
管理者操作マニュアル

マイナビ サーベイシステム



この度は、＜社会人基礎力診断＞にお申込みいただき、誠にありがとうございます。
本サービスは、サーベイシステムを用いてお客様自ら、受講者登録・受講のご案内など各種操作を行っていただきます。
各操作につきましては、以下のページに記載しておりますので、マニュアルをお読みのうえ設定をお願いいたします。
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サーベイシステムについて
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以下のPC環境で管理・操作をお願いします。

サーベイシステムについて：推奨環境

■サービス推奨環境
O     S：Windows 10
ブラウザ：Chrome最新版、Edge最新版

■CPU：対応OS、ブラウザが正常に動く環境であれば特に制約なし

■メモリ：4GB以上推奨

■ディスプレイ解像度：XGA（1024x768）以上
FHD（1920x1080）推奨

■ネットワーク・通信：以下すべてのドメインへアクセスが可能であること
------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://cognito-idp.ap-northeast-1.amazonaws.com
https://cognito-identity.ap-northeast-1.amazonaws.com
https://kinesis.ap-northeast-1.amazonaws.com
https://kms.ap-northeast-1.amazonaws.com
https://survey-system-back-mynavi.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com
https://*.mynavi.survey-system.net
https://*.back.mynavi.survey-system.net

------------------------------------------------------------------------------------------------------

≪メール通知を利用する場合≫

■メール受信：以下のドメインからのメールを受信できるように設定すること（迷惑メールフィルター等から除外すること）
------------------------------------------------------------------------------------------------------
*@*.mynavi.survey-system.net
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件名：【マイナビ｜サーベイシステム】アカウントを発行しました
上記のメールが届きましたら、ログインIDと仮パスワードでログインしてください。

※仮パスワードには有効期限があります。有効期限が切れた場合は、
他の管理者様もしくはマイナビサーベイ運営事務局に、仮パスワードの
再発行依頼をお願いいたします。再発行手順はP.44 をご確認ください。

【1】ログインID、仮パスワードの確認

サーベイシステムについて：ログインパスワード設定 ＜初回ご利用時のみ＞

【2】パスワードの設定

＜メール文面＞ ＜ログイン画面＞

＜メール文面拡大＞

サーベイシステムに設定いただきましたログインIDとパスワードは次回
以降の診断時にも引き継がれます。

ログイン後、パスワード設定画面が表示されますので、ご希望のパスワードを
設定してください。
※以後、設定したパスワードを用いてログインします。

入力
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※注意※ ＜パスワード設定条件＞
①8文字以上であること
②英字(大文字)・英字(小文字)・記号・数字のうち、
3種類以上使用していること



サーベイシステムについて：管理者画面の見方

＜管理者トップ画面＞

①

②

③

④

①管理者トップ
お申込みいただいた社会人基礎力診断が表示され、過去のお申込については診断レポートがダウンロードできます。

③配信サーベイ一覧
お申込みいただいた社会人基礎力診断が配信待ち、回答中、回答終了の3ステージに分類されて表示されます。

④配信設定
お申込みいただいた社会人基礎力診断に企業情報や回答者情報、回答開始日等の設定を行う際に使用します。

⑤管理者アカウント設定
お申込責任者の方以外に管理を行う担当者がいらっしゃる場合の設定を行います。 ※設定手順はP.41をご確認ください。

お申込いただいた内容が掲載されています

パスワードの変更はこちらからできます

⑤

②アカウント管理
本システムに登録された回答者・管理者情報を一覧で管理できます。メールアドレスなど登録情報の修正手順などはP.42をご確認ください。

5



管理者操作手順

6



サーベイシステムにログイン後、以下の[STEP 01]から[STEP 06]に沿って進めます。

回
答
期
間
前

回
答
期
間
中

回
答
期
間
終
了

納
品

＜管理画面にPDFデータをアップロードしますので、データをダウンロードいただきます＞

＜実施の流れ＞

管理者操作手順：全体の流れ

＜企業情報・回答者情報の入力、回答期間の設定を行います＞

＜設定した期間内に回答が終了するよう、回答状況の確認を行います＞

＜設定した日時にメールが配信され、各回答者が回答できるようになります＞

＜設定した実施内容に誤りがないか確認します＞

＜回答終了について同意がいただけましたら、結果集計に移ります＞

※メールアドレスの登録を行っていない場合、メールは配信されません。
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STEP 01 配信設定
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[STEP 01]では以下の【1】～【6】に沿って設定を行います。

