
 「みまもるネット」画面のみかた

66 みまもるトークの使い方
スマートフォンをご利用の方は、みまもるトークアプリを使って、お子さまからの学習
結果の連絡やメッセージを受けとることができます。メッセージへの返信もできます。

　　　以下のQRコードを撮影して、アプリをインストールします。

＊QRコードリーダーをお持ちでない方はこちら
https://smile-zemi.jp/z/m/a4/

アプリを起動して、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［パスワードを忘れた方はこちら］
をクリックし、画面の指示に従って操作します。

＊ iPhone/Android ごとの詳しい手順はこちら
https://smile-zemi.jp/z/m/a5/

＊	スマートフォンをご利用でない方は、パソコン用の［みまもるトーク］をご利用ください。
	 詳しくは「6　みまもるネットの使い方」をご覧ください。

 みまもるネットの使い方
「みまもるネット」はパソコンやスマートフォ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・不得意などを確認したり、
スマイルゼミの各種設定を確認、変更したりできます。

次のどちらかの方法でみまもるネットにアクセスします。
●スマイルゼミのWebサイト（https://smile-zemi.jp/z/m/a1/）の［みまもるネット］をクリック
● Webブラウザーに、みまもるネットのURL（https://smile-zemi.jp/z/m/a3/）を入力
＊みまもるネットをWebブラウザーの「お気に入り」に登録すると、簡単にアクセスできて便利です。

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［パスワードを忘れた方はこちら］
をクリックし、画面の指示に従って操作します。
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表紙

保護者の方は必ずお読みください

スタートガイド

● お子さまが毎日の学習を始めたら…

● はじめて使うとき

→ 2　お子さまを登録する

→ 6　みまもるネットの使い方

→ 5　みまもるトークの使い方

学習履歴を見る

お子さまの登録

タブレットの設定

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。

家族専用のタイムラインで
楽しくコミュニケーション

お子さまが取り組んだ
学習内容を把握

学習以外のコミュニ
ケーションにも使える

［せってい］をタップ
設定画面が開きます。画面を閉じる
ときも、［せってい］をタップします。

設定画面

44 メッセージのやりとりをする
お子さまが今日学習したことをタブレットから連絡すると、保護者にメールが届きます。
さらに「みまもるトーク」でメッセージのやりとりもできます。 

アラームの設定
学習を始める時刻を設定します。設定
時刻になるとアラームが鳴ります。

インターネット接続の設定 → 1　インターネット接続の設定をする

学習する

→ 3　タブレットの設定をする

スタンプ・コメントを送る

→ 別紙「スマイルゼミをはじめよう」

→ 4　メッセージのやりとりをする

学習結果を連絡する
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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、本紙に記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
※製品によっては含まれないものがあります。

□ ごあいさつ　　 □ スタートガイド（本書） □ スマイルゼミをはじめよう
□ 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＊ 1

□ タブレット用カバー

パッケージ内容の確認

スマイルゼミのご利用の流れ

 タブレットの設定をする
学習の予定時間にアラームが鳴るようにしたり、画面の明るさを変えたりすることがで
きます。必要に応じて設定してください。
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インターネット接続の再設定
アクセスポイントを変更するときなど
に、接続先の設定を変更します。

端末情報
バージョン情報を確認したり、データ
のバックアップを取ったりします。

タップを表示
タップしたり手書きしたりした場所に白
い丸印を表示するときはオンにします。

おでかけモード
ネットワーク環境のない外出先で使え
るようにするときにオンにします。
普段は必ずオフにして使ってください。

＊ 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。

	連絡メールの送信先を携帯電話やスマートフォンにしたり、みまもるトークの参加者を指定したりすることも
できます。送信先は「みまもるネット」の［サービスの設定］で設定できます。→ 6		みまもるネットの使い方

