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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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1. チームあるいは組織での学習 
　Claris アカデミーでは、個人で学習を進めるだけでなく、チームあるいは組織ぐるみで学習を
進めるための機能を提供しています。 
　Claris アカデミーにおいて「組織」とは、共に学習を進める受講者をまとめる単位です。組織
（親組織）の中に組織（子組織）を設けることもできます。 
　「組織」にはマネージャー（「組織マネージャー」）を設定することができます。組織マネー
ジャーは、自分の組織内の学習状況の統計情報を確認したり、個々の受講者の進捗を確認したり
することができます。 
　また、組織の中で任意のチームを作って、チームメンバーの学習進捗を確認することができる
「チームマネージャー」を設定することもできます。これによって、学習が滞っている受講者に対
してチーム内で迅速にケアをすることが可能となります。 

組織マネージャーおよびチームマネージャーができること 
• 組織あるいはチームのメンバーの現在の受講状況を確認・評価する（2 章） 
• 組織あるいはチームのメンバーに求められるスキルと現在のスキルとのギャップを確認する 
• 組織あるいはチームのメンバーの育成計画を立てる 
• 組織あるいはチームのメンバーのユーザプロファイルを確認する（2.1節） 
• 組織あるいはチームのメンバーに学習コンテンツを割り当てる（3 章） 

1.1. チームあるいは組織のマネージャーを設定するには 
　Claris アカデミーにおいて「組織マネージャー」、「チームマネージャー」を設定するにはまず、
受講者をまとめる単位の「組織」が Claris アカデミーに登録されている必要があります。Claris 
パートナーの会社は既に「組織」として登録されていますが、それ以外の組織（会社）の場合に
は、お問い合わせ窓口までご連絡ください。 

　なお、新しく組織を登録する場合、その組織に属するユーザ（ユーザアカウント）の所属を新
しい組織に変更する必要があります。詳しくは、マネージャーの設定方法と共に Claris アカデ
ミー事務局よりご案内します。 
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1.2. 「組織マネージャー」になるには 
　ある組織の「組織マネージャー」になるためには、Claris アカデミーのユーザ属性に特別の権
限が必要です。この権限を持つユーザは組織内の他のユーザの学習進捗やプロファイル情報を見る
ことができるので、プライバシー確保の観点から、Claris  アカデミー事務局で権限付与します。
ご希望の方は、お問い合わせ窓口まで以下の情報をご連絡ください。 

(1) 組織マネージャーとなる方の氏名、所属 
(2) 組織マネージャーとなる方の Claris アカデミーのユーザ名 

　また、組織マネージャーを設定するために新しく Claris アカデミーで「組織」を登録した場合
は、前述のとおり、その組織に属するユーザ（ユーザアカウント）の所属を変更する必要があり
ます。詳しくは、組織マネージャーの設定の際に Claris アカデミー事務局よりご案内します。 

1.3. 「チームマネージャー」になるには 
　あるチームのチームマネージャーになるためには、組織マネージャーと同様に、Claris アカデ
ミーのユーザ属性に特別の権限が必要です。この権限はを持つユーザはチーム内の他のユーザの学
習進捗やプロファイル情報を見ることができるので、プライバシー確保の観点から、Claris アカ
デミー事務局で権限付与します。ご希望の方は、お問い合わせ窓口まで以下の情報をご連絡くだ
さい。 

(1) チームマネージャーとなる方の氏名、所属 
(2) チームマネージャーとなる方の Claris アカデミーのユーザ名 
(3) チームのメンバーとなるユーザ（受講者）の氏名、所属、Claris アカデミーのユーザ名 

　上記 (3) のチームのメンバーとなる方は、お申し込み時点でわかっている範囲で構いません。 
　なお、チームマネージャーとなる方は、チームメンバーとなる受講者の方々と同じ組織（勤務先
など）の方に限定させていただきます。 

　また、チームマネージャーを設定するために新しく Claris アカデミーで「組織」を登録した場
合は、その組織で管理対象となるユーザ（ユーザアカウント）の所属を変更する必要がありま
す。詳しくは、チームマネージャーの設定の際に Claris アカデミー事務局よりご案内します。 

