
はじめてガイド
学研教室の
会員証をご用意
ください。

〈学研教室クラウドルーム　トップページ〉

https://cloudroom.gakken.jp/

※学研教室クラウドルームは　　　（https://gurumi.jp）の登録情報に基づきサービスを提供して
　おります。使用に際し、「がっけん ぐるみ」に家族情報（家族代表者、家族メンバー）の登録が必要です。

※お手元の端末・WEBブラウザから会員登録してください。
　ご利用の環境によっては正常に動作しない場合がございます。
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まずはWEBから会員登録!
インターネット検索サイトから「学研教室クラウドルーム」を検索

● 「がっけん ぐるみ」への
　登録がない方は …… P.2へ

● 「がっけん ぐるみ」への
　登録がある方は …… P.5へ



から進んでください。

メールアドレスの入力STEP 1
保護者（代表者）のメールア
ドレスを入力し、［送信する］
を押してください。

入力したメールアドレス宛に
メールが送信されます。

「新規会員登録のご案内」の
メール本文にあるURLへア
クセスしてください。

学研教室クラウドルーム利用規約が表示
されます。

規約の内容を確認し、「利用規約の内容に
同意する。」に　 を入れ、　　　　　を押
します。
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登録の前に
迷惑メール受信拒否設定をされている場合……会員登録の
ご案内メールが届かない場合があります。
ご案内メール送信元のメールアドレス「info@gurumi.jp」を
受信可能にしてから　　　　 を行ってください。

● 「がっけん  ぐるみ」への登録がない方



「会員情報の照合」画面が表示されます。学研教室に通われているお子さまの会員情報を入力してください。
（会員のお子さまが複数いらっしゃる場合、まずはお一人の情報をご入力ください。二人目以降は後から追加できます。）

※「該当の会員は存在しません。」と表示され、会員の照合ができない場合は、画面で入力した情報と「学研教室入会申込書」に
　ご記入の内容に相違がないかご確認ください。申込時の内容がご不明の場合は、学研教室の指導者にお尋ねください。

会員情報の照合STEP 2

● 教室「学研教室」を選択してください。

● 生年月日 学研教室入会申込書にご記入いただいた生年月日を入力
● 電話番号 学研教室入会申込書にご記入いただいた電話番号を、

ハイフンなしで入力

● 会員番号（会員証に記載）
前半の7桁、後半の5桁を半角英数字で入力
　（例）2700W56-00789の場合

前半の7桁 後半の5桁
2700W56 00789

保護者の情報入力STEP 3

すべての入力を終えたら、［次へ］
を押します。保護者の情報が正
常に入力されると　　　　に進
みます。
赤字でエラーメッセージが表示さ
れた場合は、入力内容を修正し
て［次へ］を押してください。

会員情報の照合が完了すると、学研教室入会申込書に
ご記入いただいた住所・電話番号・保護者氏名が自動
で表示されます。その他の入力項目について、保護者
（代表者）の情報を追記してください。

学研教室入会申込書にご記入いただいた電
話番号・住所の情報が自動で表示されます。
編集はできません。

保護者（代表者）が学研教室ク
ラウドルームへログインするため
の ID・パスワードになります。

保護者（代表者）
の情報を補足して
ください。
氏名は自動で表示
されます。

家族のニックネームを入力してください。
（例）やまだ

必要事項の入力がすべて終わったら、［照合する］ボタンを押します。
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学研教室会員の情報入力STEP 4

登録情報の確認ページが表示されます。

　　　　 で照合した学研教室会員の情報入
力ページが表示されます。学研教室会員（お
子さま）の情報を入力してください。

学研教室会員（お子さま）が学研教
室クラウドルームへログインするた
めのID・パスワードになります。

学研教室会員（お子
さま）の情報を補足
してください。

学研教室入会申込書にご記入いただ
いた会員（お子さま）の氏名・性別・
生年月日が自動で表示されます。
氏名・フリガナを追記してください。

すべての入力を終えたら、
［次へ］を押します。

登録情報に問題がなければ
［登録する］ボタンを押してください。

登録完了の画面が表
示されたら、学研教室
クラウドルームの会員
登録作業は完了です。

会員登録完了STEP 5

を押してログイン
してください。

コンテンツを
使用する場合

引き続き、きょうだい
会員を追加する場合

を押します。

　　　　 、続いて　　　　 　を
参考に入力し、登録してください。
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から進んでください。