 「みまもるトーク」画面の使い方

　　
画面の明るさの設定
　	を左右にスライドして、明るさを調
整します。

左：暗く　　　　　　　		　　	右：明るく

アップデート
アップデートを確認します。システ
ムアップデートが配信されたときは、
ホーム画面の［せってい］や［アップ
デート］の上に　　が表示されます。

タブレットの故障などに備えて定期的にデータのバックアップを取ることをおすすめします。

今日の学習内容
お子さまの今日の学習内容が表示されます。
［詳細］をタップすると、学習した教科と成績、学習時間を
確認できます。

コメントをつける
お子さまからの連絡に対して、その日に頑張ったところなど
をほめてあげるコメントを返します。送ったコメントは、お
子さまが次にタブレットを起動したときに表示されます。

［れんらく］の写真

スタンプ /写真を送る

メッセージを送る

＊	はじめに、連絡メールの受信用メールアドレスやみまもるトーク
の参加者を設定しておきましょう。詳しい手順はこちら

 https://smile-zemi.jp/z/m/a6/

複数のお子さまが受講している場合、クリックし
てお子さまを切り替えられます。

みまもるネットの画面を切り替えます。
パソコン用の［みまもるトーク］や［学習のきろく］［サー
ビスの設定］に切り替えられます。

［サービスの設定］でスマイルゼミに関する設定や
契約情報を確認・変更できます。
•	 ご請求 / お支払い（ご請求履歴や入金方法の確認）
•	 お支払い方法の変更や、退会、端末の交換
•	 クラス変更やオプションコースのお申し込み　など

＊みまもるネットの使い方やよくあるお問い合わせは	 	をご覧ください。

学習のきろく
学習状況を詳しく
確認できます。
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AndroidiPhone

● 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 タブレットが故障した 操作がわからない

スマイルゼミの Web サイト

smile-zemi.jp 0120-965-727
電話でのお問い合わせ先　スマイルゼミ   サポートセンター

一部の IP 電話（通話料お客様負担） 03-5324-7612
受付時間　10:00 〜 20:00

サービス利用規約
https://smile-zemi.jp/z/m/a2/

※ 弊社特別休業日（12 月 31 日、1 月 1 日）を除く

＊アプリ・タブレットの利用時間、あんしんインターネットの利用については、みまもるネットで設定してください。

アプリやタブレットの利用時間は［サービス利用設定］
あんしんインターネット（Yahoo! きっず）の利用は

［あんしんインターネットご利用状況の確認 / 設定］より、
それぞれご設定いただけます。

日々のとりくみ
当月の学習状況を
確認できます。
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中面
山 折谷 折 谷 折

確認メッセージが表示されたら、このタブ
レットを使うお子さまの設定にまちがいない
ことを確認して、［はい］をタップします。

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。

11
Wi-Fi の接続方法を選びます。2

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。→	6　みまもるネットの使い方

4

2

❷	画面のキーボードでメールア
ドレスを入力します。

❸［パスワード］欄をタップし、
パスワードを入力します。

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

	をタップします。

❹	 	をタップします。

 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。

	＊	Wi-Fi（wireless	fidelity　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。

スマイルゼミのしくみ

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AOSS 対応である（ 	マー
クがある）場合、簡単に設定できます。

❶	 	をタップします。
❷	 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。

	 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。

❸	 	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。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。

❷	［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。

周辺のアクセスポイントから
選ぶ場合

タップして	3	へ

タブレットに電源を入れます。1

❶		［メールアドレス］
欄をタップ

❶	このタブレットを使う
　	お子さまの名前をタップ

インターネット

無線LANルーター

教材ダウンロード

学習報告・コメントをお預かり

パソコン

スマートフォン

Wi-Fiネットワーク

タブレット
スマイルゼミ  サーバー

ご家庭

 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。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。

22

お子さまを登録します。1

ソフトウェアのアップデートが開始されます。2

❷	［次へ］をタップ

学習を始めます。3

→ 2　お子さまを登録する　へ進む

スマイルゼミのホーム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。お子さまといっしょに学習を始
めてください。

❶	電源ケーブルを差し込みます。

タブレットが起動して、設定案内の画面が表示されます。

❸		タップ（指先でタッチ）して進む

1	［セキュリティ］で、お使いの無線 LAN ルー
ターに合わせてセキュリティを選びます。

2	［パスワード］＊ 3を入力します。
*3　 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。

アクセスポイントを手動で追加した場合

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。

	＊	 	および、AOSSTM は株式会社バッファロー
の	商標です。

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。

❶	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

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。

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。

❷		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。

大文字・小文字の切り替え 前文字を削除

❶	［開始する］をタップ

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。3
接続するアクセスポイントの名前（SSID：識別
ID） ＊ 1 とパスワード＊ 2 が必要です。
無線 LAN ルーターであらかじめご確認ください。

