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AGENDA
タイトル・ページ番号をクリックすると詳細ページに飛べます。

HanasoBizでは、独自開発をした受講システム「レッスンルーム」を利用してレッス
ンを行います。ZoomやSkypeを用意する必要がないため、これまで以上に気軽にレッ
スンを受講いただけます。
本手順書は 「レッスンルーム」を利用した内容となっております。
ZoomまたはSkypeをご希望の方は、下記リンクより手順書をご確認ください。

https://biz.hanaso.jp/download/instructions_.pdf

https://biz.hanaso.jp/download/instructions_.pdf
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1. はじめに

ビジネスオンライン英会話 HanasoBizとは

株式会社アンフープが運営するビジネスに役立つオンライン英会話です。個人向けオンライ
ン英会話hanasoで長年培ってきたノウハウを法人向け教材コンテンツに展開し、ビジネスの
場で即活用ができる英会話学習を実現しました。
グローバルに通用するビジネス英会話力を育成することをコンセプトに開発されたビジネスオ
ンライン英会話を是非ご利用ください。

ご利用条件

受講スタイル 独自開発の「レッスンルーム」を使ったマンツーマン・レッスン

講師出身国 フィリピン

1レッスンの時間 25分

レッスン受講可能時間 6:00～24:55 (フィリピンの休祭日を除く)

予約ポリシー 同時に最大4レッスンまで予約可能（プランにより異なります）
レッスン開始5分前まで予約可能

キャンセルポリシー 30分前までキャンセル可能

その他 ご利用期間中はWebポータルにログインして、いつでも予習・復習を
していただくことができます

レッスン回数 ご契約時の条件をご確認ください。

ご利用期間 ご契約時の条件をご確認ください。

受講できる教材 ご契約時の条件をご確認ください。

3@2023 UNHOOP Co., Ltd.

※ レッスンのご受講には、ZoomまたはSkypeもご利用いただけます。
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Webポータルアカウント

2-1. レッスン受講の前に

HanasoBizのアカウントのみ利用します。

レッスンルーム
（アカウント不要）

ご利用環境

HanasoBizが独自開発した新しいレッスン受講シス
テムです。一画面内に映像やチャット、教材がすべ
て表示されます。

レッスンの予約管理・予習・復習に利用します。

PCの場合 スマートフォンやタブレットの場合

OS Windows もしくは Mac をご利用く
ださい。

iOS もしくは Android をご利用くだ
さい。

ブラウザ
最新版のGoogle Chrome もしくは
Firefox もしくはMicrosoft Edgeをご
利用ください。

最新版のSafari、Androidをご利用く
ださい。

その他 javascriptが有効になっている必要があります。
安定したネットワーク（必要な帯域幅）を満たす必要があります。

レッスンルームでは、教材や講師の映像、チャットがまとめて表示されるので、一画面でレッ
スンの受講が可能です。
教材を大きく表示するレイアウトのほか、講師の映像を大きく表示されるレイアウトなど、
レッスン内容に合わせて表示方法を選択できます。
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【カメラやマイクの接続が確認できない場合】
・パソコンにカメラやマイクが内蔵されているか確認してください。
・カメラやマイクへのアクセスが許可されているか確認してください。
・SkypeやZoomなどマイクやカメラを使用するアプリケーションを開いていないか確認し

てください。該当する場合は、該当のアプリケーションを一度閉じていただきますようお
願いいたします。

・パソコンを一度シャットダウンした上で、再度起動してください。
タブレットまたはスマートフォンの場合は、一度電源を切った上で、再度起動してくださ
い。
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2-2. レッスン受講の前に

Webポータルアカウントの作成
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Webポータルアカウントの作成

① 下記のURLリンクにアクセスします。

URL：https://biz.hanaso.jp/corp/

④ 登録したメールアドレスに確認のメールが届きます。
本文内のリンクをクリックするとアカウントは作成完了です。

② 「アカウントの作成」をクリックします。

③ 必須項目を入力して、「同意して入力内容を確認する」をクリックします。
※お客様ごとに法人IDは異なります。指示された法人IDを入力してください。

https://biz.hanaso.jp/corp/
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2-3. レッスン受講の前に