回答対象者宛に送信される回答依頼のメールタイトルと、案内文を作成します。
※ご契約プラン(自己評価のみ or 自己評価＋他者評価)によって異なります。

専用のExcelファイルを使って、回答対象者を登録します。
※回答対象者のメールアドレスの入力（任意）がありますので、予めご準備いただくとスムーズに入力ができます。

＜P.11～13＞

＜P.14,15＞

配信設定

【1】契約サーベイを選択
ご契約いただいた社会人基礎力診断がプルダウンで表示されますので、該当の診断名を選択してください。

＜P.10＞

【2】回答対象者への案内メール作成

【3】回答対象者の登録

【4】回答期間の設定

回答開始日時・回答終了日時の設定を行います。

＜P.16＞

【5】自由記述設問の設定（任意）

【6】配信予約

診断の最後に任意のアンケート設問を追加できます。設問文・回答文ともに1,000文字まで入力できます。

上記【1】～【5】の内容に間違いがないかをご確認いただきます。
問題がなければ回答開始時刻に回答対象者へメールが送信されるように送信予約を行います。

＜P.16＞

＜P.16＞
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管理画面にログイン後、画面左の『配信設定』をクリックし、
設定画面を開きます。

【1】契約サーベイを選択

自動反映

該当のサーベイを選択

『契約サーベイの種類※』を選択すると、サーベイ種類、回答予定人数、
納品予定日が自動で反映されます。
※＜契約サーベイ＞・・お申込みいただきましたプラン名

配信設定：契約サーベイを選択
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【2】回答対象者への案内メール作成

回答者宛の案内メールを作成します。以下の左図がシステム上での画面、右図が実際に回答者宛に送信されるメールです。
＜案内文＞、＜署名＞の設定をお願いいたします。双方ご入力いただきますと次のステップに進むことができます。
次のステップでメールアドレスの登録をしない対象者には、メールは配信されません。

※プレビュー画面上の｛英文字｝記載されている箇所は
登録いただいたデータを自動読み取りいたします。
{{name}} ：回答者名
{{link}}   ：回答URL
{{endAt}} ：回答期間

＜回答者受信メール(自己評価者)＞＜システム設定画面＞

『メールプレビュー』で作成した文面をチェック！

※注意※

※ご契約いただいたプラン(自己評価のみ or 自己評価＋他者評価)によって
設定いただく箇所が異なります

自己評価のみプランの場合

メールアドレスを登録する回答者が誰もいない場合は、
何らかの任意の文字をご記入のうえで次のステップに
お進みください（記入内容は回答者には配信されません）

配信設定：配信メールの設定
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＜システム設定画面＞ ＜自己評価者 受信メール＞

＜他者評価者 受信メール＞

【2】回答対象者への案内メール作成

※ご契約いただいたプラン(自己評価のみ or 自己評価＋他者評価)によって
設定いただく箇所が異なります

配信設定：配信メールの設定

自己評価者宛、他者評価者宛それぞれの案内メールを作成します。以下の左図がシステム上での画面、右図が実際に回答者宛に送信されるメールです。
＜案内文＞、＜署名＞の設定をお願いいたします。双方ご入力いただきますと次のステップに進むことができます。
次のステップでメールアドレスの登録をしない対象者には、メールは配信されません。

※注意※ メールアドレスを登録する回答者が誰もいない場合は、
何らかの任意の文字をご記入のうえで次のステップに
お進みください（記入内容は回答者には配信されません）

他者評価も行い、かつ自身の自己評価に
ついても回答する方には、他者評価者向け
の案内文が適用されます（P.13参照）
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自己評価+他者評価プランの場合

※プレビュー画面上の｛英文字｝記載されている箇所は
登録いただいたデータを自動読み取りいたします。
{{name}} ：回答者名
{{link}}   ：回答URL
{{endAt}} ：回答期間

『メールプレビュー』で作成した文面をチェック！



＜受信メール＞

P.12でご設定いただいた
＜他者評価＞案内文が適用されます

＜自己評価＞用のURLです

＜他者評価＞用のURLです
※複数人評価する場合にはURLが複数存在します。

他者評価も行い、かつ自身の自己評価についても回答する方には、他者評価者向けの案内文が適用されます。

※メールアドレスを登録している対象者のみ
配信設定：配信メールの設定
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自己評価+他者評価プランの場合



