
オンラインコース・ご購入に関しての補足資料  

 

登録情報はすべて「ローマ字」で記載してください！！  

 

オンラインコース１、購入の流れ  

1, オンラインコースを選択  

2, 個人アカウントを作成する  

（住所・氏名を含む情報はすべてローマ字で記載してください！）  

3, 支払い手続き  

 

アカウント記載情報などを含め、英語でのお手続きが不安なかた

は、本編資料と合わせて下記の資料も確認ください。  

http://bit. ly/2DwHBrO 
 

オンラインコースの、ご購入はこちらのリンクから 

（米国リコネクション本部 HP） 

https://www.thereconnection.com/the-portal-product?rc_affi l iate=cm

Vjb25uZWN0LjEwODQ0NQ== 

 
 
 
① 画面の矢印部分にある▽をタップし、言語「Japanese」（日本語）を選択します。 
再度言語が「Japanese」になっていることを確認したら、赤いボタンの「ADD TO CART」（カートに入れ

てください）をタップしてください。 
※パソコンでは、金額が円表示されることもあります。 
 



Reconnective Healing Online Essentials Course  
リコネクティブヒーリング オンラインコース 
(Level 1)レベル 1 
＄399.00 
＄320.00 
Choose a Language for the RH Online Essentials Course (Level 1)＊ 
リコネクティブヒーリング オンラインコースの言語を選択して下さい 
Japanese 日本語                                                   ▽     
ADD TO CART   カートに入れて下さい                                                     

 
 
 
 
 
 
② カートに入ったことを確認してください。 
 
RH Online Essentials JP—Online Level1-Coursework  
Bundle –in Japanese has been added to  
 Your cart  
RH オンラインコース日本語版はあなたのカートに入りました  



 
 
③ ②の画面内に緑の囲み文字「your cart」があります。それをタップしてください。 

 
 
 
④ マイショッピングカートの内容を確認し、クーポンコードを入力し「ADD COUPON」（クーポン追加）

をタップします。 ※パソコンでは、金額が円表示されることもあります。 



 
 
⑤金額が変わったのを確認したら、「CHECKOUT」（チェックアウト）ボタンをタップしてください。 
 

 

 
 



My Shopping Cart マイショッピングカート 
ｘ 写真  
RH Online Essentials JP—Online Level1 Coursework Bundle-in Japanese ＄243.00 ＄243.00 
RH オンラインコース日本語版 金額 243 ドル   合計 243 ドル 
Coupon Code クーポンコード ※クーポンコードがない場合は正規の値段となります。 
Paste your code here     クーポンコードを貼り付けてください                                                              
 ADD COUPON  
                                                              Total:＄243.00 
合計金額を確認してからチェックアウトボタンを押す  

CHECKOUT チェックアウト    
 
 
 
 

注 ：次の手順からは、アカウントへのログインが必要になります。 

・アカウントを持っているかた→ ⑥⑦の手順でログインしてください。 
・アカウントを持っていない新規登録が必要なかた→ ⑧の手順で新規アカウントを作って下さい。 
 
 
 
 
⑥ ページ上部のユーザーログインに必要な情報を入力して「ログイン」してください 
 
User Login ユーザーログイン 
You need to be logged in to be able to checkout.  
チェックアウトするにはログインする必要があります 
Returning User Login ユーザーログインに戻る 
ログイン もしくは、パスワードのリセットを行ってください 
 



 
 
 
 
⑦ 登録情報を確認し、□にチェックをして「次のステップへ」をタップすると、⑨のページに進みます。 
 (本資料の方に、登録情報の詳しい記載の説明があります、住所やお名前すべてアルファベットで記

載してください！！） 
 



 

 
 
 
 
⑧  新 し く ア カ ウ ン ト を 作 成 す る 新 規 登 録 の か た は 、 ペ ー ジ 下 部  CREATE A NEW 
ACCOUNT（新しいアカウントを作成）より下のすべての項目を入力し、□にチェックを入れて、



赤いボタン「CREATE A NEW ACCOUNT」（新しいアカウントを作成）をタップすると  ⑪  に

進みます。  
※機器によっては、こちらのページで翻訳メニューが表示されることもありますので、日本語に翻訳す

ると、入力手順が分かりやすいです。 
 
CREATE A NEW ACCOUNT 新しいアカウントを作成 
Enter Your Email メールアドレス 
Password パスワード 
Confirm Password 確認パスワード 
First Name 名 （ローマ字入力してください） 
Last Name 姓 （ローマ字入力してください）  
☑I am aware of all the prerequisite for participating in the Event/Product 
私はイベント/製品に関する必要条件を認識しています。 
＊レベル２トレーニングプログラムに参加時には、レベル１を修了しています 
＊レベル２トレーニングプログラム参加の際には認可されているリコネクティブヒーリング 
ファンデーショナル・プラクティショナーからリコネクティブヒーリングのセッションを受ける必要がありま

す。 
☑I accept No Refund/Cancellation/Postponement Policy  
私は、払い戻し/キャンセル/支払い延期ポリシーにより、それらができない事を読んで理解します  
☑I accept Terms and conditions  
利用規約に同意します 
☑I’m not a robot  
私はロボットではありません （←表示されない場合もあります） 
新しいアカウントを作成 



 



 
⑨ ページ内の金額等を確認して、□にチェックをし、「CONTINUE TO NEXT STEP」（次のステップ

へ）をタップしてください。  
※ここでは金額が＄２４３  になっていることを確認してください。クーポンコードの入力は必要

ありません。  
※パソコンでは、金額が円表示されることもあります。 
 
CHECKOUT チェックアウト 
Shopping Cart Contents ショッピングカートの内容  
Coupons クーポン 

          クーポンを追加  
クーポンコードをここに入れて下さい ※ここではクーポンコード入力は必要ありません。  
 
Billing information 課金情報 
☑My Billing information is the same as my Event Registration information  
私の課金情報はイベント登録情報と同じです  
 

CONTINUE TO NEXT STEP 

次のステップへ 
 

 



 
 
 
 
 
⑩ 表示されたページ上部に記載されている「Review Order」（注文の確認）と「Registration 
information」（登録情報）に記載されている内容に目を通して、ページ下部にて支払い手続き

をします。 
 
・クレジットカードでのお支払いのかたは、クレジットカード情報を入力し、水色の〇内の青い

ボタン「CONTINUE TO NEXT STEP」（次のステップへ）をタップして進んでください。 
・PayPal アカウントをお持ちのかたは Paypal の青ボタンをタップして進んでください。

（PayPal 決済ページは日本語表示されます） 
 
 
Review Order 注文の確認 
Review your order before continuing 続行する前に注文の確認をして下さい 
Registration information 登録情報 
 
Payment 支払い 
Pay with Credit Card or pay クレジットカードで支払う  
Or PayPal ペイパルでのお支払い  
 
 



 
 
 
⑬ 購入が完了しましたら、登録したメールアドレスにメールが届きます。お疲れさまでした！ 
 
 