Webポータルアカウントへの情報登録

① Webポータルにログイン後、 「登録情報」ボタンをクリックします。
スマートフォンの場合、「ユーザーTOP」→「その他」→「登録情報」をタップします。

[注意事項]
• 「配信用」のメールアドレスを必要に応じて変更してください。

② 必須項目を入力し、保存します。
「配信用」には、レッスンの予約・キャンセルの連絡を受け取りたいEメールアドレスを設定
します。「配信用」の初期値は、「ログイン用」と同じアドレスが設定されます。

6@2023 UNHOOP Co., Ltd.
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3-1. 腕試しテストの活用

腕試しテストとは

ご自身の英語レベルを簡単にチェックいただける、無料のテストとなっております。
レッスンを受講される際、どのレベルの教材を選択すればよいのかの参考にしていただけます。
また、何度でも無料で受けられるので、レッスンを重ねた上での腕試しとしてもご活用くださ
い。テストは、Reading・Listeningで構成されています。

7

全50問で、文法問題が2パート、リスニング問題が2パートの計4パートに分かれています。制限
時間は全体で約13分です。

① 腕試しテストを受講

② 判定結果を確認※即時採点

@2023 UNHOOP Co., Ltd.
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3-2. 腕試しテストの活用

腕試しテストの受け方

8

① ポータルサイトの「腕試しテスト」から「腕試しテスト」のボタンをクリックします。

② 「テストをはじめる」ボタンをクリックします。
テストはReadingとListeningで構成されています。
※必要な方はあらかじめヘッドフォン等を準備の上テストを開始してください。

@2023 UNHOOP Co., Ltd.
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3-3. 腕試しテストの活用

9

③ 画面を下へスクロールさせながら、順に問題を解いていきます。
※テスト中は制限時間が表示されています。

④ 回答終了後、「テストを終了する」ボタンをクリックしてください。
※制限時間内に必ずクリックしてください。制限時間がきてしまうと、回答がクリアされ

てしまい、テスト結果が出ません。

@2023 UNHOOP Co., Ltd.
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3-4. 腕試しテストの活用

腕試しテスト結果の見方

10

① ポータルサイトの「腕試しテスト」から「判定結果」のボタンをクリックします。

② 判定結果の「おすすめのLEVEL」を参考に、レッスンを選択してみてください。

※腕試しテストの受講は必須ではありません。また、必ずしも判定結果のレベルを受講しなけ
ればならないというものではありません。初めにレッスンを選択いただく際の参考としてご活
用ください。

@2023 UNHOOP Co., Ltd.
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3-5. 腕試しテストの活用

11

早見表の見方

どのレベルに何の教材があるのかは、早見表からも確認することができます。

① ポータルサイトの「レッスン教材・早見表」のタブにカーソルを合わせ、「レッスン教材・
早見表」のボタンをクリックします。

② 教材のレベル分布の早見表が表示されます。コンテンツボタンをクリックするとその教材
ページへ移動することもできます。

③ 教材の説明をご確認の上、ご希望に合った教材をご受講ください。

@2023 UNHOOP Co., Ltd.
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4-1. レッスンの予約方法
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① 「レッスン予約」タブをクリックします。
• ご希望の日時・講師を検索して、タイムテーブルボタンをクリックします。
• 開始時間の5分前まで予約することができます。
• 時刻表記はすべて日本時間となります。

• ご契約に応じて指定できるレッスンが設定されています。
• 予約完了後、「ユーザーTOP」に予約情報が表示されます。また、予約確認メール

が自動配信されます。
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職種別教材は、プランによって受講できない場合があります。職種別以外の教材は、すべての
プランで受講することができます。

4-2. レッスンの予約方法

ビジネス

ディスカッ
ション

ベーシック

サバイバル

メール

デイリー
ライフ

職種別

13

予約できる教材一覧

コンセプト お勧めの対象者

@2023 UNHOOP Co., Ltd.

