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チャネルを登録する

「登録用QRコードから登録」を

タップします。

チャネルのQRコードを読み取ります。 チャネルが表示されるので「登録

を始める」をタップします。

チャネル登録 チャネル登録

SAMPLE

QRコードが読み取れない方はP.5

「チャネルコードを入力して登録」

を参照ください。

登録手順書1枚目の

「3. チャネルの選択」に記載

されているQRコードを読み取

ります。

QRコードの上にチャネル名が

記載されています。

Check! 

SAMPLE

① ② ③

【QRコードから登録】 ※チャネルの登録には登録手順書が必要です。

登録方法の選択 コード読み取り チャネル登録

QRコード読み取り
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内容を確認し「追加」を

タップします。

子どもIDを入力またはQR

コードを読み取ります。

子どもが追加されたことを確認

し「次へ」をタップします。

子どもID入力 確認 子どもの登録

子どもIDは学校、保育園等

の施設から通知されます。

「子どもIDを入力して追加」
または「QRコードで追加」

をタップします。

パスワードを入力し

「次へ」をタップします。

パスワード入力

パスワードは登録手順書に記載さ

れています。パスワードが不要の

チャネルはこの画面は表示されま

せん。

子どもの登録

子どもの追加が不要なチャネ

ルは「利用者情報入力」の画

面が表示されます。手順⑦へ

進んでください。

④ ⑤ ⑥パスワード入力 子どもの追加 登録された子ども確認

子どもを更に追加する場合は「＋子どもID

を入力して追加」または「＋QRコードで追

加」をタップし⑤の手順を繰り返します。

Check!

SAMPLE

QRコード読み取り
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⑦利用者情報入力

利用者の情報を入力し

「次へ」をタップします。

利用者情報入力

⑧内容確認

内容を確認し「登録」を

タップします。

利用者情報確認

⑨チャネル登録完了

「(チャネル名)の登録が完了しました。」

表示されると登録完了です。

登録完了

チャネル一覧へ



チャネルを登録する
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チャネル登録

「チャネルコードを入力して登

録」をタップします。

①登録方法の選択

チャネルコードを入力して

「検索する」をタップします。

② チャネルコード入力

チャネルコードを入力して登録

チャネルコードは登録手順書

に記載されています。

以降はQRコードから登録する場合の手順と同じです。

P.4手順④へ進んでください。

③ チャネル登録

チャネル登録

P.4手順④へ

【チャネルコードを入力して登録】 ※チャネルの登録には登録手順書が必要です。
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メッセージを確認する

①チャネルを選択

アプリを開きます。

「メッセージ」画面が表示され

ます。チャネルをタップします。

メッセージ

赤丸●の中の数字が未読

メッセージの件数です。

②メッセージを選択

内容を確認するメッセージを

タップします。

チャネル受信箱

未読のメッセージには左上

に赤丸●がつきます。

③メッセージを確認

メッセージの内容が表示されます。

メッセージ詳細

既読確認

【アンケート添付のメッセージ】

のタグが付いて

います。

【既読確認のあるメッセージ】

メッセージの内容を確認後、
「メッセージを確認しまし
た」をタップしてください。

のタグが付いて

います。

アンケートをタップするとアン

ケート詳細画面へ移ります。

アンケート



メッセージをお気に入りに登録する
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①
「メッセージ」画面で

対象のメッセージを受信した

チャネルをタップします。

メッセージ

チャネルを選択 ②メッセージの☆を
タップ
お気に入り登録したいメッセージの

右側の☆をタップします。

受信箱

③お気に入り登録完了

メッセージの右側の☆が黄色になり

ます。

受信箱 メッセージ詳細

メッセージを開いてお気に入り
登録をする場合

タイトル右下の☆をタップします。



メッセージのお気に入り登録を解除する
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①

メッセージ

チャネルを選択 ②メッセージの
☆(黄色)をタップ
お気に入り登録したメッセージの右

側の☆(黄色)をタップします。

受信箱

③お気に入り解除

メッセージの右側の☆の黄色が消え

お気に入りが解除されます。

受信箱
メッセージ詳細

メッセージを開いてお気に入り
登録を解除する場合

タイトル右下の☆(黄色)をタップし

ます。

「メッセージ」画面で

対象のメッセージを受信した

チャネルをタップします。



受信箱に戻るときは、メニューの

「受信箱」をタップします。

お気に入り登録したメッセージだけを表示する

10

①

メッセージ

チャネルを選択 ②メニューを表示

画面右上の 三本線をタップし

ます。

受信箱

③お気に入りを選択

表示されたメニューの

「★お気に入り」をタップします。

メニュー

④メッセージの表示

お気に入り登録したメッセージの

一覧が表示されます。

Check!

お気に入り

「メッセージ」画面で

対象のメッセージを受信した

チャネルをタップします。



メッセージをゴミ箱に移動する
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①

メッセージ

チャネルを選択 ②メッセージをタップ

削除するメッセージをタップします。

チャネル受信箱 メッセージ詳細

③ゴミ箱をタップ

画面右上のごみ箱 をタップします。

④削除

「削除」をタップします。

削除したメッセージはゴミ箱の中にあります。完全に削除されるわけではありません。

Check!