　チームメンバーは、自分のチームマネージャーをご自身で設定していただきます（1.4 参照）。
チームメンバーの方が直接設定できない事由がある場合は、Claris アカデミー事務局でも設定す
ることができますので、上記 (1) - (3) の情報とともにご連絡ください。 
　なお、あるチームの「マネージャー」は 1 ユーザのみですが、その他のユーザを「代理マネー
ジャー」として設定することも可能です。「代理マネージャー」の設定ができるのは Claris アカ
デミー事務局のみですので、利用を希望される方は上記 (1) - (3) の情報とともにご連絡ください。 
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1.4. チームマネージャーの設定方法（チームメンバー） 
　チームマネージャーは、チームメンバーのユーザ（受講者）が自分で設定します。チームマネー
ジャー側で設定する、つまりチームマネージャーがチームメンバーを指定することはできません。 
　設定したチームマネージャーは、Claris アカデミーのプロファイル画面で「マネージャー」とし
て表示されます。 
 

　具体的な設定方法については、ドキュメント「『Claris アカデミー』の歩き方」の「(2) 画面の
名称と基本設定　 2.2『マネージャー』（上司）の設定」もご参照ください。 

　なお、「組織マネージャー」の方は受講者の側で設定する必要はありません。 

1.5. 「Claris アカデミー」アカウントの一括登録 
　ある組織内で多人数のアカウントを一括して新規登録する必要がある場合は、Claris にて一括
登録することが可能です。本書末尾のお問い合わせ窓口までご連絡ください。 

• プロファイル画面の右の人物マークの右上
の鉛筆マークをクリックし、マネージャー
を設定します。 
• マネージャーが正常に登録されると、右の
人物マークのところにマネージャーとなっ
たユーザの姓名が表示されます。
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2. メンバーの進捗を確認する 
　チームマネージャーはチームメンバーの、組織マネージャーは組織の受講者の受講状況などを確
認することができます。 
　チームマネージャーと組織マネージャーの操作は同じなので、ここからはチームマネージャーの
操作方法を説明します。 

2.1. メンバーについて確認する 
　マネージャーあるいは組織マネージャーになると、メインメニューに「メンバー」項目が表示さ
れるようになります。この「メンバー」からメンバー概要を表示することができます。 
 
1

• チームの「マネージャー」になってい
るユーザには、メインメニューに「メ
ンバー」という項目が表示されます。
クリックすると、「メンバー概要」が
表示されます。 

2 「メンバー概要」 

• マネージャーの場合は直属チームの、
組織マネージャーの場合は組織のメン
バーを、それぞれ一覧することができ
ます。

3
• 「メンバー概要」でメンバーの名前を
クリックすると、そのメンバーの「計
画」ページが表示されます。 
• このページから、メンバーのプロファ
イルなども確認することができます。 
• このページから、他のメンバーの情報
を確認することもできます。
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「メンバー概要」の構成 

2.2. ダッシュボード 
　組織マネージャーあるいはチームマネージャーが利用可能なダッシュボードがある場合は、メイ
ンメニューの「メンバー」で「ダッシュボード」が選択できます。 

　Claris アカデミーでは、現時点ではチームマネージャーがマネージャーダッシュボードを利用可
能になっています。 
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検索ウインドウ 
姓あるいは名でメンバーを検索

→ メンバーの「計画」を表示

→ メンバーの「プロファイル」を表示

→ メンバーの「完了済みラーニング」（「完了」したラーニングコ
ンテンツ）を表示→ メンバーが受講中のコースを一覧表示

→ メンバーが受講中のカリキュラムを一覧表示

→ メンバーのオーダー（受講登録）の履歴を一覧表示

→ メンバーのブックマークコレクションを表示

予定 期限切れ 承認

今後受講する 
バーチャルクラスの
数（Claris アカデ
ミーでは使用しま
せん）

メンバーが設定した
受講終了目標日を 
超過した学習コン
テンツの数

受講承認待ちの 
学習コンテンツの
数（Claris アカデ
ミーでは使用しま
せん）

ラーニングの割当、受講登録

チームあるいは組織の構造 
（組織図）を表示

完了したコースを再度アサイン

チェックリストの割当（Claris  
アカデミーでは使用しません）

チームマネージャーのダッシュボードの例



マネージャーダッシュボード 
　チームマネージャーは、「メンバー」から「ダッシュボード」を選択して、チームの学習状況を
確認することができます。 
　なお、「ダッシュボード」をクリックすると、「アンケートダッシュボード」と「マネージャー
ダッシュボード」の 2 つが選択可能となりますが、このうち「アンケートダッシュボード」につ
いては Claris アカデミーでは使用しません。 
　また、「マネージャーダッシュボード」では、「メンバー登録ダッシュボード」と「チームステー
タス概要」を選択して表示することができます。これらはいずれも、次の節でご紹介する「アナリ
ティクス」でそれぞれ表示することができます。 
 