ビジネス
チェック
レッスン

CAN-DO
チャレンジ

ミーティング、プレゼンなど、
様々なビジネスシーンに対応した
実践的なトレーニングを行う。

仕事で英語によるコミュニケー
ションが求められている方、又は
今後求められる方。

人事、セールスなど、ビジネスで
即活用できる実践的なトレーニン
グを行う。

仕事で英語によるコミュニケー
ションが求められている方、ビジ
ネスで即活用したい方。

様々なトピックについて、意見を
伝えて有効な議論をするためのト
レーニングを行う。

英語で読む力・聞く力を応用し、
英語で伝える力を向上させること
を目指している方 。

ビジネスで必要なメール文の書き
方について実践的なトレーニング
を行う。

仕事で英語でのメールのやり取り
が求められている方、または今後
求められる方。

英会話の経験はないが、海外出張
や海外駐在の予定がある方。

海外で生活するにあたり、最低限
必要な英会話を学ぶ。

海外生活で必要な英会話、スモー
ルトークのスキルを向上する。

実際に現地の日常生活を送る予定
がある方。スモールトークで話題
の幅を広げたい方

ビジネスで必要なメール文の書き
方について実践的なトレーニング
を行う。

仕事で英語でのメールのやり取り
が求められている方、または今後
求められる方。

ビジネスで学習した各テーマの重
要表現を習得できたかどうか確認
を行う。

レッスン間の習熟度チェックや復
習に活用したい方。

レッスンで学んだことを活かして、
英語を使ってできることにチャレ
ンジするレッスンを行う。

・使う練習が不足している方。
・レッスンを受けただけで終わり
になることが多い方。
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教材のレベル

4-3. レッスンの予約方法

♦ レッスン予約時にレベルを指定できます。次の表を参考にしてください。
♦ 実際に教材を参照してからレッスンを受講することをお勧めします。

教材レベル TOEIC LR スコア目安

Level 2 700～900

Level 1 500～700

Level 0 300～500

14

Level 
2

Level 
1

ビジ
ネス 職種別

ディス
カッ
ション

デイ
リー
ライフ

サバイ
バル

Level 
0

ベー
シック メール

各教材でご用意があるレベルの項目に の印をつけています。

@2023 UNHOOP Co., Ltd.

ビジネス
チェック
レッスン

CAN-
DOチャ
レンジ
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5. レッスンのキャンセル方法
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レッスン予約をキャンセルする

① ユーザーTOPページの「予約状況」から、「予約をキャンセル」ボタンをクリックします。
※予約をキャンセルする場合は、レッスン開始の30分よりも前に実施してください

② キャンセル内容をご確認の上、「予約をキャンセルする」ボタンをクリックします。
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6. レッスンの受講方法
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レッスンルームに入室

① ログイン後のトップページにて、レッスンの3分前になると「予約状況」の中のレッスン日
時の項目に「レッスンルームへ進む」ボタンが表示されるので、そちらをクリックしてくださ
い。

② レッスンルームに入室後、時間になるまでお待ちください。
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7-1. レッスンの流れ
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アクティビティ 説明

1 Target Expressions • レッスンで習得する3個の重要表現を確認します。

2 Repeating
• 重要表現を使った例文の読み合わせをします。
• 講師の後に、英文を読み上げてください。
• 例文は3つあります。

3 Gap-fill • 穴埋め問題の文章を完成させ、Writing Fieldに全ての文章を英語
で書き込んでください。

4 Reading • Eメールの文章を読み上げてください。

5 Wrap-up • Eメールの文章を完成させてください。Writing Fieldに全ての文章
を英語で書きこんでください。

職種別、ビジネス、デイリーライフ、サバイバル、ビジネス教材

3個の重要表現を様々なアクティビティを通して習得していただきます。

アクティビティ 説明

1 Target Expressions • レッスンで習得する3個の重要表現を確認します。

2 Repeating
• 重要表現を使った例文の読み合わせをします。
• 講師の後に、英文を読み上げてください。
• 例文は3つあります。

3 Gap-fill

• 例文を応用した穴埋め問題が出題されます。
• 講師から補足説明・追加質問があった場合は、適宜回答してくだ

さい。
• 穴埋め問題は9つあります。

4 Dialog

• 本レッスンで学んだ表現を利用した会話シーンでロールプレイン
グをします。

• まず、音声データによりリスニングをします。
• 次に、講師の指示に従って読み合わせをします。
• 講師から補足説明・追加質問があった場合は、適宜回答してくだ

さい。

5 Wrap-up • 今回のレッスンのまとめをします。

Eメール教材

目的のEメールを書くために、重要表現2個を複数のアクティビティを通して習得していただ
きます。まとめとして、メールを1通書いていただきます。
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7-2. レッスンの流れ