削除確認

「メッセージ」画面で

対象のメッセージを受信した

チャネルをタップします。

⑤削除完了確認

「確認」をタップします。

削除完了確認



ゴミ箱に入っているメッセージを受信箱に戻す(復元する)
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①

メッセージ

チャネルを選択 ②メニューを表示

画面右上の 三本線をタップし

ます。

チャネル受信箱

③ゴミ箱を選択

表示されたメニューの

「ゴミ箱」をタップします。

メニュー

④メッセージの選択

ゴミ箱から受信箱に戻すメッセー

ジをタップします。

チャネルゴミ箱

「メッセージ」画面で

対象のメッセージを受信した

チャネルをタップします。
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⑤受信箱に戻す

画面右上の 受信箱をタップ

します。

削除済みメッセージ

⑥メッセージ復元

「復元」をタップします。

ゴミ箱から移動(復元)したメッセージ

は受信箱に表示されます。

Check!

⑦復元完了確認

「確認」をタップします。

復元確認 復元完了確認



ゴミ箱を空にする(完全削除) 【注意】メッセージは完全に削除されます。受信箱に戻す(復元する)ことはできません。
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①
「メッセージ」画面で

ゴミ箱を空にするチャネルを

タップします。

メッセージ

チャネルを選択 ②メニューを表示

画面右上の 三本線をタップし

ます。

受信箱

③ゴミ箱を選択

表示されたメニューの

「ゴミ箱」をタップします。

メニュー

④ゴミ箱を空にする

「ゴミ箱を空にする」をタップし

ます。

ゴミ箱
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⑤削除

「削除」をタップします。

⑥削除完了確認

「確認」をタップします。

メッセージは完全に削除され復元する

ことはできません。

Check!
※この操作で削除されます。
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欠席・遅刻連絡をする

①「欠席・遅刻連絡」
を選択

「欠席連絡」をタップします。

チャネル詳細

②子どもを選択

子どもを選択します。

子ども選択

③欠席連絡を入力する

欠席種別を選択し、次に表示された画面で各項目を入力ます。

入力後「連絡する」をタップします。

欠席連絡 例）種別「病欠」を選んだ場合の画面

チャネルに登録されている子ども
が一人の場合は表示されません。
手順③へ

「日にちを選択」をタップします。

日にちを選択し「決定」を

タップします。

もとの画面に選択した日付

が表示されます。

同じ内容で複数日登録する場合に
チェックを入れます。
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④ 送信する

「送信」をタップします。

欠席連絡 送信確認

⑤ 連絡済確認

「確認」をタップします。

欠席連絡 送信確認



遅刻・欠席連絡を修正する
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「連絡を修正する」をタップします。

①連絡を修正

欠席連絡

②内容を修正

項目を修正し「連絡する」を

タップします。

欠席連絡

③送信する

「送信」をタップします。

欠席連絡 送信確認

④
「確認」をタップします。

欠席連絡 連絡済確認

連絡済確認



遅刻・欠席連絡を取り消す

19

「取り消す」をタップします。

②取り消しの確定

欠席連絡 取り消し確認

「連絡を取り消す」をタップします。

①連絡を取り消す

欠席連絡



健康連絡帳
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①「健康連絡帳」
を選択

「健康連絡帳」をタップします。

チャネル詳細

②子どもを選択

子どもを選択します。

子ども選択

③健康連絡を入力する

健康連絡をする日付を選択します。

各項目を入力し「連絡する」をタップします。

健康連絡帳 健康連絡帳 入力

④

「送信」をタップします。

健康連絡帳 送信確認

送信する

チャネルに登録されている子ども
が一人の場合は表示されません。
手順③へ

⑤
「確認」をタップします。

連絡済確認

健康連絡帳 連絡済確認



健康連絡帳を修正する

「修正」をタップします。

①連絡を修正

健康連絡帳

② 内容を修正

項目を修正し「連絡する」を

タップします。

健康連絡帳

「送信」をタップします。

健康連絡帳 送信確認

21

③ 送信する

「確認」をタップします。

④ 更新済確認

健康連絡帳 連絡済確認
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アンケートに回答する

①「アンケート」を選択

「アンケート」をタップします。

チャネル詳細

メッセージから回答することもできます。

P6.「メッセージ確認」を参照ください。

② 回答するアンケートを選択

回答するアンケートをタップします。

アンケート一覧

お子様に紐づく利用者様

が複数いる場合に、どな

たか一人の利用者様がア

ンケートを回答すると、

他の利用者様も回答済み

になります。

Check!

③ アンケートに回答する

「アンケートに回答する」をタップします。

アンケート詳細

回答期限を過ぎたアン

ケートに回答することは

できません。

Check!
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アンケート確認 完了

④ アンケートを入力

アンケートを入力し、画面一番下に

ある「確認」をタップします。

チャネル詳細

⑤ 確認して送信

送信確認で「回答を送信する」をタップします。

アンケート完了のメッセージが出ると回答完了です。

画面一番下へ
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アンケートを修正する

①アンケートを選択

修正するアンケートをタップします。

アンケート一覧

②回答内容を修正する

修正するアンケートをタップします。

アンケート詳細

回答期限を過ぎたアンケート

に回答することはできません。

Check!