【3】回答対象者の登録

変更しない

②Excelファイル『2.入力シート』に必要事項を記入します。

＜自己評価のみ 入力シート＞

＜自己評価＋他者評価 入力シート＞

フォーマットファイルを保存する際には、
ファイル名を変更しないようにしてください。変更すると
アップロードする際にエラーが発生する場合があります。

フォーマット内の固定文言（シート名、列名など）は変更しないでください。

※注意※

※入力後はExcelファイルを任意の場所に保存してください

※ログインIDが重複している場合、Excelファイルのセルが赤で塗りつ
ぶされます。そのまま登録することはできませんので、修正してから登録
してください。

配信設定：回答対象者の登録
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①『フォーマットダウンロード』をクリックし、ファイルをダウンロードします。

変更しない

変更しない

変更しない

※重要※
ログインIDは個人を識別できる符号
(メールアドレス・社員番号など半角
英数字)を使用してください。



【3】回答対象者の登録

③『フォーマットアップロード』をクリックします。

④『アップロード』をクリックし、入力済みのExcelファイルを選択します。

※不備がある場合は下図のようにエラーメッセージが表示されます。

ファイル
を選択

⑤アップロード後、『反映』をクリックします。

配信設定：回答対象者の登録

過去に本システムに登録済みのIDに対して、登録情報が異なる場合は、以下
のように表示されます。そのまま反映をすると、アカウント情報は上書きされます。
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【6】配信予約

設定した内容が間違いないことを確認し、『配信予約』をクリックします。

※重要※
対象社員はExcelファイルに入力したデータを反映しています。
メールアドレスが間違えていると送信されませんので、メール配信対象者
をクリックし、メールアドレスに間違いがないか等の確認を行ってください。

配信設定：回答期間の設定 ～ 配信予約

【4】回答期間の設定

＜回答開始日＞と＜回答終了日＞を選択します。

※重要※
回答者のメールアドレスを登録した場合、ご設定いただいた＜回答開始日時＞
に回答者宛に【2】で設定したメールが送信されます。

【5】自由記述設問設定

16

必要に応じて自由記述設問を設定します。

※注意※
自由記述設問の回答は、診断結果レポートに記載はされません。また回答者が特定
できない仕様となっております。回答の確認方法については、P.39をご確認ください。



STEP 02 配信スタンバイ（実施内容の確認）
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[STEP 02]では[STEP 01]で設定した内容に間違いがないか確認します。

①管理画面より、『配信サーベイ一覧』をクリックします。

②[STEP 01]で設定したサーベイが配信待ちサーベイに蓄積されるので、
該当のサーベイ名をクリックします。

③サーベイ名、回答開始日、回答終了予定日の確認を行います。

登録内容に修正がある場合には『配信中止』をクリックしてください。
配信中止をクリックした場合には、再設定が必要となります。
[STEP 01]に戻り、再設定を行ってください。
登録内容に間違いがないことが確認できましたら設定が完了です。
[STEP 01]で設定した回答開始日時に回答を開始することができます。

※配信完了後、回答者の欄に回答者情報が反映されます。

配信スタンバイ

メールアドレスを登録している対象者には、回答開始日時に『回答URL』が
メールで送信されます。メール文面はP.20をご確認ください。

メールアドレスの登録がない対象者には、回答URLはメールで送信されませ
ん。回答開始日時になったら、『配信サーベイ一覧』のサーベイ詳細画面に
て『リストDL』をクリックし、回答URL・仮パスワードをダウンロードのうえ、管理
者様ご自身で回答対象者にログイン情報を共有いただく必要があります。
詳細はP.22をご確認ください。 18



STEP 03 回答開始（回答案内メール配信）
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回答開始日時になると、[STEP 01]で設定したメールが回答対象者に配信され、回答できるようになります。
※回答対象者にはそれぞれ以下のメールが送信されます。

＜自己評価者＞
回答URL

＜他者評価者・自己評価＋他者評価者＞
回答URL

＜自己評価者・他者評価者共通＞
※サーベイシステムへ新たに登録されたアカウントのみ

※こちらの回答URLより回答してください。

アカウントを発行しました（アカウント発行通知）＋ 『社会人基礎力診断』ご回答のお願い

※ アカウント発行通知は、サーベイシステムへ新たに登録するアカウント限定で送信されます。

回答URLには各人のログインIDが組み込まれており、回答者
それぞれに個別のURLを発行しています。

※注意※

※メールアドレスを登録している対象者のみ回答開始（回答案内メール配信）
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『配信サーベイ一覧』の＜回答中サーベイ＞より対象のサーベイを選択し、配信結果を確認してください。
配信失敗となっている場合は、以下の手順に従って、メールアドレスを修正のうえ再度配信を行ってください。

