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p.3

アプリ利用



アプリログインについて

p.4

上記QRコードを読み込んで、アプリをダウンロードして起動すると

以下の画面が表示されます。

教室 IDと生徒番号、仮パスワードを入力して、「ログインする」を

クリックしてください。

ログインに成功すると

Comi ruのページが表示さ

れます。

以下のログイン情報は、塾の先生に教えてもらってください。



トップページ

p.5

画面上部を横スクロールして、使用したい機能を選択します。

選択しているメニュー名をもう一度タップすると画面を更新できます。

画面下部では「ホーム」「通知」「個人設定」の三つのボタンがありま

す。通知や個人設定を確認したい時にタップしてください。



個人設定について

p.6

個人設定では、プロフィール画像やパスワードの変更や、

兄弟姉妹のアカウントと切り替えることなどができます。

大まかな機能の説明は以下の通りです。（詳細は次頁から）

タップすると
プロフィール画像
を変えられます

QRコードが表示
されます

パスワードが変更
できます

アプリに不具合
があった時や、
パスワードを忘
れてしまった時
にご利用くださ
い

兄弟姉妹のアカ
ウントと連携で
きます。

連携するとアカ
ウント切り替え
ページでアカウ
ントを切り替え
られるようにな
ります。

アドレスの追加や
メールによる通知
の有無の変更など
できます

アプリに連携され
ているLINEアカウ
ントの確認や、連
携ができます



個人設定について①

p.7

画面下メニューバーの「個人設定」を

押すと個人設定ページに移動します

①プロフィール画像設定

プロフィール画像を変更したいときは

プロフィール画像をタップしてください

画像をタップするとプロフィール画像の

設定画面に移動します。

「ファイルを選択」をタップすると

スマホ内の写真一覧が表示されます。

設定したい画像を選択したのち

「アップロードする」をタップすると

画像が変更されます。



個人設定について②

p.8

③パスワードの変更

「QRコード」をタップするとQRコード

が表示されます。

スクールへの入退室の際にこの画面を表示

してスクール指定のカメラにかざすことで、

入退室の記録ができます。

②QRコード

パスワードの変更ができます。

現在のパスワードを入力し、

続いて新しいパスワードを二回入力して

ください。

現在のパスワードを忘れてしまった場合は

個人設定画面の「Comiruへ問い合わせ一覧」

からパスワードの再発行依頼をしてください。



個人設定について③

p.9

④メール設定

メール設定では、メールの通知の設定、メールアドレスの追加や削除

ができます。

メールアドレス横にある「設定」ボタン

を押すと、メール設定の変更画面に遷移

します。

1.メールの通知を変更する

この画面では指導報告書、お知らせ、お

問い合わせ、入退室の通知をメールです

るかどうかを設定できます。

通知設定より、チェックボックスで通知

の有無を選択し「保存する」を押すと通

知の設定が更新されます。

タップ



個人設定について④

p.10

2.メールアドレスを追加する

「追加」ボタンを押すとメールアドレス

の追加画面に遷移します。

追加したいメールアドレスを入力し、通

知の設定を選択した後、「新しいメール

アドレスを登録する」をタップしてくだ

さい。そうすると、入力したアドレスに

「メールアドレスの確認」メールが送信

されます。

（メールが送信されない時は、メールア

ドレス横にある、再送信ボタンを押して

みてください）



個人設定について⑤

p.11

送付されたメール内のURLをタップするとComiruのログイン画面に遷

移します。ログインするとメールアドレスが追加されます。

⑤SNSアカウント
このページではLINEアカウントとこの

アカウントとを連携または連携の解除

ができます。

友だち追加を押すと画面が遷移し、

LINEの連携が行われます。

(android機種では機能の都合上、

友だち追加ができません。スクールか

ら配布された開始案内よりQRコードを

読み込んで追加してください。)