③修正内容の入力

修正するアンケートをタップします。

アンケート回答

④回答の変更

回答を修正し、「変更する」をタップします。

アンケート確認

メッセージから修正することもできます。

P.7「メッセージを確認する」を参照くだ

さい。
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⑤回答を送信

「回答を送信する」をタップします。

アンケート完了のメッセージが出ると修正が完了です。

アンケート回答



子どもが一人の場合は削除できません。学年クラスや名前の編集は

アプリではできません。学校、保育園等の施設にご相談ください。

26

子ども設定を変更する

Check!

①
チャネル設定
を選択

「チャネル設定」をタップします。

チャネル詳細

②
子ども設定を
選択

「子ども設定」をタップします。

チャネル設定

③項目の修正

子ども設定

「子どもの追加・削除」をタップします。

子どもを追加または削除し「更新」をタップします。

④修正の完了

子ども情報修正

子ども設定画面に修正が反映

されます。



子ども毎に登録できる利用者は最大４つです。利用者の削除は学

校、保育園等の施設にお問い合わせください。
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子どもに関連付けられている利用者を確認する

Check!

①
チャネル設定
を選択

「チャネル設定」をタップします。

チャネル詳細

②
子ども設定を
選択

「子ども設定」をタップします。

チャネル設定

③子どもの選択

子ども設定

利用者（保護者）情報を確認

したい子どもをタップします。

④利用者情報の確認

登録中の利用者一覧

子どもに紐づいている利用者

の情報が表示されます。
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ユーザー設定を変更する

①
チャネル設定
を選択

「チャネル設定」をタップします。

チャネル詳細

②
ユーザー設定を
選択

「子ども設定」をタップします。

チャネル設定

③項目の修正

ユーザー設定

「修正」をタップします。

修正後「更新」をタップします。

④修正の完了

利用者情報修正

ユーザー設定画面に修正が反

映されます。
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通知設定を変更する

①
「チャネル設定」をタップします。

チャネル詳細

チャネル設定を選択 ②通知設定を変更

「通知設定」をタップします。

チャネル設定

初期の通知設定はONになっています。

Check!

スイッチ部分 がグレーの状態になります。

プッシュ通知されます

プッシュ通知されません。

ON

OFF
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チャネルを削除する

①
「チャネル設定」をタップします。

チャネル詳細

チャネル設定を選択 ②
「チャネル設定」をタップします。

チャネル詳細

チャネル削除を選択 ③
削除の確認メッセージが表示されます。

「削除」をタップします。

チャネル詳細

チャネルを削除する

削除の場合は必ずチャネル名を確認してく

ださい。

Check!
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言語設定を変更する

①アプリ設定を選択

画面右上の をタップします。

チャネル詳細

②言語設定を選択

「言語設定」をタップします。

アプリ設定

③言語を選択

変更したい言語をタップします。

※英語に変更する場合

変更完了のメッセージが表示

されます。

言語設定 変更完了

メッセージは言語設定を変更
後、反映されるまで最大5分
程度かかる場合があります。

また、ご利用のチャネルに
よってはメッセージの翻訳に
対応していないものがありま
す。その場合は日本語で表
示されます。

Check!
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携帯電話の機種を変更する 【変更前の端末操作】

①アプリ設定を選択

画面右上の をタップします。

チャネル詳細

②端末の引き継ぎを
選択

「端末の引き継ぎ」をタップします。

アプリ設定

③引き継ぎコードを
発行

「引き継ぎコード発行」をタップします。

引き継ぎコードの発行

引き継ぎコードは大切に保管

してください。

Check!



33

携帯電話の機種を変更する 【変更後の端末操作】

①アプリを
ダウンロード

変更後の端末にすぐーるをインストール

し、アプリを開きます。

アプリチュートリアル

②
アカウントの引き継ぎ
を選択

「アカウントの引き継ぎ」をタップします。

アプリ使用開始画面

③
引き継ぎコードを
入力

引き継ぎコードを入力し「引き継ぎを開始す

る」をタップします。

引き継ぎコード入力

④引き継ぎの完了

引き継ぎコードを入力し「引き継ぎを開始す

る」をタップします。

引き継ぎ完了

「新規利用登録」をタップすると引き継ぎができ

なくなります。ご注意ください。

Check!
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すぐーる FAQサイト
FAQサイトに、アプリの使い方やよくあるお問合せを掲載しています。

機能や利用方法、注意点などに加えて、ご利用時のトラブルの解決方法などについてもご案内しています。

＊フィーチャーフォンからの接続はできません。

https://support.visor.co.jp/site/sughool

アプリ設定 FAQサイト

サイト URL

QRコード

アプリからアクセスする直接アクセスする

①アプリ設定を選択

画面右上の をタップします。

②アプリの使い方を選択

「アプリの使い方」をタップすると、FAQサイトが表示されます。

チャネル詳細

https://support.visor.co.jp/site/sughool
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