【1】配信状況の確認

『配信サーベイ一覧』をクリックし、＜回答中サーベイ＞より対象の
サーベイを選択し、詳細画面を表示ます。

【2】回答者情報の修正

配信失敗と表示されていた場合は、P.42の手順に従って『アカウント管理』画面
にて、対象のメールアドレスを修正します。

※サーベイ利用が初めての場合、【アカウント発行通知（P.20）】も配信に失敗
しているため、仮パスワードの再発行が必要です。P.44の手順に従って、仮パス
ワードを再発行してください。

＜配信対象者情報＞の【配信状況】を確認し、配信失敗と表示
されていた場合、メールアドレスの修正が必要です。

【3】『配信サーベイ詳細』からメール再送

『配信サーベイ一覧』をクリックし、＜回答中サーベイ＞より対象のサーベイを選
択し、詳細画面を表示します。

＜配信対象者情報＞から対象者を選択し、『回答URL再送』をクリックすると、
配信メール（回答URL）が再送されます。

回答開始：配信状況の確認・修正 ※メールアドレスを登録している対象者の場合
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回答開始：ログイン情報のダウンロード ※メールアドレスを登録していない対象者の場合

回答開始日時になると回答URLが生成されます。『配信サーベイ一覧』の＜回答中サーベイ＞より対象のサーベイを選択し、
配信対象者のリストをダウンロードのうえ、回答URLや仮パスワードなどを対象者へ必ず別途ご連携ください。

本システムのご利用が2回目以降の場合は、P.45に従って、
『有効期限切れ仮パスワードの再発行(一括)』操作を行ってから、リストをダウンロードしてください。
パスワード変更済みの場合は、仮パスワード欄は空欄となります。

※注意※

※メールアドレスを登録している対象者の情報は、ダウンロードできません。リストにはメールアドレスの登録がないアカウントの情報のみが記載されます。

※メールアドレスを登録してい
ない対象者には赤いアイコン
が表示されています。
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①対象者を選択

②『リストDL』をクリック



回答期間中の進行状況（回答状況）については、サーベイシステム内でご確認いただけます。詳細についてはP.25以降をご参照ください。

回答開始：配信完了通知 ※管理者様のみ

サーベイが配信されると、管理者様に以下の＜配信完了通知＞が届きます。
メールアドレスの登録がない対象者には、【回答URL（P.20）】が通知されていないため、P.22をご確認のうえ別途ご対応ください。
また、メールアドレスの登録がない対象者には、リマインドメールも配信されませんのでご注意ください。
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件名：【マイナビ｜サーベイシステム】アカウントを発行しました
上記のメールが届きましたら、ログインIDと仮パスワードでログインしてください。

【1】ログインID、仮パスワード確認 【2】パスワードの設定

＜メール文面＞ ＜ログイン画面＞

＜メール文面拡大＞

サーベイシステムに設定いただきましたログインIDとパスワードは次回以降の
診断時にも引き継がれます。

ログイン後、パスワード設定画面が表示されますので、ご希望のパスワードを
設定してください。
※以後、設定したパスワードを用いてログインします。

パスワード設定後、自動で回答画面に移動します。
(回答目安時間：15～20分)

入力

＜回答対象者：回答フォームログイン手順＞

※回答対象者向け

※回答URLから、上記
ログイン画面にアクセス
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回答案内メール配信

※注意※ ＜パスワード設定条件＞
①8文字以上であること
②英字(大文字)・英字(小文字)・記号・数字のうち、
3種類以上使用していること



STEP 04 回答状況の確認

25



①管理画面ログイン後、画面左の『配信サーベイ一覧』をクリックします。

② 『回答中サーベイ』内の該当のサーベイ名をクリックします。

回答期間中、管理者画面で回答者の回答状況について確認することができます。

回答率によっておおまかな回答状況がご確認いただけます。
より詳細な回答状況を確認する場合は③に進んでください。

③回答対象者の＜回答済＞＜回答中＞＜未回答＞の状況が確認できます。
※以降、回答中の方も含めて「未回答」と記載します

『リマインダー』をクリックすると、現時点で未回答の回答対象者に対して
回答を促すメールが即時配信されます。(手動アラートメール)

※回答終了日時の7日前、3日前、2日前、1日前には自動でアラート
メールが配信されます。(自動アラートメール)

それぞれの文面例はP.27,28をご覧ください。
※メールアドレスの登録がない対象者には、リマインドメールは配信されません

26

回答状況の確認



＜管理者宛＞ 配信通知メール ＜回答対象者宛＞ リマインドメール文面

未回答者数の確認ができます

リマインダーをクリックした時点
での未回答者に送信します

※メールアドレスを登録している対象者のみ回答状況の確認：手動アラートメール

『配信サーベイ一覧』の詳細画面にて、『リマインダー』ボタンを操作することで以下のメールが配信されます。操作方法はP.26をご確認ください。
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※延長の手続きは
P.31をご確認ください