個人設定について⑥

p.12

⑥兄弟姉妹アカウント

このページでは兄弟姉妹のアカウント

を連携または連携の解除ができます。

連携するとログインし直さずにアカウ

ントを切り替えることができます。

追加したいアカウントの生徒番号とパ

スワードを入力し、「兄弟姉妹を追加

する」を押すと、アカウントが追加さ

れます。

⑦アカウント切り替え

兄弟姉妹アカウントページでアカウン

トを追加すると、アカウント切り替え

ページでアカウントを切り替えられま

す。

アカウントの横にある「切り替え」ボ

タンを押すと切り替えられます。



個人設定について⑦

p.13

⑧Comiruへの問い合わせ一覧

Comiru使用の際に不具合などがありま

したらこちらのリンクから不具合を報

告してください。

また、パスワードを忘れてしまった時

はパスワード再発行依頼を送信してく

ださい。

⑨ログアウト

ログアウトしたいときは個人設定画面

を下にスクロールしてログアウトボタ

ンを押してください。



お知らせ一覧が表示されます

各お知らせの件名をタップすると

お知らせが表示されます

画面上メニューバーの「お知らせ」を

押すとお知らせページに移動します

お知らせについて①

p.14



スクロール

アンケートがある場合は

アンケートが表示されます。

※下のボタンが表示されている

場合、SNSなどで簡単にシェア

できます。ぜひお試しください。

お知らせについて②

p.15

お知らせの下部には個別の

チャットが表示されます。

質問や返信、画像はこちらでお

送りいただけます。



お問い合わせについて

p.16

画面上メニューバーの「お問い合
わせ」を押すとお問い合わせペー
ジに移動します。

画面を下にスクロールするとこれ
までのやりとりを確認できます。



指導報告（集団）

p.17

画面上部のメニューバーの「指導報告
（集団）」を押すと集団指導報告書ペー
ジに移動します。

指導報告の下部には個別のコメント入力
欄が表示されます。質問や返信はこちら
でお送りいただけます。※集団指導報告
書では、画像は添付できません。

指導報告一覧が表示されます。



指導報告一覧が表示されます

各指導報告をタップすると

指導報告の内容が表示されます

画面上メニューバーの「指導報告書」

を押すと指導報告ページに移動します

指導報告書について①

p.18



スクロール

指導報告の下部には個別のチャット

が表示されます。質問や返信、画像

はこちらでお送りいただけます。

指導報告書について②

p.19



入退室について

p.20

画面上メニューバーの「入退室」
を押すと入退室ページに移動しま
す。

「最新のログ」に現在の状況と最
後の入退室の状況が表示されます。

下部にスクロールするとこれまで
の入退室の記録が最新順で表示さ
れます。

入退室の記録を絞って確認したい
時は入退室記録を検索します。
日付指定を選ぶとその日の入退室
記録が表示されます。
日付範囲指定を選んで日付を選択
すると選択した範囲の記録が表示
されます。



p.21

各請求書の赤文字をクリックすると

請求書が表示されます

請求書の確認について①

請求書一覧が表示されます

画面上メニューバーの「請求書」を

押すと請求書ページに移動します



p.22

クレジットカード払いの場合は、

請求書の下部にお支払いに使用

されたクレジットカード情報が

記載されます。

請求書の確認について②



成績管理について

p.23

画面上メニューバーの「成績管理」を押
すと成績管理ページに移動します。

成績入力画面が開きますので
スクール側から成績入力の依頼がある場
合は、ここにテストの点数を入力する画
面が表示されます。
依頼がない場合は、左記のとおり、なに
も表示されない状態です。

確認したい成績区分を選択します。

実施年度を選択すると、実施年度を絞って確認できます。

画面をスクロールすると、成績の推移を確認できる折れ線グラフと、数字を
確認できる成績表が表示されます。折れ線グラフは横にスクロールできます。



座席管理について①

p.24

画面上メニューバーの「座席管理」を押
すと座席管理ページに移動します 。その
下には「座席一覧」「出席日」の二つの
ボタンがあります。
※表示されていない場合は、スクール側
の設定で許可されていない場合がありま
すので、スクールに直接お問い合わせく
ださい。