	*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。

無線 LAN ルーター

どちらかの SSID

SSID ：XXXXXXXXXXXXXXX_G
SSID  ：XXXXXXXXXXXXXXX_A
KEY ：XXXXXXXXXXXXX
PIN ：XXXXXXXXX

（例）

電源ボタン
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確認メッセージが表示されたら、このタブ
レットを使うお子さまの設定にまちがいない
ことを確認して、［はい］をタップします。

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。
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2	［パスワード］＊ 3を入力します。
*3　 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。

アクセスポイントを手動で追加した場合

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。

	＊	 	および、AOSSTM は株式会社バッファロー
の	商標です。

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。

❶	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

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。

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。

❷		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。

大文字・小文字の切り替え 前文字を削除

❶	［開始する］をタップ

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。3
接続するアクセスポイントの名前（SSID：識別
ID） ＊ 1 とパスワード＊ 2 が必要です。
無線 LAN ルーターであらかじめご確認ください。

	*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。

無線 LAN ルーター

どちらかの SSID

SSID ：XXXXXXXXXXXXXXX_G
SSID  ：XXXXXXXXXXXXXXX_A
KEY ：XXXXXXXXXXXXX
PIN ：XXXXXXXXX

（例）

電源ボタン
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中面
山 折谷 折 谷 折

確認メッセージが表示されたら、このタブ
レットを使うお子さまの設定にまちがいない
ことを確認して、［はい］をタップします。

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。

11
Wi-Fi の接続方法を選びます。2

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。→	6　みまもるネットの使い方

4

2

❷	画面のキーボードでメールア
ドレスを入力します。

❸［パスワード］欄をタップし、
パスワードを入力します。

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

	をタップします。

❹	 	をタップします。

 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。

	＊	Wi-Fi（wireless	fidelity　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。

スマイルゼミのしくみ

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AOSS 対応である（ 	マー
クがある）場合、簡単に設定できます。

❶	 	をタップします。
❷	 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。

	 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。

❸	 	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。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。

❷	［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。

周辺のアクセスポイントから
選ぶ場合

タップして	3	へ

タブレットに電源を入れます。1

❶		［メールアドレス］
欄をタップ

❶	このタブレットを使う
　	お子さまの名前をタップ

インターネット

無線LANルーター

教材ダウンロード

学習報告・コメントをお預かり

パソコン

スマートフォン

Wi-Fiネットワーク

タブレット
スマイルゼミ  サーバー

ご家庭

 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。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。
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お子さまを登録します。1

ソフトウェアのアップデートが開始されます。2

❷	［次へ］をタップ

学習を始めます。3

→ 2　お子さまを登録する　へ進む

スマイルゼミのホーム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。お子さまといっしょに学習を始
めてください。

❶	電源ケーブルを差し込みます。

タブレットが起動して、設定案内の画面が表示されます。

❸		タップ（指先でタッチ）して進む

1	［セキュリティ］で、お使いの無線 LAN ルー
ターに合わせてセキュリティを選びます。

2	［パスワード］＊ 3を入力します。
*3　 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。

アクセスポイントを手動で追加した場合

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。

	＊	 	および、AOSSTM は株式会社バッファロー
の	商標です。

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。

❶	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

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。

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。

❷		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。

大文字・小文字の切り替え 前文字を削除

❶	［開始する］をタップ

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。3
接続するアクセスポイントの名前（SSID：識別
ID） ＊ 1 とパスワード＊ 2 が必要です。
無線 LAN ルーターであらかじめご確認ください。

	*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。

無線 LAN ルーター

どちらかの SSID

SSID ：XXXXXXXXXXXXXXX_G
SSID  ：XXXXXXXXXXXXXXX_A
KEY ：XXXXXXXXXXXXX
PIN ：XXXXXXXXX

（例）
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確認メッセージが表示されたら、このタブ
レットを使うお子さまの設定にまちがいない
ことを確認して、［はい］をタップします。

