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e-text ご利用手順

【重要】ご受講前に必ずご対応をお願いします
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Palo Alto Networks 認定トレーニングご受講の皆様へのお願い

◼ Palo Alto Networks 認定トレーニングは、電子テキスト(e-text)を使
用します

◼ e-text閲覧方法（以下のいずれか）
⚫ Webブラウザを利用する（オンラインでの閲覧）
- 印刷機能を利用することができます

⚫ アプリ（Kortext）を利用する（オフラインでの閲覧）
- e-textをダウンロードしオフラインで閲覧することができます

◼ 研修では、受講者様のデバイスでe-Textを閲覧いただきます

◼ 受講開始までに、ご自身のデバイス(ノートPC・タブレット端末など)で
e-textが閲覧できることを確認またはダウンロードしてください

◼ e-textの利用手順は次ページ以降を参照してください

◼ テキストは英語版、演習ガイドは日本語版です（テキストの日本語版はござ
いません）

◼ テキストの閲覧期限はありません

◼ (集合研修の場合）受講日当日、e-textが閲覧可能なデバイスを会場へ
ご持参ください
⚫ ご自身のデバイスをお持ちいただくことが困難な場合は、e-text利用手順を確認いた
だいた上で、e-textのアクセスに必要なアカウント情報(ユーザ名/パスワード)を当日
ご持参ください
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e-text 利用手順 (1/9)

1. Onfulfillment社よりe-textのご案内メールを受信

時期 受講開始日の2営業日前まで(時期は受講者ごとに異なる場合があります）

送信元アドレス onsecure@onfulfillment.com

件名
Action Required: Access to Secure Courseware for Palo 
Alto Networks on 日付

※「PAN-EDU-210」コースには、Palo Alto
Networks認定試験「PCNSA」のバウチャーが付属
しています。
バウチャーを取得するには、メール本文にあるリンク
からアクセスする必要がありますので、
バウチャーを取得するまではこのメールは削除しな
いようにしてください。
バウチャー取得については研修当日に講師がご案内
いたします。

e-Textへアクセス

バウチャー取得

※メールはサンプルです
※テキストのバージョンはお申し込みのコースに対応します



4

e-text 利用手順 (2/9)

2. メール本文の[Access Your Files]をクリック
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e-text 利用手順 (3/9)

メールアドレス

初期パスワード

ユーザ名（メールアドレス）と初期パ
スワードを使用してログインすると、
Webブラウザでe-Textを閲覧で
きます。このアカウント情報はe-
text閲覧に必要ですので失念しな
いようにしてください（パスワード
はログイン後変更を推奨します）。

Kortextのアプリのダウンロード

Kortextサポートページ（動画あり）

Kortextご利用についての詳細
はこちらのドキュメントを参照し
てください

3. Welcome Back to OnSecure!ページで[Login]をクリック
→[Kortext]のサインインページにジャンプ

サポート窓口
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e-text 利用手順 (4/9)

4. Kortextへのサインイン

⚫ ユーザー名としてメールアドレス
を入力し[Next]

⚫ 初期パスワードを入力し[Next]

⚫ Welcome to Kortextウィンド
ウが表示された場合

- Kortextの使用方法を確認する
場合は[Next]

- 確認しない場合は[Dismiss]
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e-text 利用手順 (5/9)

5. アカウント管理

アカウント管理の
メニュー表示

メールアドレス

パスワード変更は
[Account settings]-
[Change password]

Kortext appの
ダウンロード
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e-text 利用手順 (6/9)

6. e-textの閲覧（Webブラウザ）

Library内のブックアイコンをクリックすると、ブラウザ
でKortextリーダーが起動し、e-Textが開きます

ブック一覧に戻る
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e-text 利用手順 (7/9)

7. e-textの閲覧（Webブラウザ） 目次の表示

[Contents]ボタンをクリックすると目次が表示されます

日本語版演習ガイドを
表示するには
下までスクロールしてく
ださい
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8. e-textの閲覧（オフライン） Kortext appの利用

⚫ e-Textをダウンロードしオフラインで閲覧するには「Kortextアプリ」
のインストールが必要です

- Kortextアプリは、iOS、Android、Windows、Macでサポートされて
いますのでお持ちのデバイスに合わせてインストールしてください

⚫ Kortextアプリをインストール・起動後、オンラインアクセス時と同じ
ユーザ名/パスワードでサインインします

⚫ e-textをダウンロードすると、Kortextアプリ
でテキストを閲覧できます

e-text 利用手順 (8/9)

表示されるブック下の
アイコンをクリックする
とダウンロードできます
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9. 印刷機能について

⚫ オンライン(Web)版のみ対応しています

- Kortext Appでは印刷不可

⚫ 発行者により印刷機能制限が設定されています

- 印刷権限を変更することはできませんが、30日が経過すると印刷回数は自動的に
リセットされます

e-text 利用手順 (9/9)

Web版Kortext
でテキストを開く
と、左のメニューに
プリンタのアイコン
が表示されます

印刷

印刷するページが●●ページ残ってい
ます。 このタイトルの印刷リクエストご
とに最大125ページを送信できます。

注意してください-「印刷」をクリック
すると、印刷許容量が減少します。
印刷できるコンテンツの制限は、発
行者によって設定されます。
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FAQ

◼ Q1. テキスト案内メールが届いていないようです

⚫ A1. 送信元メールアドレス「onsecure@onfulfillment.com」で再度
ご確認ください。ご利用のメールシステムの[迷惑メール]に配信されて
いないかご確認ください。

◼ Q2. テキスト案内メールを間違って削除してしまいました

⚫ A2. 弊社のお問い合わせ窓口よりご連絡ください。
受講者様情報を確認の上、メールの再送等の対応をいたします。

◼ Q3. テキスト案内メールのリンク先にアクセスしましたが、電子テキスト
を参照できません（アカウント情報が表示されない、サインインでき
るがライブラリにテキストが表示されない 等）

⚫ A3. 弊社のお問い合わせ窓口よりご連絡ください。その際、問題の状況を
できる限り詳細にご記載ください。
弊社からテキスト発行元へ問い合わせを行うため、問題解決に時間を
要する場合がございます。
テキスト案内メール受信後はお早めに電子テキストの閲覧確認をお願い
いたします。

• トレノケート問い合わせ窓口：https://www.trainocate.co.jp/gkinfo/form.aspx
• 研修終了後の電子テキストについての不明点はtrainingapac@onfulfillment.comへ
お問い合わせください

https://www.trainocate.co.jp/gkinfo/form.aspx
mailto:trainingapac@onfulfillment.com
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