未回答者数の確認
ができます

＜管理者宛＞ 配信通知メール ＜回答対象者宛＞ リマインドメール文面

※メールアドレスを登録している対象者のみ回答状況の確認：自動アラートメール

回答終了日時の7日前、3日前、2日前、1日前に自動でシステムより、以下のメールが配信されます

28



配信対象者を変更したい場合、以下の手順に従って、配信対象者を編集してください。

①『配信サーベイ一覧』をクリックし、＜回答中サーベイ＞より対象の
サーベイを選択し、詳細画面を表示ます。

②＜配信対象者情報＞より、編集したい対象者を選択し
『配信対象の編集』をクリックします。

◆『削除』
配信対象者から除外することができます。回答済みの場合、回答データ
は削除されますのでお気をつけください。
※本操作では、アカウントは削除されません。

◆『追加』
本システムに登録済みのアカウントの中から配信対象者を追加する
ことができます。アカウントの追加手順はP.46をご確認ください。
※契約情報の人数を超えて、配信対象者を追加登録することは
できません。

回答状況の確認：配信対象者情報の編集

29

③ 『配信対象者編集』画面が開きます。変更したい情報を編集し、『反映』をク
リックします。『反映』を押していない状態でほかの操作をすると、内容が反映され
ませんのでお気をつけください。

※回答URLを送信する際は、＜配信対象者情報＞から対象者を選択し、
『回答URL再送』をクリックしてください。



STEP 05 回答終了の手続き

30



回答終了日時を迎えると、『回答延長』もしくは『回答終了』を選択いただきます。

【1】回答期間終了メールの受信 【2】回答延長、回答終了の選択

管理画面の『配信サーベイ一覧』より回答状況をご確認いただき、
『回答延長』もしくは『回答終了』を選択してください。
※回答終了期限前にご選択いただくことも可能です。

レポートは＜回答終了＞をご選択いただいてから約10営業日後
（土日祝を除いた日数）に、データをアップロードいたします。
延長すると日数に応じて納品が遅れますのでご注意ください。

※注意※

・『回答延長』を選択
回答期間が1週間延長されます。次ページ 【3】回答を延長するをご覧ください。
回答期限の延長は1週間ずつしか延長できません。

・『回答終了』を選択
レポート作成を行います。 次ページ【4】回答を終了する をご覧ください。
『回答終了』を選択いただかないと診断結果レポートの作成が開始されません。

指定した回答終了期日を迎えると、事務局より以下のメールが配信されます。

件名：【マイナビ｜サーベイシステム】回答期間が終了いたしました。
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回答終了の手続き



【3】回答を延長する

【2】で『回答延長』を選択すると回答期間が1週間延長されます。
※延長後の回答終了日が表示されますので、
問題がないことをご確認のうえ、『延長』をクリックしてください。

【4】回答を終了する

【2】で『回答終了』を選択すると以下メールが管理者様宛に配信されます。
※納品の準備が整いましたら別途メールでご案内いたします。[STEP 06]へ

回答期間を延長された場合は、納品日も延長されます。

※注意※
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回答終了の手続き



STEP 06 診断結果レポートの確認(納品)
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診断結果レポートがアップロードされると、管理者様に以下メールが配信されます。
以下の手順で診断結果をご確認ください。

【1】メールを確認し、管理画面へログインする 【2】診断結果をダウンロードする。

①～③のいずれかの方法で診断結果のダウンロードをお願いいたします。

①管理画面からダウンロードする。

＜契約情報＞欄にお申込みいただいたサーベイが表示されています。
ご回答いただいたサーベイのレポート欄の『ダウンロード』より、
診断結果のデータをダウンロードしてください。

件名：【マイナビ｜サーベイシステム】診断結果レポートのご案内
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診断結果レポートの確認（納品）



②配信サーベイ一覧からダウンロードする。

＜回答終了サーベイ＞欄に回答が終了したサーベイが表示されています。
ご回答いただいたサーベイのレポート欄の『ダウンロード』より、診断結果の
データをダウンロードしてください。

③個々の配信サーベイからダウンロードする。

＜回答終了サーベイ＞欄に回答が終了したサーベイが表示されています。
該当のサーベイ名をクリックいただき、『レポート一括ダウンロード』より、
診断結果のデータをダウンロードしてください

診断結果の一括ダウンロードは、①～③のいずれの方法であっても管理者様のみ操作可能です。
回答者へ個人レポートを公開したい場合は、P36～38に沿って『レポート公開設定』をお願いいたします。

