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CONFIDENTIAL１-１．講師ログイン

１．講師ログイン

https://coach.comeet.jp/login/

講師登録時に設定したメールアドレスと、
パスワードを入力してください。

パスワードをお忘れの場合は、
「パスワードを忘れた方」からお手続きをお願いします。

【ログイン後の画面】マイページ

赤枠の矢印で、サイドメニューが開閉できます。
まずは「プロフィール」を押して、情報登録をお願いします。

スマートフォンの場合は、フッターメニューから
「プロフィール」に進んでください。

パソコン表示 スマートフォン表示
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CONFIDENTIAL１-２．講師ログイン

ログイン済み状態でのプロフィール確認

パソコンであれば、右上の「プロフィール画像」をクリックして
「プロフィール表示」を押せば、プロフィールやレッスンを
登録できる画面になります。

スマートフォンであれば、右上の「 」のボタンを押してください。

パソコン表示 スマートフォン表示
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CONFIDENTIAL２-１．プロフィール登録

２．プロフィール登録

「プロフィール変更」ボタンを押して、講師情報を入力してください。

パソコン表示 スマートフォン表示
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CONFIDENTIAL２-２．プロフィール登録

２．プロフィール登録

インターネット上に公開されるのは「講師プロフィール」エリアのみで、
「個人情報」エリアは公開されません。

個人情報 エリア （公開されません）

メールアドレス
お名前
性別
生年月日
郵便番号・ご住所
電話番号
銀行口座情報（レッスン料のお支払いに必要です）

講師プロフィール エリア （公開されます）

ニックネーム（本名公開希望の場合は本名を入れてください）
プロフィール画像
紹介文
講師歴
サイト・SNSのURL
利用可能なツール

「個人情報」エリア

情報公開されません。

「講師プロフィール」エリア

一般公開される情報になります。
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CONFIDENTIAL３-１．レッスン登録・管理 New!

３．レッスン登録 New!

8/18よりレッスン登録が簡単にできるようになりました。

これまで一つ一つ登録していたレッスンが、
1回登録すればいいだけになり、
グループレッスンも設定できるようになりました。

「新レッスン管理画面へ」より、
「(新)レッスン登録・管理」を開き、「+新規追加」で
8/31までにレッスン登録をお願いします。

★注意点★

・9/1より新機能でのレッスン登録・予約となります
（新機能でのレッスンは9/1からサイト上で表示されます）。
・8/31までのレッスンは、9/1以降マイページでの確認が
できなくなります。

パソコン表示（スマートフォン表示は割愛）
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CONFIDENTIAL３-２．レッスン登録・管理

レッスン内容の入力

「レッスンカテゴリ」は下記で該当する（近い）ものを選択してください。
必須項目をご登録いただき、「入力内容の確認」を押してください。

ビジネス
┗ コーチング

┗ マネジメント
┗ 自己啓発
┗ キャリアデザイン
┗ コンサルタント

┗ 語学
┗ 英会話
┗ TOEIC／TOEFL
┗ その他の語学

┗ ビジネスサポート
┗ 資格
┗ 会計
┗ 財務
┗ マーケティング

カウンセラー
┗ カウンセラー

┗ 進路・就職
┗ 恋愛・結婚
┗ 仕事・キャリア
┗ 家庭
┗ 健康
┗ メンタル
┗ 臨床心理士

┗ セラピスト
┗ ボディ
┗ アロマ
┗ リフレ

ヘルスケア＆フィットネス
┗ ヨガ

┗ ヨガ
┗ ピラティス
┗ ストレッチ

┗ アドバイザー
┗ ダイエットアドバイザー
┗ スポーツインストラクター
┗ パーソナルトレーニング

ミュージック＆ライフ
┗ ミュージック

┗ ボイストレーナー
┗ ピアノ
┗ ギター
┗ ベース
┗ ドラム
┗ バイオリン
┗ クラシック
┗ 作詞
┗ 作曲
┗ DTM
┗ その他

┗ クッキング
┗ 基本
┗ 定番おかず
┗ パン
┗ スイーツ

┗ カルチャー
┗ アート
┗ フラワーアレンジ
┗ 茶道
┗ 書道

パソコン表示（スマートフォン表示は割愛）
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9/1よりグループレッスンを開講できるようになります。
グループレッスンを開講する場合は、
最大人数を入力してください。

レッスンスケジュールは、9/1より設定できるように
なります。



CONFIDENTIAL３- 3．レッスン登録・管理

体験レッスンの
登録は必須ではないです。

60分間のレッスンのうち、30分間だけを
「体験レッスン」時間として設定したいとき

「体験レッスン補足コメント欄」で、
体験レッスンができることを記述してください。

記入例）
レッスン 60分 5,000ポイント 体験可

体験レッスン補足コメント欄
体験レッスンにてお申込みの場合は、
レッスン時間は30分とさせていただきます。

体験レッスンの時間は講師が自由に設定できます。

体験レッスンは初めての生徒が1回のみ受けられます。

体験レッスンで申込が行われた場合、
そのレッスンは、500ポイントになります。

チャット機能にて、体験レッスンの開始終了時間の
調整をしてください。
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CONFIDENTIAL３- 4．レッスン登録・管理

登録したレッスンの確認画面 レッスン登録完了画面

「公開」について：
9月1日のリニューアル以降、
受講者向けの画面に登録したレッスンが表示されます。
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CONFIDENTIAL4．レッスン予約・履歴

登録したレッスンの予約と履歴

予約が成立したレッスンと、実施した過去のレッスン履歴が
一覧で表示されます。

パソコン表示（スマートフォン表示は割愛）
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CONFIDENTIAL5．レッスンの売上金管理

実施したレッスン売上金管理

レッスンの売上を一覧で確認ができます。

確定売上は終了確定レッスンで、
未確定売上は終了確定がされていないレッスンの
売上が表示されます。

※終了確定レッスンとは・・・
レッスンが終了し、講師側からレッスン終了の通知をしたもの

パソコン表示（スマートフォン表示は割愛）
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CONFIDENTIAL6．お知らせ、コミートからのお知らせ

お知らせ

受講者とのやり取りなどのお知らせなどを表示する画面です。
ログイン後はご確認いただくようお願いします。

コミートからのお知らせ

コミート運営事務局からのお知らせを表示する画面です。
こちらもログイン後はご確認いただくようお願いします。
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CONFIDENTIAL7．お問い合わせ

ご不明な点がある場合

下記メールアドレスにご連絡いただくか、
お問い合わせフォームよりご連絡ください。

・メールアドレス
info@comeet.jp

・お問い合わせフォーム
https://coach.comeet.jp/contact/

よくあるご質問ページ
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