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予約方法１
講師を選んでから予約する

予約・キャンセル方法マニュアル もくじ
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予約方法２
希望日時を選んでから予約する

予約をキャンセルする

講師にメッセージを送る

過去のレッスン履歴を確認する

フランス語レベルの評価を確認する

レッスンの感想、講師の評価を投稿する

レッスンの受講感想を投稿する

領収書発行方法
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講師のスケジュール更新のお知らせメールを受け取る21

▶このページを見る



① http://ensemblefr.com（WEBサイトTOPページ）の
ログイン画面にて

「ユーザID」「パスワード」を入力します。

予約方法１

講師を選んでから予約する
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ユーザID・パスワードを入力

［新規予約］をクリック

② 左側の［新規予約］ボタンを１回左クリックします。



③「レッスン予約画面」が表示されます。

最初にレッスン予約をする場合
必ず「お住まいの国・時差」を設定して下さい。

※日本にお住まいの方へ。
日本はサマータイム導入国ではありませんので
時差設定は行わないでください。
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お住いの国・時差を設定

［選択］をクリック

④ ご希望の講師を決めて、右側にある
［選択］ボタンを１回左クリックします。



⑤ 講師のプロフィールが表示され
下の方にスクロールすると、
講師の週間スケジュールが表示されます。
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［予約する］をクリック

⑥ ご希望の日時を選び
［予約する］ボタンを１回左クリックします。

中央のプルダウンをクリックすると
翌週、翌々週のスケジュールも閲覧出来ます。



⑦ ご予約内容を確認し
「レッスンのご要望」をご入力ください。
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レッスンのご要望を入力

⑧ ご予約内容に間違いがないかを確認して
［確認］ボタンを１回左クリックします。

レッスンの要望などを講師に送りたい場合は
確認ボタンを押す前に該当欄にご入力ください。

※この時点で予約を取り消したい場合は
［削除］ボタンを１回左クリックします。

※まとめて２回分以上予約したい場合は
［更に予約する］ボタンを１回左クリックし、
同様に予約を行ってください。

［確認］をクリック



⑨ ご予約内容に間違いがないかを確認して
［この予約を確定する］ボタンを１回左クリックします。
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クレジット情報を
ご確認ください

⑩ クレジット情報の場所を確認して
クレジットが減っているのを確認してください。

これで予約作業が終了です。

［この予約を確定する］をクリック



⑪ 新着メールが届いているか
ご利用中のメールボックスを開いて確認してください。

予約が正しく完了していると
「ご予約内容の確認」メールが届きます。

届いていない場合は
予約作業をもう一度やり直してください。

※お客様のSkype表示名・名前が間違っていないか
再確認をお願いします。
レッスン前までに、講師からSkypeで招待状が
届きますので、講師からの招待を承認してください。

07©2017 株式会社アンサンブルアンフランセ



① 予約システムのトップ画面から
［カレンダーから選ぶ］ボタンを１回左クリックします。

予約方法２

希望日時を選んでから予約する

08©2017 株式会社アンサンブルアンフランセ

［カレンダーから選ぶ］
をクリック

「予約日」「予約時間」を選び
［検索］をクリック

②「予約日」「予約時間」を選び
［検索］ボタンを１回左クリックします。

ご希望日時にレッスン可能な講師が表示されますので
4〜7ページの③〜⑪の手順でご予約ください。



① 予約システムのトップ画面の中央あたりにある
［予約訂正・レッスン履歴の照会、講師へのメッセージ
送信、個人情報の訂正はこちらからどうぞ］リンク部分
を１回左クリックします。
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［予約訂正・レッスン履歴の照会、講師へのメッ
セージ送信、個人情報の訂正はこちらからどうぞ］

をクリック

［マイページへログイン］
をクリック

② ユーザーIDとパスワードを入力し
［マイページへログイン］ボタンを１回左クリックします。

予約をキャンセルする

https://www.musa-web.net/cf-secure/ensemblefr/correct_login.cfm?KEY=718BA0D6365BA18679
https://www.musa-web.net/cf-secure/ensemblefr/correct_login.cfm?KEY=718BA0D6365BA18679


③ ご予約内容に間違いがないかを確認して
［予約確認・変更］ボタンを１回左クリックします。
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④ ポップアップで予約訂正画面が表示されたら
［ＯＫ］ボタンを１回左クリックします。

［予約確認・変更］をクリック

［ＯＫ］をクリック



⑤ この時点ではキャンセルはまだ完了しておりません。

削除内容に間違いがないか確認して、
［削除］ボタンを１回左クリックします。
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⑥ 右側の削除欄に「予約取消」の表示があるか
確認してください。

表示されていたら、
［この予約を確定する］ボタンを１回左クリックします。

［削除］をクリック

［この予約を確定する］をクリック



⑦ クレジット情報の場所を確認して
クレジットが戻っているか確認してください。

キャンセルの場合
「今回ご利用クレジット」横の数字は
マイナスで表示されます。

これでキャンセル作業は終了です。
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⑧ さらにメールが届いているか
ご利用中のメールボックスを開いて確認してください。

