スタートガイド
保護者の方は必ずお読みください
お使いになる前に、インターネット接続の設定やお子さまの登録などの初期設定
が必要です。本書をお読みになり、保護者の方が初期設定を行ってください。

● タブレットについて
各部の名称
使用上の注意

● 初期設定
1 インターネット接続の設定をする
2 お子さまを登録する

● 学習開始後
みまもるトーク
みまもるネット
オンラインマニュアル

パッケージ内容の確認
本製品のパッケージには、以下のものが入っています。すべてそろっているかご確認ください。
そろっていない場合は、本書に記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
□ ごあいさつ

□ スタートガイド（本書）

□ FCC 認証・CE マーキング適合情報

□ 安全上のご注意・保証書

□ タブレット一式

□ タブレット用カバー

＊1

※製品によっては含まれないものがあります。 ＊ 1 タブレット・デジタイザーペン・AC アダプターがケースに入っています。

タブレットについて
各部の名称

―――――――――――――――――――――――――
microSD カードスロット

電源ボタン

「JUSTSYSTEMS」のロゴが表示されるまで長押しす
ると電源が入ります。電源を切るときも長押しします。

ふたを開けて、microSD カードを挿します。
※ microSD カードは添付されていません。

※短く押すとスリープ
（画面消灯）の ON ／ OFFができます。

microUSB コネクター
背面カメラ
イヤホン
マイク
+－音量ボタン

AC アダプターの
差込口

＋
（大きく）と
－
（小さく）の
ボタンで音量を
調節します。

前面カメラ

使用上の注意

――――――――――――――――――――――――

安全上の注意

タブレットはカバーに入れて使用します

火事、感電、ケガの危険があるため、
次のことを絶対に守ってください。
・分解しないこと
・ストーブの近くや日の当たる車内など、
高温になる場所に置かないこと

取扱上の注意
タブレットが破損する恐れがあるため、次のことを守ってください。
・水に濡らさないこと

・床に落とさないこと

・強い力をかけないこと

・踏んだり投げたりしないこと

・食べ物を食べながら、飲み物を飲みながら操作しないこと
・タブレットの充電は、必ず、付属の AC アダプターで行うこと
付属の AC アダプター以外で充電すると、タブレットの故障につながる恐れがあります。

デジタイザーペンは噛んだり、口にくわえたり、水に濡らしたりしないでください。
画面を拭くときは、めがね拭きなどの柔らかい布を使ってください。

初期設定
STEP

1

インターネット接続の設定をする
まずはじめに、タブレットをインターネットに接続する設定をします。
スマイルゼミでは、教材の配信や学習結果の連絡などをインターネットで行います。
無線 LAN ルーターが設置され、Wi-Fi* ネットワークでインターネット接続ができ
る場所でタブレットをご使用ください。

スマイルゼミのしくみ
タブレット
スマイルゼミ サーバー

学習報告・コメントをお預かり

スマートフォン

インターネット
Wi-Fiネットワーク

パソコン

教材ダウンロード

ご家庭

＊ Wi-Fi（wireless fidelity

無線 LANルーター

ワイファイ）：無線 LAN の標準規格を示すブランド名。

Wi-Fi 対応機器とアクセスポイントをつなぐ設定により、インターネットに接続できる。

タブレットに電源を入れます。
電源ボタン

1 電源ケーブルを差し込みます。

2 電源ボタンを「JUSTSYSTEMS」のロゴが
画面に表示されるまで長押しします。

タブレットが起動して、設定案内の画面が表示されます。

3 タップ（指先でタッチ）して進む
タ
ッ
プ

1

2

Wi-Fi の接続方法を選びます。
AOSSTM に対応したアクセスポイントに接続する場合
無線 LAN ルーターが AOSSTM 対応である（

マークがある）場

合、簡単に Wi-Fi の設定ができます。

1

をタップします。

2 画面の指示に従って、無線 LAN ルーター（無線親機）の
AOSS ボタンをランプが点滅するまで押し続けます。
周辺のアクセスポイントから選ぶ場合
タップして

3

へ

設定には時間がかかる場合があります。設定完了の画面が表示
されるまでお待ちください。

3 設定完了の画面が表示されたら［完了］をタップします。
アクセスポイントに接続されインターネットに接続されます。

※

および、AOSSTM は株式会社バッファロー
の 商標です。

3

接続が成功すると続けてログイン画面が表示されます。
※ AOSS2 には対応していません。

ネットワークの選択画面で接続するアクセスポイントを指定します。

（例）

どちらかの SSID

接続するアクセスポイントの名前（SSID：識別

SSID ：XXXXXXXXXXXXXXX_G

ID）＊1 とパスワード＊2が必要です。

SSID ：XXXXXXXXXXXXXXX_A

無線 LAN ルーターであらかじめご確認ください。

KEY ：XXXXXXXXXXXXX
PIN

：XXXXXXXXX

＊ 1 多くの場合、SSID は無線 LAN ルーター本体の底面や側面などに記載
があります。記載がなかったり、初期設定の SSID を変更したりして

無線 LAN ルーター

いる場合の確認方法は、お使いの無線 LAN ルーターの取扱説明書な
どをご覧ください。
＊ 2 お使いの無線 LAN ルーターによって「パスワード」は「セキュリティ
キー」
「暗号キー」
「KEY」などと呼ばれることもあります。

1 接続するアクセスポイントをタップ

接続するアクセスポイントが一覧に表示されない場合
1.