「会員情報 編集」画面より、お子さまの登録状況
をご確認ください。

「がっけん ぐるみ」へ移動してよろしいですか？
のメッセージが表示されます。  　　　　を押し
てログイン画面に進んでください。

「がっけん ぐるみ」にご登録済みの保護者（代表
者）のログインID、パスワードを入力し、　　　 
を押します。

保護者（代表者）のページが開きます。画面左の
　　から［会員情報（追加・修正）］を選択してく
ださい。

から進み、学研教室会員（お子さま）を追加して
ください。

P.3の　　　　  、続いて　　　　　を参考に入力し、登録してくだ
さい。

お子さまの情報がない場合

お子さまのニックネーム、会員番号が表示
されていれば、学研教室クラウドルームの
登録は完了です。
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教室情報がない場合

お子さまのニックネームの右側にある　　　　　　　　 から登録して
ください。

教室情報を登録する画面が表示されます。入力内容は、　　　　 
「会員情報の照合」を参考にしてください。

● 「がっけん  ぐるみ」への登録がある方



よくあるご質問・ご利用ガイドよくあるご質問・ご利用ガイドデジタル教材推奨動作環境デジタル教材推奨動作環境

※ 画面や機能は変更になる場合があります。Windows、Internet Explorer、Edge は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国
　における商標または登録商標です。iPad、Safari は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。iOS は、米国およびその
　他の国における Cisco 社の商標または登録商標です。Android、Chrome は、 Google LLC の商標または登録商標です。

●WEB問合せフォーム（ぐるみ問合せフォーム）
https://gurumi.jp/g_user/setting/inquiry

●電話　0120-316-717
＜受付時間＞平日10：00～20：00／土日祝10：00～18：00

お問い合わせ（クラウドルームの登録・操作に関するサポート窓口）
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WEB登録が完了したら、デジタル教材を使ってみましょう！
※デジタル教材は、保護者のアカウントでは使用できません。お子さまのアカウントでログインしてください。

●ＰＣでご利用の場合
＜ＯＳ＞ Windows10（日本語版）以上
＜ブラウザ＞ Google Chrome 最新版

●Android端末でご利用の場合： Android OS 6.0 以降
●iPhone，iPadでご利用の場合： iOS 10.0 以上

デジタル教材は、スマートフォンまたは
タブレットの専用アプリからの利用が便利！
※専用アプリはお子さまのID・パスワードで、デジタル教材のみ利用が可能です。　※専用アプリで利用可能なデジタル教材・機能には制限があります。

「ログイン」をクリック
「がっけん ぐるみへ移動してよろしいですか？」と表示されたら
「はい」をクリック
登録したお子さまのID、パスワードを入力して「OK」をクリック
ルームにあるタブレットの画像をクリックすると、学習コースに
応じたデジタル教材メニューが選択できます。

※クラウドルームの操作に関するサポート窓口です。教材の内容に関
　するお問い合わせは、学研教室の指導者へお問い合わせください。
※電話が繋がりにくい時間帯がございます。その場合は「よくあるご
　質問」や「WEB問合せフォーム」をご利用ください。

デジタル教材ご利用時の推奨動作環境です。
会員登録を行う環境とは異なります。

※「よくあるご質問」を確認しても解決しない場合、ＷＥＢ
問合せフォームよりお問い合わせください。
※お問い合わせの内容によっては、回答までにお時間いた
だく場合がございます。

WEBサイトブラウザ

専用アプリ（スマートフォン/タブレット）

登録・操作に関する
よくあるご質問に
回答しております。

クラウドルームの
ご案内、マニュアルが
ダウンロードできます。

Android
の場合

iOS
の場合

Play ストアの
アイコンを
タップ

App Storeの
アイコンを
タップ

「入手」ボタン
をタップ

AppleIDと
パスワードを
入力

インストール後、
ホーム画面の
クラウドルーム
アプリの
アイコンを
タップ

クラウドルーム
のお子さまの
ID、パスワード
を入力

アクセス方法の
選択メニュー
が出たら、
アプリの
利用設定は
完了

GoogleのIDと
パスワードを
入力

検索バーに
［学研教室
クラウドルーム］
と入力し検索

検索

「インストール」
ボタンをタップ

次回からは、
クラウドルームの
アイコンをタップして
すぐにご利用
できます。

WEB登録が
完了したら是非、
専用アプリを
ご利用ください。