※注意※
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診断結果レポートの確認（納品）



【1】レポート公開を設定をする。

②『レポート公開設定』のボタンを押してください。

※レポート公開

①＜回答終了サーベイ＞欄に回答が終了したサーベイが表示されています。
レポート公開を設定したいサーベイを選択してください。

36

管理者は、回答者へ個人レポートを公開することが可能です。

診断結果レポートの確認（納品）



管理者は、回答者へ個人レポートを公開することが可能です。

対象選択欄にチェックを入れて、『レポート送信』のボタンを押すと、
『閲覧可』にした回答対象者に、レポート公開のメールが送信されます。

※チェックを入れないと、 『閲覧可』にした回答対象者に通知メールは送信されません。

③＜レポート公開設定＞欄に回答対象者（他者評価者／自己評価者）が
表示されています。
右側のレポート閲覧可否欄から、『閲覧可』を選択してください。
（『閲覧不可』にすると、回答者へ個人レポートを非公開にできます。）

【2】レポート公開を、回答対象者に通知

・自己評価者は、自身の個人レポートのみ、閲覧が可能です。
・他者評価者は、評価をした対象者の個人レポートのみ、閲覧が可能です。
・自己評価者／他者評価者ともに、他の回答対象者の
個人レポートは閲覧することができません。

※注意※

※全員に閲覧不可にしたい場合は、右上の『全て閲覧不可』を選択してください。 メールアドレスを登録している対象者のみ、通知メールが送信されます。
メール文面は、P.38をご確認ください。

メールアドレスの登録がない対象者には、通知メールは送信されません。
回答いただいた自身の回答URLにログインいただくと、『レポート表示』のページが
表示されます。自身の回答URLにログインし、閲覧いただくよう、周知をお願いい
たします。
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※レポート公開診断結果レポートの確認（納品）



閲覧可にした回答対象者は、各回答URLから個人レポートを確認することが可能です。

【2】診断結果をダウンロードする。
以下の『レポート表示』ボタンから、PDFで診断結果が表示されます。

【1】回答対象者に、レポート公開のメールが届く。
件名：
【マイナビ｜サーベイシステム】『社会人基礎力診断』レポートが公開されました。
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※レポート公開診断結果レポートの確認（納品）



配信設定時に追加した自由記述設問の回答一覧は、以下の手順でダウンロードできます。

【1】『配信サーベイ一覧』をクリックする 【3】回答一覧をダウンロードする。

【2】配信サーベイ詳細画面を表示する

＜回答終了サーベイ＞より対象のサーベイを選択し、詳細画面を表示ます。

配信サーベイ詳細画面の『自由記述回答ダウンロード』をクリックし、回答結
果のデータをダウンロードしてください

自由記述設問の回答一覧には、IDや氏名、メールアドレスなど
の個人情報は記載されません。自由記述の回答内容のみダウ
ンロードすることができます。

※社会人基礎力診断の設問内容は開示しておりません。

※注意※

※自由記述設問の回答一覧
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診断結果レポートの確認（納品）



その他の操作
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複数の担当者でメール配信・回答確認を行う場合、管理者アカウントを追加することができます。
以下の手順に従って、管理者アカウントを発行してください。

【1】ログイン後『管理者アカウント管理』をクリックする。

枠を増やしたのち、追加したい担当者の情報を入力し、『反映』をクリック
してください。
※『反映』を押していない状態でほかの操作をすると、内容が反映されま
せんのでお気を付けください。

【3】追加完了【2】 を押し、入力欄の枠を増やす。

※反映が終了すると、以下の通り表示されます。

処理が完了すると、新たに管理者が追加されます。

この画面では管理者アカウントの追加と削除を行うことがで
きます。管理者アカウントのメールアドレスの変更は、アカ
ウント管理画面（P.43）から行ってください。

※注意※

管理者アカウントの追加
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本システムに登録された回答者・管理者のアカウントを一覧で管理・編集することができます。また、仮パスワードの再発行（パスワードのリセット）
や、回答者アカウントを追加・削除することができます。

アカウントの管理

＜アカウント管理画面＞

③期限切れ仮パスワードの一括再発行
配信中の診断サービスの対象者に選択されており、かつ『仮パスワードの有効期限が切れている』アカウントに対して、一括して新しい仮パスワードを発行する
ことができます。メールアドレスの登録がある場合、新しい仮パスワードの通知が配信されます。

④回答者の追加・削除
回答者アカウントを追加することができます。管理者アカウントの追加はP.41をご確認ください。アカウントを削除した場合、元に戻すことはできません。