1

• メインメニューで「メンバー」を選択
し、「メンバー概要」を表示します。 
• 「メンバー概要」が表示された状態で
左側のバーの上から 2 番目のアイコン
（マウスオーバーすると「ダッシュボ
ード」と表示されます）をクリックす
ると、マネージャー用の「ダッシュボ
ード」が表示されます。

2
• 「ダッシュボード」をクリックする
と、「アンケートダッシュボード」と
「マネージャーダッシュボード」の 2 
つが選択可能となります。 
• このうち「アンケートダッシュボー
ド」については Claris アカデミーでは
使用しません。
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3 「マネージャーダッシュボード」 

• 「マネージャーダッシュボード」では
「ダッシュボードを選択」のドロップ
ダウンメニューから次の統計情報を選
択して表示することができます。 
- メンバー登録ダッシュボード 
- チームステータス概要 

• 左の画面イメージは「メンバー登録ダ
ッシュボード」を表示した場合です。
このダッシュボードについては、
「2.3 チームに対するアナリティク
ス」でご紹介します。

4 「マネージャーダッシュボード」 

• 左の画面イメージは「チームステータ
ス概要」を表示した場合です。このレ
ポートについては、「2.3 チームに対
するアナリティクス」でご紹介しま
す。
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2.3. アナリティクス 
　組織マネージャーあるいはチームマネージャーは、チームの学習状況に関する統計処理を実行
し、その結果をレポートとして表示したりダウンロードしたりすることができます。 
　組織マネージャーは組織に属するメンバー全員、チームマネージャーは特定のチームのメンバー
全員のアナリティクスレポートを作成することができます。組織マネージャーとチームマネー
ジャーは、それぞれ異なるアナリティクスレポートを利用します。 

組織およびチームに対するアナリティクス 
　組織あるいはチームに対するアナリティクスレポートを表示するには、まずメインメニューの
「メンバー」から「アナリティクス」を選択し、利用可能なアナリティクスのリストから表示し
たいレポートをクリックします。 
　組織マネージャーとチームマネージャーには、それぞれ異なるレポートのリストが表示されま
す。組織マネージャー、チームマネージャーがそれぞれ利用可能なレポートの種類は、この後の
「利用可能なアナリティクスレポート」節を参照してください。 
　アナリティクスレポートの利用方法は共通です。以下の説明を参照してください。 

1
• メインメニューで「メンバー」を選択
し、「メンバー概要」を表示します。 
• 「メンバー概要」が表示された状態で
左側のバーの上から 3 番目のアイコン
（マウスオーバーすると「アナリティ
クス」と表示されます）をクリックす
ると、マネージャー用の「アナリティ
クス」画面が表示されます。 

※ デフォルトは「最近の表示」となっ
ています。 

2 マネージャー用「アナリティクス」画面 

• 上部左のプルダウンメニューから、一
覧表示するアナリティクスレポートを
選択できます。 
• 上部中央の検索ボックスに単語を入力
し、アナリティクスレポートを検索す
ることもできます。 
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3 マネージャー用「アナリティクス」画面 

• 上部右端で、リスト表示とタイル表示
を切り替えることができます（左の画
面イメージはタイル表示にしたも
の）。 
• 上部右端の「？」ボタンをクリックす
るとこの画面の説明が表示されます。

4
• 各アナリティクスの表示上にマウスカ
ーソルを乗せると、アナリティクスが
選択されて色が変化します。

5
• 選択したアナリティクスをクリックす
ると、実行されて別画面に結果が表示
されます。 
• 左の画面イメージは「チームステータ
ス概要」を表示した場合です。 
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6
• 右上の下向き矢印をクリックすると、
現在表示しているアナリティクスのレ
ポート（PDFファイル）が作成され、
ダウンロードすることができます。

7
• アナリティクスを実行する前にフィル
タ条件の設定が必要なものは、まずそ
の設定画面が表示されます。 
• 「＊」マークが付いた必須条件を設定
すると、「実行」することができるよ
うになります。 
• 「保存して実行」をクリックすると、
設定した条件が保存され、以降は最初
に条件を設定する必要がなくなりま
す。

8
• 保存したフィルタ条件を変更したい場
合は、アナリティクスを一度実行した
後、画面上部の「フィルタ」を表示し
て、条件を再設定することができま
す。
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アナリティクスレポートの定期的なメール送信 
　アナリティクスレポートを 1 回のみあるいは定期的（日／週／月／四半期／時間／年）に、指
定した日時にメールで送信することができます。 
 

