
SynchRoid ポータル ユーザガイド 

はじめに 

SynchRoid ポータルは、SynchRoid の利用マニュアルの閲覧やダウンロード、FAQ の閲覧、e-learning や検定試験

の申込等ができる SynchRoid を有効活用していただくためのサイトです。 

本ガイドは、SynchRoid のお客様向けに、SynchRoid ポータルをスムーズにご利用頂くことを目的としております。 

 

ログイン後の画面 

SynchRoid ポータルへログインすると、下記のような画面が表示されます。 

ログイン後のトップページでは、お知らせの確認や Synchriod に関する動画、ソフトバンクで提供している RPA サ

ービス情報の閲覧、お問い合わせ等をしていただけます。 

 

 

SynchRoid ポータル ログイン後の画面 

（個別アカウントの場合の画面です。「e-learning」「検定試験」はご契約されている場合のみ表示されます。） 

 

また、画面上部に表示されている①～⑦のメニューを選択することで、以下のサービスをご利用いただけます。 

 メニュー名 説明 

①  マニュアル SynchRoid の利用マニュアルを閲覧・ダウンロードできます。 

②  動画 RPA活用事例の動画を閲覧できます。 

③  よくある質問 SynchRoid に関する FAQ を閲覧できます。 

④  お問い合わせ 新規のお問い合わせができます。 

⑤  e-learning e-leaning の受講や修了証のダウンロードができます。 

⑥  検定試験 検定試験の予約や合格証のダウンロードができます。 

⑦  ダウンロード ベーシックパックおよびライトバック用のインストーラーをダウンロードできます。 

⑧  お客様情報照会 お客様情報を確認できます。 

 

次のページより、各メニューのご利用方法を説明します。 

  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 
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①マニュアル 

「マニュアル」画面では、SynchRoidの利用マニュアルの閲覧やダウンロードができます。 

 

「マニュアル」画面 

 

(1) キーワードを入力し、全文またはマニュアル名を検索できます。 

※検索後の画面は下図を参照してください。 

(2) マニュアルが表示されます。最初はカテゴリのみが表示されます。「開く」「閉じる」ボタンを選択することにより、全マニュ

アル表示・カテゴリのみ表示の切替ができます。 

※全マニュアル表示画面は、次ページの図を参照してください。 

(3) マニュアルの更新・追加状況が確認できます。 

(4) 過去にプレビューしたマニュアル名が表示されます。 

 

 マニュアル検索後の画面説明 

 
「マニュアル検索後」画面 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(2) 

(1) 
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(1) 検索条件に該当したマニュアルが表示されます。 

(2) 「×」ボタンをクリックすると検索条件がクリアになり、全マニュアルが表示される前ページのマニュアル画面に戻ります。 

 

【注意事項】 

 キーワードを入力する際は、キーワードの途中で切らずに正確に入力してください。 

  （例）「Design」を検索したい場合、「Desi」というように途中で切らず、「Design」と入力。 

 StepAction名はカタカナではなく、アルファベットで検索してください。 

 

 マニュアルのプレビューとダウンロード 

 

「全マニュアル表示」画面 

 

(1) 「プレビュー」ボタンを選択すると、マニュアルのプレビューが表示されます。 

(2) 「ダウンロード」ボタンを選択すると、マニュアルがダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

(1) (2) 
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②動画 

「動画」画面では、RPA に関する動画を閲覧できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「動画」画面 

 

(1) キーワードを入力し、対象動画を検索できます。 

※検索後の画面は次頁を参照してください。 

(2) カテゴリキーワード選択肢し対象動画を検索できます。 

(3) 最新動画についての情報が掲載されます。 

※最新動画情報をクリックすると動画再生画面に遷移します。 

 

【注意事項】 

 キーワードを入力する際は、キーワードの途中で切らずに正確に入力してください。 

  （例）「ソフトバンク」を検索したい場合、「ソフト」というように途中で切らず、「ソフトバンク」と入力。 

(1) 

(2) 

(3) 
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●動画検索後の画面説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「動画検索後」画面 

 

(1) 動画一覧の並び順を「最新順」、「閲覧数の多い順」に変更することができます。 

(2) 「動画タイトル」、「動画画面」、または事例概要欄の下部にある「詳しく見る」を選択すると、動画再生画面が 

表示されます。 

※動画再生画面は下記を参照してください。 

 

●動画再生の画面説明 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「動画再生」画面 

 

(1) 各動画のあらすじと目次がご覧いただけます。 

(2) 検索条件に該当する他対象動画が一覧で表示されます。 

(1) 

(2) 

(2) 

(1) 
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③よくある質問 

「よくある質問」画面では、SynchRoid に関する FAQ を閲覧できます。 

 
「よくある質問」画面 

 

