
<Kroger Accountへの登録方法/How to enroll in Kroger Account>
1. にアクセス

.

2. 「Sign in」をクリックし「My Account」を選択

Please click "Sign in" and Select "My Account".
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2. 「Kroger Account」をお持ちの方はサインイン。（お持ちで無い方は「９番」に進んで下さい。）

If you have "Kroger Account", sign in, please.  (If you don't have, please go to "9".)

3. 「Community Rewards」をクリック。

Please click "Community Rewards".
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4. 現在特に寄進先を設定されていない方は「5番」に進んで下さい。

If you have not yet enrolled other community, please go to "5".

既に他の団体（現地校等）に寄付をしている方は下記画面が表示されます。ここからは寄進先を置き換える作業になります。

（同時に設定できる寄進先は1団体のみです。）

シンシナティ日本語補習校への寄付にご賛同いただける方のみ「Change Organization」をクリックし「6番」に進んで下さい。

If you have already enrolled other community, you can see the below screen. 

And you need to change current enrollment. (This program can enroll only 1 community.)

So if you agree to enroll for "Japanese Language School of Greater Cincinnati",

please click "Change Organization", and please go to "6".

現在の寄進先の維持をご希望される方は、申し訳ございませんが当プログラムによる本校への寄付は対応できません。

このまま設定を変えずに画面を閉じて下さい。

If you want to keep current enrollment, we're sorry you can't donate to our school by this program.

Please close this sight without changing anything.
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5 . 現在特に寄進先を設定されていない方下記画面が表示されます。「Enroll」をクリックし「6番」に進んで下さい。

If you have not yet enrolled other community, you can see the below screen. 

Please click "Enroll" an go to "6".

6. 下記画面が表示されるので「KS316」と入力し「Search」をクリック。

When you can see the below screen, please input "KS316" and click "Search".
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7. 下記画面が表示されるので「Japanese Language School of Greater Cincinnati

（当補習校の英語名）」と書かれているのを確認の上「Enroll」をクリック。

When you can see the below screen, please check the our school name "Japanese Language

School of Greater Cincinnati", and click "Enroll".

8. 「Organization Name」が「Japanese Language School of Greater Cincinnati」になっていたら登録完了です。

If "Organization Name" is "Japanese Language School of Greater Cincinnati", it's successful.

「KS316」で検索をしても「Japanese Language School of

Greater Cincinnati」が表示されない場合は、大変お手数ですが

補習校事務所までご連絡をお願いいたします。

If you can't find "Japanese Language School of 

Greater Cincinnati" by "KS316", will you contact 

school office, please?

Tel：(859)572-6197
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9. アカウントの登録方法/How to set up account

当プログラムをご利用される際は「Kroger Account」が必要に

なります。「Kroger Account」の設定をご希望されない方は

申し訳ございませんが、当プログラムによる本校への寄付は

対応できません。このまま画面を閉じて下さい。

"Kroger Account" is necessary for this program.

If you want to set up "Kroger Account", 

we are sorry you can't donate to our school

by this program. Please close this sight.

主旨にご賛同いただける方は下記にお進み下さい。

If you can agree, please proceed the below.

左記①~③に情報を入力願います。

Please input the left ①② and ③.

左記④にてパスワードを設定願います。

最低8桁で必ずアルファベットと数字の両方をご使用下さい。

Please set up your password in ④

Minimum of 8 characters,

and at least one letter and one number

左記⑤には下記Kroger Plus カートの裏面バーコード下にある

12～13桁の数字を入力願います。

Please input 12 or 13 digit Plus card number

which is written in opposite side of the below card.

You can this number under barcode.

カードをお持ちでない方は最寄りのKrogerのサービスカウンターで

貰ってきて下さい（無償で配布されてます）。

If you don't have "Kroger Plus Card", please go to

the closest Kroger from your home. You can get it

from Customer Service Desk. (This card is free.)

お買い物時は必ずこのカードを提示いただきますよう

よろしくお願いいたします。

When you shop in Kroger, please show this card

in check out.

①名前/First Name

②苗字/Last Name

③メールアドレス/e-mail address

④パスワード/Password

⑤Kroger Plus Card No.
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