9
• アナリティクスの結果からグラフを作
成することもできます。

10
• グラフを作成するには、まず作成する
グラフの種類を選択し、グラフごとに
必要な指標（ディメンション、評価指
標など）を指定します。 
• 左の画面イメージでは「積み重ね棒グ
ラフ」を選択し、「凡例ディメンショ
ン」「軸ディメンション」「評価指
標」を設定しています。

1
• マネージャー用「アナリティクス」画
面でレポート送信したいアナリティク
スレポートの「スケジュール」ボタン
をクリックします。
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2
• 既にスケジュールが追加されている場
合には、検索ウインドウで検索するこ
とができます。 
• 新しくスケジュールを作成するには
「新しいスケジュールを追加する」を
クリックします。

3
• 「名前」欄にこのスケジュール用のわ
かりやすい名前をつけておきます。 
• プルダウンメニュー「頻度」からレポ
ートを送信する頻度（1 回のみあるい
は定期的（日／週／月／四半期／時間
／年））から選択します。 
• 選択した「頻度」によって他の設定項
目が変化します。必要な項目を設定し
てください。 

4
• 送信先として「電子メール」を選択す
ると「終了」欄に任意の電子メールア
ドレスを追加できます。「ユーザ」を
選択すると、Claris アカデミーでのユ
ーザ名を指定することができます。 
• 「サブジェクト」欄とメール本体に適
切なテキストを設定してください。 
• 設定が終わったら、「スケジュール」
ボタンをクリックしてください。
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利用可能なアナリティクスレポート 
　Claris アカデミーでは現在、次のようなアナリティクスレポートを利用することができます。 

5
• スケジュールの登録が終了すると、ス
ケジュール画面に概要が表示されま
す。 
• 鉛筆マークをクリックすると再編集で
きます。 
• 右端の三点マークをクリックすると、
削除／コピー／1回実行のいずれかの
アクションを実行できます。

6
• 登録されたスケジュールと形式にした
がって、アナリティクスレポートが送
信されます。 
• 左の画面イメージでは、レポートが 
PDF 形式で添付されて送信されていま
す。
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組織マネージャーが利用可能な主なアナリティクスレポート
名称 概要

1 組織マネージャー：メンバーの進捗 組織内のメンバーごとに、受講カリキュラム名、パス
名、カリキュラムの完了率、ステータス（取得済み、進
行中、期限切れ、割当済み等）、開始日、取得日等を表
示

2 インサイト：（組織）カリキュラムに対
する完了状況

組織内のメンバーのカリキュラム受講状況を、カリキュ
ラム名およびステータスでグループ化して表示

3 インサイト：（組織）資格認定に対する
完了状況

組織内のメンバーの資格認定受講状況を、資格認定名お
よびステータスでグループ化して表示



チームマネージャーが利用可能な主なアナリティクスレポート
名称 概要

1 インサイト: カリキュラムに対するラー
ニングの完了状況

修了目標日が設定されているカリキュラムについて、指
定した日付範囲内に期日が入っているカリキュラムのス
テータスを確認

2 カリキュラム アクティビティの総合 チームメンバーごとのカリキュラムの受講状況の詳細を
確認

3 コースアクティビティ サマリー: 組織 >
マネージャー > ユーザ

カリキュラムの中のコースごとに、チームメンバーのス
テータスやスコア、試行回数などを取得

4 コース完了の詳細 完了済みのコースの完了日やスコアなどを表示

5 コース完了の詳細: 組織 > ユーザ > 完了
ステータス

チームメンバーごとに、ステータス別のコースを一覧表
示

6 チームステータス概要 「マイチーム」と「チームラーニング」を表示するダッ
シュボード

7 チーム ラーニング チームメンバーに割り当てられている／処理中の／期限
切れのラーニング数を表示

8 チームのコース完了ステータス チームメンバーごとに、ステータス（合格／未評価／延
期）ごとのコースの数を表示

9 マイチーム 直属／非直属チームのサイズとメンバーのメンターの数
を表示

10 メンバーのカリキュラム チームメンバーの受講中のカリキュラムのステータスを
一覧

11 メンバー登録ダッシュボード 「チームのコース完了ステータス」と「メンバー登録レ
コート」を表示するダッシュボード

12 メンバー登録レポート チームメンバーごとの受講中のコースのステータスとコ
ース完了割合を表示

13 受講者別のオファリングモジュールの詳
細

チームメンバーごとの受講中のコースの状況詳細を表示
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3. チームメンバーにカリキュラムを割り当てる 
　マネージャーは、チームメンバーに受講してもらいたいカリキュラムをチームメンバーに割り当
てることができます。 
　Claris アカデミーでは、マネージャーは、1 人あるいは複数のチームメンバーに対して、1 つま
たは複数のカリキュラムをチームメンバーの計画に追加することができます。 
　カリキュラムの割り当ては、メインメニューの「メンバー」から実行します。 