＜座席一覧＞
座席一覧では、出席する日の確認、欠
席や振替の申請ができます。

コマタイプから、確認したい時期のカ
レンダーを選択できます。

カレンダーは出席する日が表示されま
す。(緑の時計マーク)
時計マークの横の数字はその日出席す
るコマの数が表示されています。

他の月を確認したい時はカレンダー上
部の「＜＞」をタップしてカレンダー
を切り替えられます。



座席管理について②

p.25

緑マークのコマをクリックすると、その
コマの詳細が表示されます。

「欠席します」をタップすると欠席でき
ます。欠席したコマは、振替リストから
振り替えをすることができます。

「振替リスト」をタップすると振替可能
日が表示されます。振替えたい日の振替
ボタンをタップし振り替えてください。
振替可能日がない場合は表示されません。

※上記の「欠席」「振替」については、
スクールによって、設定できない場合が
ありますので、詳細はスクールに直接ご
確認ください。

<出席日>
出席日では、出席したい日を申請するこ
とができます。出席可能な日をタップし
ます。チェックボックスをタップして出
席可能な時間枠を選択します。選択した
ら更新を押してください。

また、コピーを押して「＜」でカレン
ダーに戻り、別の日を選択してペースト
すると、時間枠のチェックがコピーされ
ます。



タップ

スワイプ

コメントの入力はできますが、入力内容が確認できませんので
下記のように一度キーボードを閉じて、スクロールして見えるところに
コメント欄を表示してから再度タップしてください。

Androidアプリでのテキスト入力方法

Androidの機種によってはコメント欄をタップした際にコメント欄が隠れて見
えなくなってしまう場合があります。

p.26
タップ

見えなくなっている

タップ



通知について①

p.27

お知らせや指導報告書、請求書など、新しくスクールから
送信されたものは、通知画面から一覧で確認することができます。

タップ

通知画面を確認したいときは、画面下部の通知ボタンをタップする
ことで確認できます。



通知について②

p.28

またバナーによる通知もされますので、確認してください。

バナーをタップすると、通知内容の画面に移動します。

確認していない通知の数がComiruアプリ
のアイコン上に表示されます。



p.29

WEB利用



WEBログインについて

p.30

開始案内に記載されているURLにアクセスすると以下の画面が表示さ

れます。

生徒番号、仮パスワードを入力して、「ログインする」を

クリックしてください。

ログインに成功すると

マイページが表示されます。

以下のログイン情報は、塾の先生に教えてもらってください。



マイページについて①

p.31

ログインすると下記のページが表示されます

最近のお知らせが表示されます

お子様の名前が表示されます

スクロール

最近の請求書が表示されます

スクロール

最近の指導報告書が表示されます

※上記メニューは
塾によって異なります。



マイページについて②

p.32

入退室状況が表示されます

スクロール

教室へのお問い合わせフォームが

表示されます。 ※

獲得したポイントが

表示されます。 ※

直近の授業スケジュールが表示

されます。※

成績の入力画面が表示されます。

※

※印の項目については、塾によっては表示されない場合がございます。



まずは仮パスワードを

お好きなパスワードに変更ください

メニューバーの「個人設定」を

押すと個人設定ページに移動します

個人設定について①

p.33

プロフィール画像を設定すると

アイコンの画像を変更できます。



個人設定について②

p.34

Comi ruアカウントと

連携しているLINEアカウントが

確認できます。

同じ教室に兄弟姉妹のアカウントがあ

る場合は生徒番号とパスワードを入力

することで兄弟連携機能が使えます。

トップ画面のアイコンを押すと容易にア

カウント切替ができるようになります。

メールアドレスを設定するとアプリの

通知だけでなくメールでも通知を受け

取れます。

※入力後、本人確認メールが送付

されますのでご確認ください

※事前に「comiru. jp」の迷惑メール

ドメイン指定解除をお願いします。



個人設定について③

p.35

入退室用のQRコードを

表示することもできます。

Comi ruに関する不具合の連絡先

フォームへのリンクと

パスワードの再発行依頼フォームへ

のリンクになります。

※通われているスクールへのご連絡

は、ここではできません。別途ス

クールごとに用意されている方法で

ご連絡ください。



p.36

ドメイン指定受信 設定方法
(メール通知を使用する場合)

※2019年10月現在
キャリアメールの場合、ドメイン指定解除を行っても、確認メールが届かない場
合があるようです。キャリア発行のメールはなるべく使用せず、GmailやPCプロ
バイダーアドレスをご利用いただくことを推奨致します。