ディスカッション教材

• 厳選されたトピックに対して、自由に意見交換をしていただきます。

アクティビティ 説明

1 Part 1
• 記事を読んでください。
• 記事の内容について、自由に話をしてください。
• 講師から適宜質問があるので、回答してください。

2 Part 2
• 写真・グラフなどを確認してください。
• 写真・グラフの内容について、自由に話をしてください。
• 講師から適宜質問があるので、回答してください。

18@2023 UNHOOP Co., Ltd.
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8-1. レッスン受講中の操作方法

予約時間になると講師からレッスンルームに入室しますので、時間になるまでお待ちください。
※レッスンルーム入室後は、講師が画面をコントロールしますので、レッスンボードに集中し
てください。

1. レッスンボードに教材が表示されます。
2.   ボタンクリックすることで、復習対象リストに追加できます。

※復習対象リストに追加すると、簡単にセルフチェックすることができます。
3.   映像や音声をリアルタイムにやり取りできます。
4.   声だけでわからない場合は、チャットをご利用ください。

※チャットの内容はレッスン履歴で確認することができます。

19

レッスン画面の操作（Eメール以外）

@2023 UNHOOP Co., Ltd.

1

2
4

3
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8-2. レッスン受講中の操作方法

受講者が書き込みをするフィールドになります。講師の指示に従い、書き込んでください。
書き込み後、Updateボタンをクリックすることで、更新できます。

講師が回答や補足説明を記入するために利用するフィールドです。

予約時間になると講師からレッスンルームに入室しますので、時間になるまでお待ちください。
※レッスンルーム入室後は、講師が画面をコントロールしますので、レッスンボードに集中してく
ださい。 ※Eメールレッスンの場合、2つのフィールドが表示されます。

1. レッスンボードに教材が表示されます。

20

レッスン画面の操作（Eメール）

4.   Teaching Field

2.   Writing Field

@2023 UNHOOP Co., Ltd.

1

2

4

3

3.   映像や音声をリアルタイムにやり取りできます。
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9-1. レッスンの予習・復習(HanasoBizメソッド)

① 「レッスン教材」メニューをクリックします。
※ご契約によって、表示される教材は異なります

② レッスンタイトルをクリックします。

21

教材の確認

@2023 UNHOOP Co., Ltd.
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9-2. レッスンの予習・復習(HanasoBizメソッド)

③ 例文・ダイアログが表示されます。
スマートフォンでも見やすく表示されますので、移動・休憩時間等に効率よく学習できます。

1. 穴埋め問題も含んだPDF教材をダウンロードできます。
2. リスニングトレーニングができます。音声のスピードを調整できます。

22@2023 UNHOOP Co., Ltd.

1

2
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9-3. レッスンの予習・復習(HanasoBizメソッド)

23@2023 UNHOOP Co., Ltd.

復習機能

②「個人で復習」または、AIが判定する「AIで復習」を選択することができます。
※ 「AIで復習」は、有料オプションの【AIアセスメント】の一部機能となります。

無料の場合は、利用できる回数が少ないのでご注意ください。

「AIで復習」する場合

発話ボタンをクリックして発話します。詳細は【こちら】よりご確認ください。

① 「HanasoBizメソッド」メニューより、レッスンで受講した語彙・例文が出題され復習すること
ができます。
・ 「HanasoBizメソッド」とは、ユニットの学習が終了すると、3つの必須例文が翌日以降に

復習問題が出題され、自然に言えるまで何度も反復して英語をマスターできるオリジナル
の学習方法です。

・「後で復習する」ボタンでチェックした任意の語彙・例文についても、HanasoBizメソッド
と同様の復習システムがうけられます。

https://biz.hanaso.jp/guidance/ai_assessment.php
https://biz.hanaso.jp/guidance/review_function_record.php
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9-4. レッスンの予習・復習(HanasoBizメソッド)

24@2023 UNHOOP Co., Ltd.