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。
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Wi-Fi の接続方法を選びます。2

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
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❷	画面のキーボードでメールア
ドレスを入力します。

❸［パスワード］欄をタップし、
パスワードを入力します。

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

	をタップします。

❹	 	をタップします。

 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。

	＊	Wi-Fi（wireless	fidelity　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。

スマイルゼミのしくみ

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AOSS 対応である（ 	マー
クがある）場合、簡単に設定できます。

❶	 	をタップします。
❷	 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。

	 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。

❸	 	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。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。

❷	［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。

周辺のアクセスポイントから
選ぶ場合

タップして	3	へ

タブレットに電源を入れます。1

❶		［メールアドレス］
欄をタップ

❶	このタブレットを使う
　	お子さまの名前をタップ

インターネット

無線LANルーター

教材ダウンロード

学習報告・コメントをお預かり

パソコン

スマートフォン

Wi-Fiネットワーク

タブレット
スマイルゼミ  サーバー

ご家庭

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。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。
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めてください。

❶	電源ケーブルを差し込みます。
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2	 それでも表示されない場合は、 	をタップ
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画面に表示されるまで長押しします。
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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。3
接続するアクセスポイントの名前（SSID：識別
ID） ＊ 1 とパスワード＊ 2 が必要です。
無線 LAN ルーターであらかじめご確認ください。

	*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。
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 「みまもるネット」画面のみかた

66 みまもるトークの使い方
スマートフォンをご利用の方は、みまもるトークアプリを使って、お子さまからの学習
結果の連絡やメッセージを受けとることができます。メッセージへの返信もできます。

　　　以下のQRコードを撮影して、アプリをインストールします。

＊QRコードリーダーをお持ちでない方はこちら
https://smile-zemi.jp/z/m/a4/

アプリを起動して、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［パスワードを忘れた方はこちら］
をクリックし、画面の指示に従って操作します。

＊ iPhone/Android ごとの詳しい手順はこちら
https://smile-zemi.jp/z/m/a5/

＊	スマートフォンをご利用でない方は、パソコン用の［みまもるトーク］をご利用ください。
	 詳しくは「6　みまもるネットの使い方」をご覧ください。

 みまもるネットの使い方
「みまもるネット」はパソコンやスマートフォ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・不得意などを確認したり、
スマイルゼミの各種設定を確認、変更したりできます。

次のどちらかの方法でみまもるネットにアクセスします。
●スマイルゼミのWebサイト（https://smile-zemi.jp/z/m/a1/）の［みまもるネット］をクリック
● Webブラウザーに、みまもるネットのURL（https://smile-zemi.jp/z/m/a3/）を入力
＊みまもるネットをWebブラウザーの「お気に入り」に登録すると、簡単にアクセスできて便利です。

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［パスワードを忘れた方はこちら］
をクリックし、画面の指示に従って操作します。
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表面
山 折谷 折  山折

表紙

保護者の方は必ずお読みください

スタートガイド

● お子さまが毎日の学習を始めたら…

● はじめて使うとき

→ 2　お子さまを登録する

→ 6　みまもるネットの使い方

→ 5　みまもるトークの使い方

学習履歴を見る

お子さまの登録

タブレットの設定

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。

家族専用のタイムラインで
楽しくコミュニケーション

お子さまが取り組んだ
学習内容を把握

学習以外のコミュニ
ケーションにも使える

［せってい］をタップ
設定画面が開きます。画面を閉じる
ときも、［せってい］をタップします。

設定画面

44 メッセージのやりとりをする
お子さまが今日学習したことをタブレットから連絡すると、保護者にメールが届きます。
さらに「みまもるトーク」でメッセージのやりとりもできます。 

アラームの設定
学習を始める時刻を設定します。設定
時刻になるとアラームが鳴ります。

インターネット接続の設定 → 1　インターネット接続の設定をする

学習する

→ 3　タブレットの設定をする

スタンプ・コメントを送る

→ 別紙「スマイルゼミをはじめよう」

→ 4　メッセージのやりとりをする

学習結果を連絡する
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〒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

