をクリックして、「IOS および 
ANDROID スマートフォン / タブレット向け 
CORNERSTONE SBX モバイル アプリケーショ
ン」を表示します。 

5 右上の「QR コードでログイン」の「QR コード
の生成」ボタンをクリックして、QR コードを表
示させます。

6 モバイルアプリに表示されている枠内に、生成し
た QR コードの表示をスキャンする（枠内に入れ
る）と、ログイン処理が実行されます。 

生成した QR コードは 30 秒間のみ有効です。失
効してしまったら、もう一度生成してください。
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4. その他 
ユーザ登録の削除 
　Claris アカデミーの利用を終了し、ユーザ登録を抹消したい場合は、お問い合わせ窓口まで 
以下の情報をご連絡ください。 

(1) 受講者の氏名 
(2) Claris アカデミーのユーザ名 
(3) Claris アカデミーの利用を終了する日 
(4) Claris アカデミーの利用を終了する理由 
(5) （任意）Claris アカデミーを良くするためのアドバイスがあればお願いします 

　なお、ユーザ情報を削除すると、受講履歴もすべて削除されます。いったん削除したユーザ情
報、受講履歴を復活させることはできません。 
　また、ユーザ登録抹消後、同じメールアドレスで再度ユーザ登録することはできますが、この場
合、以前の受講履歴は引き継がれません。 

　Claris パートナーの会社の方が退職、もしくは Claris パートナー以外の会社に移られる場合に
は、Claris パートナー時に使用していたメールアドレスのユーザアカウントを引き続き使用するこ
とはできません。所属が変わる前にお問い合わせ窓口までご連絡ください。 
　プロファイル画面で「マネージャー」を設定している方が、退職や異動などで現在の組織から
離れる場合にも、お問い合わせ窓口までご連絡ください。
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FAQ 
サインアップ 

ログインとパスワード 

Q1 「Claris アカデミー」はどんなブラウザから使えますか？

Windows では Microsoft Edge、Google Chrome、Mozzila Firefox などが利用できます。 
また、Mac OS では Safari、Google Chrome が利用できます。 
詳しくは、「1.1 サポートしているブラウザとOS」（p.1） 
または次の Cornerstone SBX オンラインヘルプを参照してください。 
https://help.sabacloud.com/sabacloud/help-overview/topics/Supported-Web-
Browsers.html 
なお Internet Explorer 11 はサポート対象外となっております。

Q2 セルフサインアップしたあと、認証リンクが入ったメールが届きません。

メールクライアントによっては「迷惑メール」ボックスなどに入ることがあるため、受信ボック
ス以外に差出人「manabu-noreply.claris@sabacloud.com」からのメールが届いていないかご
確認ください。なお、サインアップ時に間違った電子メールアドレスを登録した場合は、メール
は届きません。間違ったアドレスを登録した可能性がある場合は、お問い合わせ窓口までご連絡
ください。

Q3 間違った電子メールアドレスを登録してしまいました。

お問い合わせ窓口までご連絡ください。

Q4 セルフサインアップ時に登録した情報を変更したいのですが、どうしたらいいですか？

セルフサインアップ時に登録された電子メールアドレスは「ユーザ名」として使用されるため、
ユーザご自身で変更することはできません。 
その他氏名等の情報は、ログイン後「プロファイル」画面でご自身で変更することができます。

Q5 多人数を一度にユーザ登録したいのですが、どうしたらいいですか？

Claris にて一括登録することが可能です。本書末尾記載のお問い合わせ窓口までご連絡くださ
い。

Q1 ユーザ名を忘れました。

「ユーザ名」は、セルフサインアップ時に登録された電子メールアドレスです。もし、セルフサ
インアップ時に送信されたメールが残っているようであれば、その宛先をご参照ください。 
一括登録によりアカウントを作成された場合は、所属されている組織のご担当者様にお問い合わ
せください。

Q2 ユーザ名を変更したいのですが、どうしたらいいですか？

ユーザ名は変更できません。どうしても変更したい事情がある場合は、お問い合わせ窓口までご
連絡ください。

Q3 パスワードを忘れました。
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ユーザ登録の削除 

その他 

ログイン画面で、「パスワードをお忘れですか？」をクリックしていただくことでパスワードが
リセットされ、仮パスワードがメールで送信されます。仮パスワードでログイン後、 24 時間後
に新しいパスワードに変更してください。

Q4 パスワードを変更したいのですが、どうすればいいですか？

ログイン後、プロファイルメニュー（ホーム画面の右上の人物アイコンをクリック）を開き、
「パスワードの変更」をクリックして、新しいパスワードを設定してください。 
なお、パスワードの変更は、前回の変更から 24 時間後に可能となります。

Q1 退会したいのですが、どうしたらいいですか？

たいへん残念ですが、Claris アカデミーの利用を終了し、ユーザ登録を抹消したい場合は、 
お問い合わせ窓口まで以下の情報をご連絡ください。 
(1) 受講者の氏名 
(2) Claris アカデミーのユーザ名 
(3) Claris アカデミーの利用を終了する日 
(4) Claris アカデミーの利用を終了する理由 
(5) （任意）Claris アカデミーを良くするためのアドバイスがあればお願いします

Q2 退社予定あるいは退社した社員のアカウントを削除してほしい。

「Claris アカデミー」上で「組織マネージャー」になっている方、あるいは、Claris パートナー
の責任者の方よりお問い合わせ窓口までご連絡ください。特に、Claris パートナーの社員の方が
退社される場合は、速やかに（できれば退社日前に）ご連絡ください。 
退社予定日がおわかりの場合は、事前にアカウント削除日を設定することができます。

Q1 「Claris アカデミー」について、感想、コメント、要望を送りたい。

ありがとうございます！　次ページをご参照いただき、お問い合わせ窓口までお送りください。
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お問い合わせ窓口： 
Claris アカデミーサイト（ https://manabu.claris.com ）下部にあります 

「お問い合わせ Contact」をクリックして表示されたサイトの 
 フォーム 　よりお問い合わせください。 

 

 

 

CAJ01V3R1

「フォーム」をクリックすると
「お問い合わせフォーム」の 
ページに移行します。 

フォーム下部の 
「All Products」では 
「All other products」を、 
「All Versions」では
「FileMaker Learning」を 
指定していただくと、 
「Claris アカデミー」担当に 
スムーズに連絡されます。

https://manabu.claris.com
https://content.claris.com/manabu-index#ContactUs
https://support.claris.com/s/aaq?language=ja
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