⑤アカウント一覧のダウンロード
選択したアカウントの一覧をダウンロードすることができます。ダウンロードできる項目は、ID・氏名・メールアドレスです。

ID、氏名、メールアドレスでの検索、並び替えができます

①アカウント情報の詳細表示・編集
アカウントの氏名・メールアドレスを編集することができます。また、過去に配信対象になった診断サービスの履歴を確認できます。

②仮パスワードの再発行
選択したアカウントのログインパスワードをリセットし、仮パスワードを再発行できます。メールアドレスの登録がある場合、新しい仮パスワードの通知が配信されます。

①

②

③

④

④⑤
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本システムに登録された回答者・管理者のアカウントを一覧で管理・編集することができます。氏名とメールアドレスのみ編集可能です。
以下の手順に従って、アカウント情報を編集してください。

【1】ログイン後『アカウント管理』をクリックする。

アカウント情報の詳細表示・編集

アカウント管理画面を表示します。

【2】編集したいアカウントをクリックし、詳細を表示する。

ログインID、氏名どちらかをクリックすると、以下の通り詳細が表示されます。

修正したい情報を上書きし、『反映』を選択してください。
※『反映』を押していない状態でほかの操作をすると、内容が反映され
ませんのでお気を付けください。

【3】編集完了

処理が完了すると、情報が更新されます。本操作による本人への通知
は行われません。

※変更内容と注意事項を確認し、問題なければ『OK』を選択します。

管理者アカウントを追加する場合は、管理者アカウ
ント追加画面より行ってください。操作手順はP.41を
ご参照ください。

※注意※
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本システムに登録された回答者・管理者アカウントのログインパスワードを初期化し、仮パスワードを再発行することができます。仮パスワードを
紛失した場合などには、以下の手順に従って、仮パスワードを再発行してください。

【1】ログイン後『アカウント管理』をクリックする。

【2】仮パスワードを再発行したいアカウントに対して
『仮PW再発行』をクリックする。

※メールアドレスの登録がない場合は、メールは送信されません。
『配信サーベイ一覧』の対象サーベイ詳細画面から、リストを
ダウンロードすることができます。
詳細はP.22をご確認ください。

パスワードをご自身で変更している場合でも、本操作に
よりパスワードがリセットされますのでご注意ください。

※注意※

仮パスワードの再発行（パスワードの初期化）

【3】再発行完了

メールアドレスの登録がある場合は、対象者に仮パスワードの
通知が配信されます。

＜メールイメージ＞

アカウント管理画面を表示します。

※以下の通り確認画面が表示されるので、『OK』を選択してください。

【マイナビ｜サーベイシステム】仮パスワード発行

マイナビ研修が提供するサーベイシステムより、
仮パスワードを発行いたしました。

ログインID ：k10000

仮パスワード：wXfl2EGZ

※仮パスワードの有効期間は60日です。

no-reply@xxxxx-survey-system.net

To自分
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配信中サーベイの回答対象者であり、かつ『仮パスワードの有効期限が切れているアカウント』に対して、一括して新しい仮パスワードを発行す
ることができます。

【1】ログイン後『アカウント管理』をクリックする。

【2】『仮PW一括再発行』をクリックする。

配信中の診断対象になっていない場合は、一括再
発行の対象にはなりません。
仮パスワードには有効期限があります。

※注意※

有効期限切れ仮パスワードの再発行（一括）

アカウント管理画面を表示します。

※メールアドレスの登録がない場合は、メールは送信されません。
『配信サーベイ一覧』の対象サーベイ詳細画面から、リストをダウンロード
することができます。詳細はP.22をご確認ください。

【3】再発行完了

メールアドレスの登録がある場合は、対象者に仮パスワードの通知が配信
されます。

＜メールイメージ＞

【マイナビ｜サーベイシステム】仮パスワード発行

マイナビ研修が提供するサーベイシステムより、
仮パスワードを発行いたしました。

ログインID ：k10000

仮パスワード：wXfl2EGZ

※仮パスワードの有効期間は60日です。

no-reply@xxxxx-survey-system.net

To自分

※以下の通り確認画面が表示されるので、『OK』を選択してください。

45



回答者アカウントを追加することができます。

【1】ログイン後『アカウント管理』をクリックする。

管理者アカウントを追加する場合は、管理者アカウ
ント追加画面（P.41）より行ってください。

※注意※

回答者アカウントの追加

【2】『追加』を押し、入力欄の枠を増やして、アカウント情報
を入力する。

アカウント管理画面を表示します。

枠を増やしたのち、追加したいアカウント情報を入力し、『反映』を選択してください。
※『反映』を押していない状態でほかの操作をすると、内容が反映されませんので
お気を付けください。