3.1. あるチームメンバーにカリキュラムを割り当てる 
　マネージャーは特定のチームメンバーに対して、1 つまたは複数のカリキュラムを割り当てるこ
とができます。 
 
1

• チームの「マネージャー」になってい
るユーザには「メンバー」という項目
が表示されます。クリックすると、
「メンバー概要」が表示されます。 

2
• 「メンバー概要」画面で、カリキュラ
ムを割り当てたいメンバーの左下のプ
ルダウンメニュー「移動先」から「計
画」をクリックします。 
あるいは、単にこの画面でメンバーの
名前をクリックするだけでも構いませ
ん。
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3
• メンバーの「計画」画面でプルダウン
メニュー「アクション」から「ラーニ
ングの追加」をクリックします。

4
• 選択しているメンバーに対して、カリ
キュラムを計画に追加するための画面
が表示されます。 

• この画面の操作方法は「3.3 カリキュ
ラムを計画に追加する」を参照してく
ださい。
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3.2. 複数のチームメンバーにカリキュラムを割り当てる 
　マネージャーは複数のチームメンバーに対して同時に、1 つまたは複数のカリキュラムを割り当
てることができます。 

1
• メインメニュー「メンバー」をクリッ
クして表示される「メンバー概要」画
面で、右端の「チームアクション」か
ら「ラーニングの割当」をクリックし
ます。

2
• チームメンバーに対して、カリキュラ
ムを計画に追加するための画面が表示
されます。 

3
• 画面下の「ユーザの追加」で、カリキ
ュラムを割り当てる対象のメンバーの
右の「＋」をクリックして選択しま
す。 

• 画面上の「学習項目を選択」の操作方
法は「3.3 カリキュラムを計画に追加
する」を参照してください。
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3.3. カリキュラムを計画に追加する 
　マネージャーは、1 人あるいは複数のチームメンバーに対して、1 つ以上のカリキュラムをチー
ムメンバーの計画に追加することができます。 
 
1

• カリキュラムを割り当てるための画面
を開きます。 
この画面の開き方は、3.1 あるいは 
3.2 を参照してください。 

2
• 割り当てるカリキュラムを検索しま
す。 

• 検索フィールド（「カタログの検索」
と表示されているフィールド）にキー
ワードを入力してカリキュラムを検索
することができます。 
• 検索フィールドに何も入力せずに検索
（虫眼鏡マークをクリック）すると、
すべてのカリキュラムが表示されま
す。

3 • カリキュラムの右端の「＋」をクリッ
クして、割り当てるカリキュラムを選
択します。 

• 一度に 1 つ以上のカリキュラムを選択
することができます。 
• 「期日」フィールドに日付を指定する
と、その期日が修了目標日として設定
されます。 
• 左の画面イメージでは 2 つのカリキュ
ラムが選択されており、うち 1 つのカ
リキュラム（「初級編」）の期日が
「2021/12/25」に設定されていま
す。
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4
• カリキュラムを割り当てるチームメン
バーをまだ選択していない場合
（3.2）は、「ユーザの追加」でメン
バーを選択します。 
• 左の画面イメージでは、メンバーを二
人、選択しています（「部下Tuser」
「部下Tuser2」）。 

• 「計画に追加」をクリックします。 

5
• 割り当てるカリキュラムの確認画面が
表示されるので、「OK」をクリック
します。 

6
• 割り当てたカリキュラムを確認しま
す。 
• 左の画面イメージでは「部下Tuser」
の「計画」画面を表示しています。割
り当てた 2 つのカリキュラム
（「Clairs FileMaker オンライン学習 
初級編」および同「中級編」）が表示
されています。
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7
• このうち「Claris FileMaker オンライ
ン学習 初級編」については、このメン
バーは既にこれを受講中だったので、
進捗（「進捗 8%」）が表示されてい
ます。 
• ただし、「期限」は当初設定されてい
ませんでしたが、今回マネージャーに
よって指定された「2021/12/25」が
反映されています。