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、本紙に記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
※製品によっては含まれないものがあります。

□ ごあいさつ　　 □ スタートガイド（本書） □ スマイルゼミをはじめよう
□ 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＊ 1

□ タブレット用カバー

パッケージ内容の確認

スマイルゼミのご利用の流れ

 タブレットの設定をする
学習の予定時間にアラームが鳴るようにしたり、画面の明るさを変えたりすることがで
きます。必要に応じて設定してください。
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インターネット接続の再設定
アクセスポイントを変更するときなど
に、接続先の設定を変更します。

端末情報
バージョン情報を確認したり、データ
のバックアップを取ったりします。

タップを表示
タップしたり手書きしたりした場所に白
い丸印を表示するときはオンにします。

おでかけモード
ネットワーク環境のない外出先で使え
るようにするときにオンにします。
普段は必ずオフにして使ってください。

＊ 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。

	連絡メールの送信先を携帯電話やスマートフォンにしたり、みまもるトークの参加者を指定したりすることも
できます。送信先は「みまもるネット」の［サービスの設定］で設定できます。→ 6		みまもるネットの使い方

 「みまもるトーク」画面の使い方

　　
画面の明るさの設定
　	を左右にスライドして、明るさを調
整します。

左：暗く　　　　　　　		　　	右：明るく

アップデート
アップデートを確認します。システ
ムアップデートが配信されたときは、
ホーム画面の［せってい］や［アップ
デート］の上に　　が表示されます。デート］の上に　　が表示されます。

タブレットの故障などに備えて定期的にデータのバックアップを取ることをおすすめします。

今日の学習内容
お子さまの今日の学習内容が表示されます。
［詳細］をタップすると、学習した教科と成績、学習時間を
確認できます。

コメントをつける
お子さまからの連絡に対して、その日に頑張ったところなど
をほめてあげるコメントを返します。送ったコメントは、お
子さまが次にタブレットを起動したときに表示されます。

［れんらく］の写真

スタンプ /写真を送る

メッセージを送る

＊	はじめに、連絡メールの受信用メールアドレスやみまもるトーク
の参加者を設定しておきましょう。詳しい手順はこちら

 https://smile-zemi.jp/z/m/a6/

複数のお子さまが受講している場合、クリックし
てお子さまを切り替えられます。

みまもるネットの画面を切り替えます。
パソコン用の［みまもるトーク］や［学習のきろく］［サー
ビスの設定］に切り替えられます。

［サービスの設定］でスマイルゼミに関する設定や
契約情報を確認・変更できます。
•	 ご請求 / お支払い（ご請求履歴や入金方法の確認）
•	 お支払い方法の変更や、退会、端末の交換
•	 クラス変更やオプションコースのお申し込み　など

＊みまもるネットの使い方やよくあるお問い合わせは	 	をご覧ください。

学習のきろく
学習状況を詳しく
確認できます。
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● 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 タブレットが故障した 操作がわからない

スマイルゼミの Web サイト

smile-zemi.jp 0120-965-727
電話でのお問い合わせ先　スマイルゼミ   サポートセンター

一部の IP 電話（通話料お客様負担） 03-5324-7612
受付時間　10:00 〜 20:00

サービス利用規約
https://smile-zemi.jp/z/m/a2/

※ 弊社特別休業日（12 月 31 日、1 月 1 日）を除く

＊アプリ・タブレットの利用時間、あんしんインターネットの利用については、みまもるネットで設定してください。

アプリやタブレットの利用時間は［サービス利用設定］
あんしんインターネット（Yahoo! きっず）の利用は

［あんしんインターネットご利用状況の確認 / 設定］より、
それぞれご設定いただけます。

日々のとりくみ
当月の学習状況を
確認できます。
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 「みまもるネット」画面のみかた

66 みまもるトークの使い方
スマートフォンをご利用の方は、みまもるトークアプリを使って、お子さまからの学習
結果の連絡やメッセージを受けとることができます。メッセージへの返信もできます。

　　　以下のQRコードを撮影して、アプリをインストールします。

＊QRコードリーダーをお持ちでない方はこちら
https://smile-zemi.jp/z/m/a4/

アプリを起動して、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［パスワードを忘れた方はこちら］
をクリックし、画面の指示に従って操作します。