※メールアドレスの登録がない場合は、メールは送信されません。
『配信サーベイ一覧』の対象サーベイ詳細画面から、リストをダウンロード
することができます。詳細はP.22をご確認ください。

【3】アカウント追加完了

メールアドレスの登録がある場合は、対象者にアカウント発行通知が配信
されます。

＜メールイメージ＞

【マイナビ｜サーベイシステム】サーベイシステム『Survey System
アカウント』本登録依頼

マイナビサーベイシステム 運営事務局でございます。

あなたはマイナビサーベイシステムに招待されております。内容をご確認の上、
本登録をお願いいたします。

以下のアカウントがあなたのアカウントです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ログインID ：miyamoto.marina.fd+test7@mynavi.jp
仮パスワード：1z92pFpe
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※仮パスワードの有効期間は60日です。

no-reply@xxxxx-survey-system.net

To自分

※配信中サーベイの回答サイトURLを配信するには、別途操作が必要
です。P.29に従って、回答者情報の編集とメール送信を行ってください。
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回答者・管理者アカウントを削除することができます。

【1】ログイン後『アカウント管理』をクリックする。

回答者・管理者アカウントの削除

【2】削除したい対象にチェックをし、『削除』をクリックする。

アカウント管理画面を表示します。

全選択のチェックボックスを
クリックすると、すべてのアカ
ウントに対して一括でチェッ
クの付け外しができます。

チェックボックスをクリックす
ると、アカウントごとにチェッ
クの付け外しができます。

削除をクリックすると以下の通り表示されます。
内容確認し、処理を続ける場合は『OK』をクリックします。
処理を中断する場合は『キャンセル』をクリックしてください。

この時点では、まだ削除は完了していません。
次ページに続きます。 47



一度アカウントを削除すると、元に戻すことはできません。回答済みデータも削除されますので、ご注意ください。
集計済み、納品済みの診断結果レポートファイルは削除されません。
また、削除された対象者は、システムのログイン及び、診断への回答、診断結果レポートの閲覧ができなくなります。

※注意※

回答者・管理者アカウントの削除

【４】アカウント削除完了

処理が完了すると、アカウントは削除されます。

【3】『反映』をクリックする。

『削除』をクリックしても、まだアカウントは削除されません。
『反映』を押していない状態でほかの操作をすると、内容が反映されませんのでお気を
付けください。

※以下の通り確認画面が表示されるので、『OK』を選択してください。
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本システムに登録された回答者・管理者のアカウントの一覧をダウンロードすることができます。

【1】ログイン後『アカウント管理』をクリックする。

※仮パスワードや回答URLは『配信サーベイ一覧』のサーベイ
詳細画面から、リストをダウンロードすることができます（ダウン
ロードは、配信対象になっていて、かつ、メールアドレスの登録
がないアカウントに限ります）。
詳細はP.22をご確認ください。

アカウント一覧のダウンロード

【2】対象を選択し、『リストDL』をクリックする。

【3】ダウンロード完了

選択されたアカウントの一覧がダウンロードされます。
ID・氏名・メールアドレスのみダウンロードすることができます。

対象者のチェックボックスをクリックすると、チェックの付け外しができます。
全選択のチェックボックスをクリックすると、すべてのアカウントに対して一括でチェックの
付け外しができます。

アカウント管理画面を表示します。
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よくあるご質問

＜お問い合わせ先＞ マイナビ サーベイシステム 運営事務局

TEL:03-6628-5111

Eメール：kk.surveysystem@mynavi.jp

よくあるご質問に関しては、リンク先をご利用ください。

＞社会人基礎力診断 FAQはこちら

50

その他ご不明点等がございましたら、以下お問い合わせ先までご連絡ください。

＜社会人基礎力診断＞サーベイマニュアル 202210改定

https://hrd-mynavi.viewer.kintoneapp.com/public/a7419dfbc35b9c3cfdc4240969ade8ae#/1/additionalFilters/%255B%257B%2522with%2522:%2522and%2522,%2522field%2522:%2522%25E5%2595%258F%25E5%2590%2588%25E3%2581%259B%25E7%25A8%25AE%25E9%25A1%259E%2522,%2522sign%2522:%2522in%2522,%2522value%2522:%255B%2522%25E7%25A4%25BE%25E4%25BC%259A%25E4%25BA%25BA-6.%25E9%2580%25B2%25E6%258D%2597%25E7%25AE%25A1%25E7%2590%2586%2522%255D%257D%255D