③ 「HanasoBizメソッド」メニューの「復習リスト」より、必須例文・任意例文・任意語彙の
復習ができます。

【任意例文・任意語彙の復習リスト追加方法】
1. 教材のページに表示されているタイトルをクリックします。
2. ダイアログの下にある、語彙・例文のリストの「後で復習する」ボタンをクリックします。

発話テストボタンをクリックしてAIアセスメントを試してみましょう！
「見本」ボタンをクリックしてシャドーイング学習も可能です。
無料タイプ・・・発話テストが5回/1日可能です。
有料タイプ・・・発話テストが50回/1日可能です。発話後、「自分」ボタンをクリックして発話
した音声をリプレイすることができます。
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9-5. レッスンの予習・復習(HanasoBizメソッド)

25@2023 UNHOOP Co., Ltd.

レッスン履歴の確認

「レッスン履歴」メニューより、これまで受講したレッスンの内容を確認することができます。

レッスンは上から順番に受講することを推奨しています。
「教材一覧」メニューの「Lesson date」には、レッスンを受講した日付が設定されます。
特に指定をしなければ、次回のレッスンは「Lesson date」が空欄になっているレッスンとなりま
す。

次回のレッスン予約
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ビジネスチェックレッスンとは

ビジネスチェックレッスンとは、ビジネス教材で学習した各テーマのTarget Expression(重要
表現)を習得できたかどうか確認するレッスンです。 Regular Lessonと同様に25分で行います。
実践的なシーンを想定した10問で構成され、下記スコア基準(5点満点)で評価を行います。

10. ビジネスチェックレッスンの活用

• 10問中8問以上が3点以上のスコアの場合、合格となります。
• 1問でも1点のスコアがあると不合格となります。

スコア基準

5点: Excellent (質問に対して正確かつ流暢に回答できる)
4点: Good (質問に対して正確に回答できる)
3点: Satisfactory (重要表現を正確に使うことができる)
2点: Not Satisfactory (重要表現を正確に使うことができない)
1点: Poor (全く回答できない)

回答パターン2
I'd like to talk about

回答パターン1
I'd like to talk about our new product 
today.

4点
（流暢に回答した場合5点）

3点

※レッスンで学んだ重要表現を正確に理解しているかどうかで判定します。
別の表現で正解しても加点されませんので、ご注意ください。
講師からTarget Expressionで回答するよう指示があります。

26

合否判定

問題
サンプル

例：

@2023 UNHOOP Co., Ltd.
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CAN-DOチャレンジとは

CAN-DOチャレンジとは、レッスンで学んだことを活かして、英語を使ってできること(CAN-
DO)にチャレンジするレッスンです。様々なシチュエーションで、講師とロールプレイを行う
ことで、実際に同じような状況が発生したときにスラスラと対応できるようになります。

11. CAN-DOチャレンジの活用

27@2023 UNHOOP Co., Ltd.

スコア基準

合否判定

問題
サンプル

簡単な自己紹介や会議、プレゼンなどの実際のビジネスシーンで頻繁に使わ
れる英語のやり取りをレッスンの中で行います。
回答内容 : Needs practice or Clear
発話と自然さ : Needs practice or Clear

受講後、講師からの
アドバイスを確認
できます。

決められたシチュエーションをイメージして、タスクを英語で対応できれば
クリアとなります。
クリアできなかった場合は、Needs practice となりますので、対応できるよ
うになるまでチャレンジします。 CAN-DOチャレンジでは、教材で学んだフ
レーズ以外のフレーズを使っても意味が通じればクリアとなります。
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お問い合わせ先

URL https://biz.hanaso.jp/

Email support@hanaso.jp

Tel
055-5534-8205

（オンライン英会話 hanasoサポート事務局）
※サポート対応時間 13:00～21:00（休講日を除く）

レッスンに関する問題がありましたら、次の問合せ先にご連絡ください。

https://biz.hanaso.jp/
mailto:support@hanaso.jp
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