＊ iPhone/Android ごとの詳しい手順はこちら
https://smile-zemi.jp/z/m/a5/

＊	スマートフォンをご利用でない方は、パソコン用の［みまもるトーク］をご利用ください。
	 詳しくは「6　みまもるネットの使い方」をご覧ください。

 みまもるネットの使い方
「みまもるネット」はパソコンやスマートフォ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・不得意などを確認したり、
スマイルゼミの各種設定を確認、変更したりできます。

次のどちらかの方法でみまもるネットにアクセスします。
●スマイルゼミのWebサイト（https://smile-zemi.jp/z/m/a1/）の［みまもるネット］をクリック
● Webブラウザーに、みまもるネットのURL（https://smile-zemi.jp/z/m/a3/）を入力
＊みまもるネットをWebブラウザーの「お気に入り」に登録すると、簡単にアクセスできて便利です。

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［パスワードを忘れた方はこちら］
をクリックし、画面の指示に従って操作します。
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表面
山 折谷 折  山折

表紙

保護者の方は必ずお読みください

スタートガイド

● お子さまが毎日の学習を始めたら…

● はじめて使うとき

→ 2　お子さまを登録する

→ 6　みまもるネットの使い方

→ 5　みまもるトークの使い方

学習履歴を見る

お子さまの登録

タブレットの設定

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。

家族専用のタイムラインで
楽しくコミュニケーション

お子さまが取り組んだ
学習内容を把握

学習以外のコミュニ
ケーションにも使える

［せってい］をタップ
設定画面が開きます。画面を閉じる
ときも、［せってい］をタップします。

設定画面

44 メッセージのやりとりをする
お子さまが今日学習したことをタブレットから連絡すると、保護者にメールが届きます。
さらに「みまもるトーク」でメッセージのやりとりもできます。 

アラームの設定
学習を始める時刻を設定します。設定
時刻になるとアラームが鳴ります。

インターネット接続の設定 → 1　インターネット接続の設定をする

学習する

→ 3　タブレットの設定をする

スタンプ・コメントを送る

→ 別紙「スマイルゼミをはじめよう」

→ 4　メッセージのやりとりをする

学習結果を連絡する
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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、本紙に記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
※製品によっては含まれないものがあります。

□ ごあいさつ　　 □ スタートガイド（本書） □ スマイルゼミをはじめよう
□ 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＊ 1

□ タブレット用カバー

パッケージ内容の確認

スマイルゼミのご利用の流れ

 タブレットの設定をする
学習の予定時間にアラームが鳴るようにしたり、画面の明るさを変えたりすることがで
きます。必要に応じて設定してください。
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インターネット接続の再設定
アクセスポイントを変更するときなど
に、接続先の設定を変更します。

端末情報
バージョン情報を確認したり、データ
のバックアップを取ったりします。

タップを表示
タップしたり手書きしたりした場所に白
い丸印を表示するときはオンにします。

おでかけモード
ネットワーク環境のない外出先で使え
るようにするときにオンにします。
普段は必ずオフにして使ってください。

＊ 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。

	連絡メールの送信先を携帯電話やスマートフォンにしたり、みまもるトークの参加者を指定したりすることも
できます。送信先は「みまもるネット」の［サービスの設定］で設定できます。→ 6		みまもるネットの使い方

 「みまもるトーク」画面の使い方

　　
画面の明るさの設定
　	を左右にスライドして、明るさを調
整します。

左：暗く　　　　　　　		　　	右：明るく

アップデート
アップデートを確認します。システ
ムアップデートが配信されたときは、
ホーム画面の［せってい］や［アップ
デート］の上に　　が表示されます。

タブレットの故障などに備えて定期的にデータのバックアップを取ることをおすすめします。

今日の学習内容
お子さまの今日の学習内容が表示されます。
［詳細］をタップすると、学習した教科と成績、学習時間を
確認できます。

コメントをつける
お子さまからの連絡に対して、その日に頑張ったところなど
をほめてあげるコメントを返します。送ったコメントは、お
子さまが次にタブレットを起動したときに表示されます。