をタップします。

2. それでも表示されない場合は、

をタップして、手動

でアクセスポイント（SSID）を追加します。
※ SSID は最大 32 文字までの英数半角文字で大文字と小文字が区別
されます。大文字と小文字の入力を切り替えるにはキーボードの
をタップします。

MAC アドレスなどの詳細情報と、詳細なアクセ
スポイントの設定を行う場合にタップします。

2［ネットワークの設定］の画面で、
［パスワード］を入力して［接続］をタップします。
アクセスポイントを手動で追加した場合
1.［セキュリティ］で、お使いの無線 LAN ルーターに合わ
タ
ッ
プ

せてセキュリティを選びます。
2.［パスワード］＊を入力します。
＊お使いの無線 LAN ルーターによって「パスワード」は「セ
キュリティキー」
「暗号キー」
「KEY」などと呼ばれることもあ
ります。

パスワードは大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字
の入力を切り替えるには、キーボードの

をタップします。

選択したアクセスポイントに接続され、インターネットに接続されます。

スマイルゼミをお申し込みいただいた Just アカウント（ メールアドレス）でログインします。
※ Just アカウントは入会手続き完了メールに記載されています。
※パスワードには Just アカウントのパスワード、または、スマイルゼミの入会申込時に登録したパスワードを入力します。
※パスワードを忘れたときは、みまもるネットのログイン画面で「パスワードを忘れた方はこちら」をクリックします。

1［メールアドレス］欄をタップします。
2 画面のキーボードでメールアドレスを入力
タ
ッ
プ

します。

3
［パスワード］欄をタップし、パスワードを

タ
ッ
プ

4

入力します。

パスワードは大文字と小文字が区別されます。大
文字と小文字の入力を切り替えるには、キーボー
ドの

4
大文字・小文字の切り替え

をタップします。

をタップします。

前文字を削除

➡ STEP

2 お子さまを登録する

へ進む

初期設定
STEP

2

お子さまを登録する
インターネット接続を確認したら、このタブレットを使うお子さまを登録します。
1 台のタブレットに登録できるお子さまは１人だけです。複数のお子さまを
登録して切り替えて使うことはできません。

1

お子さまを登録します。
確認メッセージが表示されたら、このタブレットを

1 このタブレットを使う

て、
［はい］をタップします。

タ
ッ
プ

タ
ッ
プ

お子さまの名前をタップ

使うお子さまの設定にまちがいないことを確認し

2［次へ］をタップ

2

ソフトウェアのアップデートが開始されます。
ソフトウェアのアップデートにはしばらく時間がか
かります。次の画面が表示されるまでそのままでお
待ちください。

学習を始めます。
スマイルゼミの講座を選ぶ画面が表示されます。
これで、スマイルゼミで学習を始める準備ができま
した。

タ
ッ
プ

3

1［開始する］をタップ

みまもるトーク
スマートフォンをご利用の方は、みまもるトークを使って、お子さまの学習状況を見たり、お子さま
とメッセージのやりとりをすることができます。

●使い方を確認する
Web ブラウザーでオンラインマニュアル「みまもるトークの使い方」のページ
を開きます。
https://smile-zemi.jp/z/6284/
QR コードリーダーをお持ちの方は、右記の QR コードを
読み取ることでアクセスできます。

できること

学習内容の確認

スタンプ／写真を送る

メッセージを送る

など

みまもるネット
「みまもるネット」はスマートフォンやパソコンからアクセスできる保護者用の Web サイトです。
日々の学習への取り組み状況や教科、単元の得意・不得意を確認したり、スマイルゼミの各種設定を
確認・変更したりできます。

●みまもるネットにログインする

1

Web ブラウザーで「みまもるネット」を検索してページを開きます。

https://smile-zemi.jp/y/m/a3/
QR コードリーダーをお持ちの方は、右記の QR コードを
読み取ることでアクセスできます。

2

スマイルゼミをお申し込みいただいたメールアドレスとパスワードでログイン
します。

※メールアドレスは入会手続き完了メールに記載されています。
※パスワードにはスマイルゼミの入会時に登録したパスワードを入力します。

できること

学習の取り組みや結果の確認
連絡メールの送信先やみまもるトークの参加者の設定
定期テストの日程の設定
Android モードの利用許可や利用時間の設定

※「Android」および「Android ロゴ」、
「Google Play」は、Google LLC の商標、または登録商標です。

など

オンラインマニュアル
タブレットの設定やメッセージのやりとりなど、スマイルゼミの詳細な使い方は、オンラインマニュ
アルでご確認いただけます。

●アクセス方法
Web ブラウザーでオンラインマニュアルのページを開きます。
https://smile-zemi.jp/z/6283/
QR コードリーダーをお持ちの方は、右記の QR コードを
読み取ることでアクセスできます。

● お問い合わせ先

こんなときは、スマイルゼミの Web サイトをご覧ください。

会費・コースを確認したい

契約内容を変更したい

スマイルゼミの Web サイト

smile-zemi.jp
サービス利用規約

https://smile-zemi.jp/z/m/a2/

タブレットが故障した

電話でのお問い合わせ先

操作がわからない

スマイルゼミ サポートセンター

0120-965-727
03-5324-7612

一部の IP 電話（通話料お客様負担）

受付時間

10:00 〜 20:00

※ 弊社特別休業日（12 月 31 日、1 月 1 日）を除く

〒163-6017 東京都新宿区西新宿 6-8-1 住友不動産新宿オークタワー

©2021 株式会社ジャストシステム

※掲載している画面の構成やデザインは変更することがあります。
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