キャンセルが確定すると
必ず「ご予約内容変更」メールが届きます。

届いていない場合は
予約キャンセル作業をもう一度やり直してください。

クレジット情報を
ご確認ください



① 予約システムのトップ画面の中央あたりにある
［予約訂正・レッスン履歴の照会、講師へのメッセージ
送信、個人情報の訂正はこちらからどうぞ］リンク部分
を１回左クリックします。
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［予約訂正・レッスン履歴の照会、講師へのメッ
セージ送信、個人情報の訂正はこちらからどうぞ］

をクリック

［マイページへログイン］
をクリック

② ユーザーIDとパスワードを入力し
［マイページへログイン］ボタンを１回左クリックします。

講師にメッセージを送る

https://www.musa-web.net/cf-secure/ensemblefr/correct_login.cfm?KEY=718BA0D6365BA18679
https://www.musa-web.net/cf-secure/ensemblefr/correct_login.cfm?KEY=718BA0D6365BA18679


③ 予約したレッスン日時・講師を確認して
［講師へMail送信］ボタンを１回左クリックします。
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④ ご要望・コメントの登録画面が表示されましたら
文章を記入し（必要な際は添付ファイルも添えて）
［送信］ボタンを１回左クリックします。

※フランス人講師へのメッセージは
できるかぎりフランス語でご入力ください。
日本語で入力すると、うまく伝わらない可能性が
ございます。

［講師へMail送信］をクリック

［送信］をクリック



⑤［ＯＫ］ボタンを１回左クリックします。
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⑥ メールが正しく送信されると
メール送信内容が確認できます。

［ＯＫ］をクリック



① 13ページの手順でログインすると
過去のレッスン履歴を確認することができます。

16©2017 株式会社アンサンブルアンフランセ

過去のレッスン履歴を確認する



① 13ページの手順でログインすると
担当講師による、あなたのフランス語レベルの評価を
ご確認いただくことができます。

※こちらの評価はレッスンを担当した講師が
レッスン後に記入いたします。
評価方法は、あくまでも当校オリジナルのものです。

※講師が評価した
過去５レッスン分のレベルの平均値が自動で計算され
マイページに表示されます。

ぜひ、フランス語学習の進度をはかる目安として
または学習意欲を高める動機付けの一助として
本システムをお役立てください。

※もし評価をご希望されない場合は、非表示にする事も
可能ですので、事務局までご一報ください。
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フランス語レベルの評価を確認する



① 13ページの手順でログインすると
過去のレッスン履歴が確認できます。

［レッスンの感想の登録］ボタンを１回左クリックします。
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レッスンの感想、講師の評価を投稿する

② 投稿者名欄にお名前を入力し（ハンドルネーム可）
コメント欄にレッスンの感想、講師の評価を入力して
ください。

入力後［送信］ボタンを１回左クリックします。

ご投稿いただいたコメントは、予約ページに反映されます。

※こちらのコメントは、生徒の皆様でレッスンの感想、
および講師の評価を共有していただくためのものです。

［レッスンの感想の登録］
をクリック

［送信］をクリック



① 13ページの手順でログインすると
過去のレッスン履歴が確認できます。

［レッスンの受講感想の記入］ボタンを１回左クリック
します。
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レッスンの受講感想を投稿する

② レッスンの受講感想をご入力ください。

※こちらの感想は、予約メール内のリンクからも
ご入力していただくことができます。

※こちらのコメントは、講師のレベルアップを目的と
しております。

［レッスンの受講感想の記入］
をクリック

予約メール内のリンク
からも入力できます



① 13ページの①〜②の手順にそってログインし
［個人情報の変更］ボタンを１回左クリックします。
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お気に入り講師の登録
講師のスケジュール更新のお知らせをメールで受け取る

②お気に入り登録講師を選びチェックを入れ［登録する］
ボタンを１回左クリックします。

お気に入り登録講師が予約トップページ上位に表示される
ようになり、レッスンスケジュールが更新されたらメール
でお知らせが届きます。

［登録］をクリック

希望講師にチェックを
入れる

［個人情報の変更］をクリック



① 13ページの手順でマイページにログインし
［Paypal履歴／領収書発行］ボタンを１回左クリック
します。
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領収書発行

②［領収書］ボタンを１回左クリックします。

［Paypal履歴／領収書発行］
をクリック

［領収書］をクリック

お支払いに銀行振込をご利用の方や、１つのPaypalアカウントで複数名・複数コー
スのお支払いをされている場合、領収書の自動発行はできませんので、こちらより
事務局まで直接お問い合わせください。領収書の発行を行います。

http://ensemblefr.com/mail


③ 宛先住所、宛先氏名を確認し
変更が必要な場合は変更をします。

その後［領収書発行］ボタンを１回左クリックします。
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④ ファイル名の文字列が表示されたら、その部分を
マウス右ボタンでクリックし「対象をファイルに保存」
を選び、ファイルをダウンロードします。

これで領収書が発行されました。

［領収書発行］をクリック

お使いのパソコンに領収書の
PDFファイルが保存されます

※土日祝祭日はメールのみの対応となります。

株式会社アンサンブルアンフランセ
TEL：050-5532-7105（Japon）
営業日・時間：月～金曜、日本時間 9:00-21:00
www.ensemblefr.com

その他ご不明点などございましたら、Skypeまたはお電話で、いつでもお気軽にお問い合わせください。