［れんらく］の写真

スタンプ /写真を送る

メッセージを送る

＊	はじめに、連絡メールの受信用メールアドレスやみまもるトーク
の参加者を設定しておきましょう。詳しい手順はこちら

 https://smile-zemi.jp/z/m/a6/

複数のお子さまが受講している場合、クリックし
てお子さまを切り替えられます。

みまもるネットの画面を切り替えます。
パソコン用の［みまもるトーク］や［学習のきろく］［サー
ビスの設定］に切り替えられます。

［サービスの設定］でスマイルゼミに関する設定や
契約情報を確認・変更できます。
•	 ご請求 / お支払い（ご請求履歴や入金方法の確認）
•	 お支払い方法の変更や、退会、端末の交換
•	 クラス変更やオプションコースのお申し込み　など

＊みまもるネットの使い方やよくあるお問い合わせは	 	をご覧ください。

学習のきろく
学習状況を詳しく
確認できます。

32
1

1

2

3

4
5

AndroidiPhone

● 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 タブレットが故障した 操作がわからない

スマイルゼミの Web サイト

smile-zemi.jp 0120-965-727
電話でのお問い合わせ先　スマイルゼミ   サポートセンター

一部の IP 電話（通話料お客様負担） 03-5324-7612
受付時間　10:00 〜 20:00

サービス利用規約
https://smile-zemi.jp/z/m/a2/

※ 弊社特別休業日（12 月 31 日、1 月 1 日）を除く

＊アプリ・タブレットの利用時間、あんしんインターネットの利用については、みまもるネットで設定してください。

アプリやタブレットの利用時間は［サービス利用設定］
あんしんインターネット（Yahoo! きっず）の利用は

［あんしんインターネットご利用状況の確認 / 設定］より、
それぞれご設定いただけます。

日々のとりくみ
当月の学習状況を
確認できます。
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 「みまもるネット」画面のみかた

66 みまもるトークの使い方
スマートフォンをご利用の方は、みまもるトークアプリを使って、お子さまからの学習
結果の連絡やメッセージを受けとることができます。メッセージへの返信もできます。

　　　以下のQRコードを撮影して、アプリをインストールします。

＊QRコードリーダーをお持ちでない方はこちら
https://smile-zemi.jp/z/m/a4/

アプリを起動して、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［パスワードを忘れた方はこちら］
をクリックし、画面の指示に従って操作します。

＊ iPhone/Android ごとの詳しい手順はこちら
https://smile-zemi.jp/z/m/a5/

＊	スマートフォンをご利用でない方は、パソコン用の［みまもるトーク］をご利用ください。
	 詳しくは「6　みまもるネットの使い方」をご覧ください。

 みまもるネットの使い方
「みまもるネット」はパソコンやスマートフォ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・不得意などを確認したり、
スマイルゼミの各種設定を確認、変更したりできます。

次のどちらかの方法でみまもるネットにアクセスします。
●スマイルゼミのWebサイト（https://smile-zemi.jp/z/m/a1/）の［みまもるネット］をクリック
● Webブラウザーに、みまもるネットのURL（https://smile-zemi.jp/z/m/a3/）を入力
＊みまもるネットをWebブラウザーの「お気に入り」に登録すると、簡単にアクセスできて便利です。

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［パスワードを忘れた方はこちら］
をクリックし、画面の指示に従って操作します。
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山 折谷 折  山折

表紙

保護者の方は必ずお読みください

スタートガイド

● お子さまが毎日の学習を始めたら…

● はじめて使うとき

→ 2　お子さまを登録する

→ 6　みまもるネットの使い方

→ 5　みまもるトークの使い方

学習履歴を見る

お子さまの登録

タブレットの設定

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。

家族専用のタイムラインで
楽しくコミュニケーション

お子さまが取り組んだ
学習内容を把握

学習以外のコミュニ
ケーションにも使える

［せってい］をタップ
設定画面が開きます。画面を閉じる
ときも、［せってい］をタップします。

設定画面

44 メッセージのやりとりをする
お子さまが今日学習したことをタブレットから連絡すると、保護者にメールが届きます。
さらに「みまもるトーク」でメッセージのやりとりもできます。 