(1) カテゴリ検索ができます。各カテゴリを選択すると、指定したカテゴリに分類される FAQが一覧表示されます。 

「全て」を選択すると、FAQが全件表示されます。 

(2) キーワード検索ができます。「詳細検索」を選択すると、カテゴリやタグを指定して検索することができます。 

※詳細検索については、次ページ「詳細検索」を参照してください。 

(3) よく使われるキーワードが表示されます。いずれかのキーワードを選択すると、(2)の入力枠にキーワードが入力され、

簡単に検索することができます。 

※キーワードを複数選択することで、AND検索もできます。 

※「一覧はこちら」を選択すると、さらに複数のキーワードが表示されます。 

(4) 新着の FAQが表示されます。各 FAQ を選択すると、FAQ の詳細を確認できます。 

(5) お気に入りに登録した FAQが表示されます。各 FAQ を選択すると、FAQ の詳細を確認できます。 

※お気に入りの登録方法は次ページ「FAQ詳細の画面説明」を参照してください。 

(6) 閲覧数が多い FAQ がカテゴリ毎に TOP３まで表示されます。 

 

  

(3) (1) 

(2) 

(4) 

(5) 

(6) 
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 詳細検索 

 

「詳細検索」画面 

 

(1) FAQ のカテゴリを指定して、絞り込み検索ができます。「＋」ボタンを押すと表示されるカテゴリを選択することで、より

細かいカテゴリも指定できます。 

(2) FAQ のタグを指定して、絞り込み検索ができます。キーワード検索、タグ検索、カテゴリ検索は同時にできます。 

 

 FAQ詳細の画面説明

 

「FAQ詳細」画面 

 

(1) FAQ が役に立ったと思われた場合は、「この FAQ を評価」をクリックしてください。 

(2) 表示されている FAQ をお気に入りに登録できます。 

(3) 表示されている FAQの URL をコピーできます。 

(4) 検索結果一覧に戻ります。 

(4) 

(1) (2) (3) 

(1) (2) 
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④問い合わせ 

 SynchRoidご利用中にご不明な点等ございましたら、本画面からお問い合わせください。 

 
「問い合わせ」画面 

 

(1) お問い合わせ目的を以下のプルダウンより選択します。 

 ご契約の内容の変更・オプションの追加 

 仕様について 

 設定について 

 サービス全般について 

 その他 

(2) 具体的な内容・貴社名・ご担当者様名・ご担当様メールアドレス・メールアドレス確認用を入力します。 

(1) 

(2) 
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⑤e-learning 

「e-leaning」画面では、e-leaningの受講や修了証のダウンロードができます。 

※こちらの画面は、e-learning ご契約者様のみご覧いただけます。 

 

「e-learning」画面 

 

※「e-learning」の受講手順については、「e-learning受講ガイドラインはこちら」から、別紙「e-learning・検定試験

ガイドライン」を参照してください。 

 

 

⑥検定試験 

「検定試験」画面では、検定試験の予約や合格証のダウンロードができます。 

※こちらの画面は、検定試験のご契約者様のみご覧いただけます。 

 

「検定試験」画面 

 

※「検定試験」の受検手順は、「検定試験の受験ガイドラインはこちら」から、別紙「e-learning・検定試験ガイドライ

ン」を参照してください。 
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⑦ダウンロード 

「ダウンロード」画面では、インストーラーをダウンロードできます。 

※「ダウンロード」にカーソルを合わせると、ご契約内容に合わせたインストーラーが表示されます。 

 

SynchRoid ポータルのログイン後の画面 

 

 

本ガイドでは、ベーシックパック用のインストーラー画面を用いて説明します。 

 

「ダウンロード」画面（ベーシックパック用） 

 

 

(1) インストール対象を確認し、「ダウンロード」をクリックして該当するインストーラーをダウンロードします。 

 

※インストール手順は、「マニュアルはこちら」から別紙「【スタートアップ】インストールマニュアル」を参照してください。 

  

(1) 
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⑧お客様情報照会 

ライセンス情報や e-learning・検定試験の有効期限等を確認できます。 

 

SynchRoid ポータル ログイン後の画面 

 

(1) 「  」ボタンにカーソルを合わせて「お客様情報照会」を選択すると、お客様情報を確認できます。 

 

各アカウントで表示されるお客様情報は、以下の表をご確認ください。 
 

項目 共有アカウント 個別アカウント 

お名前 ご契約者名 個別ユーザー名 

会社名 ご契約企業名 ご契約企業名 

メールアドレス ご契約者メールアドレス 個別ユーザーメールアドレス 

アカウント名 共有アカウント ID 個別アカウント ID 

ライセンス１ ご契約ライセンス ご契約ライセンス 

ライセンス１有効期限 ライセンスの有効期限 ライセンスの有効期限 

ライセンス２ 同上 同上 

ライセンス 2有効期限 同上 同上 

オプションサービス有効期限

（e-learming/検定試験） ー 

e-learming の受講期限 

または検定試験の 

予約期限 

検定試験受験履歴 ー 受験した検定試験の履歴 

 

【SynchRoid ポータルをご利用になる上での注意事項】 

 アカウントは、共有アカウントと個別アカウント（e-learming /検定試験専用）の 2種類があります。 

 e-learming受講及び検定試験の予約、履歴確認は個別アカウントにてご利用ください。 

 パスワード変更等のご連絡はご登録のメールアドレスに届きますので、ご注意ください。 

 

(1) 
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改訂履歴 

版数 作成日 改定内容 

第１版 2018/4/2 初版作成 

第 1.1版 2018/4/23 ②「動画」を動画画面リニューアルに伴い修正 

・「動画」機能説明について修正 

・「動画」画面説明を追記 

・「動画検索後」画面説明を追記 

・「動画再生」画面説明を追記 

   

   

 

 