8
• 新たに割り当てられたカリキュラムに
ついては、受講登録の確認メールが、
チームメンバーとマネージャー宛に送
られます。 
• 左のメールイメージは、このメンバー
がまだ受講していなかった「Claris 
FileMaker オンライン学習 中級編」
に対する受講登録の確認メールが、チ
ームメンバー（宛先）とマネージャー
（CC）宛に送られたものです。
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4. 通知を受け取る 
　「チームマネージャー」になると、自分のチームの受講者全員の進捗状況をメールで受け取るこ
とができます。また、「組織マネージャー」になると、自分の組織の受講者全員の進捗状況をメー
ルで受け取ることができます。 
　Claris アカデミーでは、現在次の通知を受け取ることができます。 

チームマネージャー 
• 受講者が新規にカリキュラム受講登録したとき 
• 受講者が受講中のカリキュラムを修了したとき 
• 受講者がカリキュラムをキャンセルしたとき 

組織マネージャー 
• 組織のメンバーが新たに Claris アカデミーにサインアップしたとき 
• 受講者が新規にカリキュラム受講登録したとき 
• 受講者が受講中のカリキュラムを修了したとき 
• 受講者がカリキュラムをキャンセルしたとき 

　なお、チームマネージャーおよび組織マネージャーが、特定の受講者あるいはすべての受講者に
関する通知を受け取らないようにすることはできません。また、上記の通知のうち、一部あるい
は全部を受け取らないようにすることもできません。 

※ チームマネージャーあるいは組織マネージャーが受け取る通知の例： 
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5. （ご参考）独自コンテンツを利用する 
　Claris アカデミーでは、組織で作成した学習コンテンツ（独自コンテンツ）を登録して、組織
内で学習を進めることができるサービスを提供しています。 
　このサービスをご利用いただける組織および学習コンテンツは次のとおりです。 

1) 「独自コンテンツ」の種類 
a. 組織内で利用するカスタム App の利用方法や運用に関する説明コンテンツ（動画、ド
キュメント等） 

2) ご利用いただける組織： 
以下のお客様のうち、 Claris にて限定させていただいております（ご利用いただけるお客
様の条件は公開しておりません）。 
a. ボリュームライセンス大口ご契約のお客様の組織 
b. 教育機関、行政機関 

　上記の条件を満たすお客様から Claris アカデミー上で学習を進めたい旨のお申し出があったと
きに、Claris において当該コンテンツの内容を確認させていただき、お客様と Claris とで設定内
容等についてご相談した上で、 Claris にて登録および設定を実施いたします。 
　詳細につきましては、お問い合わせ窓口までご連絡ください。 

※ 「独自コンテンツ」の例： 

/21ページ22



FAQ 
Q1 チームマネージャーの設定ができません。

マネージャーを設定するには、「組織」が Claris アカデミーに登録されていること、および、
Claris によって必要な権限がユーザアカウントに付与されることが必要です。詳しくは、お問い
合わせ窓口までご連絡ください。（1.1 チームあるいは組織のマネージャーを設定するには）

Q2 メインメニューの「メンバー」をクリックしても「メンバー概略」に何も表示されません。

メンバーからチームマネージャーを設定する必要があります。チームメンバーへ設定を依頼して
ください。（1.4 「マネージャー」の設定方法（チームメンバー））

Q3
アナリティクスレポートの送信先にメールアドレスを入力しましたが「スケジュール」ボタンが
押せません。
送信先として「電子メール」を選択し、「終了」欄に送信先とする電子メールアドレスを入力
後、Enter キーを押して受信者リストに追加してください。（アナリティクスレポートの定期的
なメール送信）

Q4 「組織マネージャー」になりましたが、通知メールを受け取らないようにできますか？

申し訳ございませんが、マネージャーおよび組織マネージャーが、特定の受講者あるいはすべて
の受講者に関する通知を受け取らないようにすることはできません。（4.　通知を受け取る）

Q5 あるチームのマネージャーですが、チームメンバーがカリキュラムに受講登録したときの通知メ
ールを受け取らないようにすることはできますか？
申し訳ございませんが、マネージャーおよび組織マネージャーが、特定あるいはすべての通知を
受け取らないようにすることはできません。（4.　通知を受け取る）
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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」内　 フォーム 　よりお問い合わせください。 
 

 

 

CAJ04V3R1

「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 Training Series」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://support.claris.com/s/aaq?language=ja
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