アラームの設定
学習を始める時刻を設定します。設定
時刻になるとアラームが鳴ります。

インターネット接続の設定 → 1　インターネット接続の設定をする

学習する

→ 3　タブレットの設定をする

スタンプ・コメントを送る

→ 別紙「スマイルゼミをはじめよう」

→ 4　メッセージのやりとりをする

学習結果を連絡する
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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、本紙に記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
※製品によっては含まれないものがあります。

□ ごあいさつ　　 □ スタートガイド（本書） □ スマイルゼミをはじめよう
□ 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＊ 1

□ タブレット用カバー

パッケージ内容の確認

スマイルゼミのご利用の流れ

 タブレットの設定をする
学習の予定時間にアラームが鳴るようにしたり、画面の明るさを変えたりすることがで
きます。必要に応じて設定してください。
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インターネット接続の再設定
アクセスポイントを変更するときなど
に、接続先の設定を変更します。

端末情報
バージョン情報を確認したり、データ
のバックアップを取ったりします。

タップを表示
タップしたり手書きしたりした場所に白
い丸印を表示するときはオンにします。

おでかけモード
ネットワーク環境のない外出先で使え
るようにするときにオンにします。
普段は必ずオフにして使ってください。

＊ 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。

	連絡メールの送信先を携帯電話やスマートフォンにしたり、みまもるトークの参加者を指定したりすることも
できます。送信先は「みまもるネット」の［サービスの設定］で設定できます。→ 6		みまもるネットの使い方

 「みまもるトーク」画面の使い方

　　
画面の明るさの設定
　	を左右にスライドして、明るさを調
整します。

左：暗く　　　　　　　		　　	右：明るく

アップデート
アップデートを確認します。システ
ムアップデートが配信されたときは、
ホーム画面の［せってい］や［アップ
デート］の上に　　が表示されます。

タブレットの故障などに備えて定期的にデータのバックアップを取ることをおすすめします。

今日の学習内容
お子さまの今日の学習内容が表示されます。
［詳細］をタップすると、学習した教科と成績、学習時間を
確認できます。

コメントをつける
お子さまからの連絡に対して、その日に頑張ったところなど
をほめてあげるコメントを返します。送ったコメントは、お
子さまが次にタブレットを起動したときに表示されます。

［れんらく］の写真

スタンプ /写真を送る

メッセージを送る

＊	はじめに、連絡メールの受信用メールアドレスやみまもるトーク
の参加者を設定しておきましょう。詳しい手順はこちら

 https://smile-zemi.jp/z/m/a6/

複数のお子さまが受講している場合、クリックし
てお子さまを切り替えられます。

みまもるネットの画面を切り替えます。
パソコン用の［みまもるトーク］や［学習のきろく］［サー
ビスの設定］に切り替えられます。

［サービスの設定］でスマイルゼミに関する設定や
契約情報を確認・変更できます。
•	 ご請求 / お支払い（ご請求履歴や入金方法の確認）
•	 お支払い方法の変更や、退会、端末の交換
•	 クラス変更やオプションコースのお申し込み　など

＊みまもるネットの使い方やよくあるお問い合わせは	 	をご覧ください。

学習のきろく
学習状況を詳しく
確認できます。
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● 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 タブレットが故障した 操作がわからない

スマイルゼミの Web サイト

smile-zemi.jp 0120-965-727
電話でのお問い合わせ先　スマイルゼミ   サポートセンター

一部の IP 電話（通話料お客様負担） 03-5324-7612
受付時間　10:00 〜 20:00

サービス利用規約
https://smile-zemi.jp/z/m/a2/

※ 弊社特別休業日（12 月 31 日、1 月 1 日）を除く

＊アプリ・タブレットの利用時間、あんしんインターネットの利用については、みまもるネットで設定してください。

アプリやタブレットの利用時間は［サービス利用設定］
あんしんインターネット（Yahoo! きっず）の利用は

［あんしんインターネットご利用状況の確認 / 設定］より、
それぞれご設定いただけます。

日々のとりくみ
当月の学習状況を
確認できます。
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