ドメイン指定受信 設定方法

p.37

docomoのキャリアメールの場合
※メールアドレスのドメインが以下のもの(一例)
docomo.ne.jp、mopera.net、dwmail.jp
【設定方法確認ページ】
https://www.nttdocomo.co.jp/info/spam_mail/domain/

auのキャリアメールの場合
※メールアドレスのドメインが以下のもの(一例)
ezweb.ne.jp、ido.ne.jp、biz.ezweb.ne.jp、augps.ezweb.ne.jp、uqmobile.jp
【設定方法確認ページ】
https://www.au.com/support/service/mobile/trouble/mail/email/filter/detail/domain/

softbankのキャリアメールの場合
※メールアドレスのドメインが以下のもの(一例)
disney.ne.jp、i.softbank.jp、softbank.ne.jp、vodafone.ne.jp
【設定方法確認ページ】
https://www.softbank.jp/mobile/support/mail/antispam/mms/whiteblack/

Ymobileのキャリアメールの場合
※メールアドレスのドメインが以下のもの(一例)
pdx.ne.jp、wcm.ne.jp、willcom.com、y-mobile.ne.jp
【設定方法確認ページ】
https://www.ymobile.jp/support/faq/view/22873

その他のキャリアなどについては、お持ちの携帯会社に直接お問い合わせください。

Comiruのメール通知を利用する際に、キャリアメールへの通知を希望の方は

「comiru.jp」ドメインからのメールを受信許可していただく必要がございます。

キャリアや端末によって設定が異なりますので、以下のURLからご確認ください。

https://www.nttdocomo.co.jp/info/spam_mail/domain/
https://www.au.com/support/service/mobile/trouble/mail/email/filter/detail/domain/
https://www.softbank.jp/mobile/support/mail/antispam/mms/whiteblack/
https://www.ymobile.jp/support/faq/view/22873


p.38

Comiruの便利な使い方



便利な使い方

p.39

【兄弟切り替え機能】

・Comi ruでは、同じ教室に通われている兄弟姉妹を登録することに

よりひとつのアカウントで通知や切り替えなどを行うことができます。

「+兄弟姉妹を追加」をクリック

兄弟姉妹の生徒番号・パスワードを入力して追加します。
※追加できるのは、同じ教室の兄弟姉妹のみとなります。

追加が完了すると
右上のアイコンから
兄弟姉妹をクリックして
切り替えることが可能です。



便利な使い方

p.40

【通知関連】

・メールアドレスを個人設定より登録すると、入退室やお知らせなど

通知が届きます。以下の三種類の通知が届き、不要な場合は、チェッ

クを外します。

※上記の通知は、アプリはプッシュ通知、 L INEはメッセージとして届きます。

※WEB・アプリで同時にログインすることは可能ですが、

それぞれの通知が届きます。

【パスワード関連】

パスワードを忘れた際は、以下の方法で再発行・依頼を行うことがで

きます。

・教室番号、生徒番号、メールアドレスが登録済みの場合

以下のURLで、新しいパスワードを設定するためのURLがメールアドレス宛に

届きます。

h t t p s : / / c om i r u . j p / s t uden t s / r e s e t / pa s swo rd

・教室番号、生徒番号、メールアドレスが未登録の場合

上記URLで、教室番号・生徒番号を入力すると、再発行依頼が塾の管理者様宛

にメールで届くので、塾の管理者様に、新しいパスワードをお問い合わせくだ

さい。

・教室番号、生徒番号、いずれか、もしくは両方が不明の場合

通われている塾の先生に、直接お問い合わせください。

https://comiru.jp/students/reset/password


p.41

よくある質問



Comiru利用時のよくある質問

p.42

Comiruを利用時によくある質問をまとめました。

カテゴリ 質問 回答

メール通知

入退室・指導報告書・お知ら
せの通知メールが届かない。

Comiru内の「個人設定」内に「メール設定」という項
目にて、
メールアドレスの横の「設定」もしくは、をクリック
していただき、通知設定のチェックボックスをONで配
信、OFFで配信停止が可能です。

Docomoなどのキャリアメールをお使いの方は、ドメ
イン指定受信の設定を一度見直しをお願い致します。

メール連絡を止めたい・必要
なくなった。

上記通知設定にないメールの停止については、メール
アドレスの削除が必要です。
メールアドレスの削除については、通われているス
クールの先生にご相談いただくことで、メールアドレ
スの削除が可能です。


