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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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コミート講師専用の「ログイン画面」と「マイページ」についてです。



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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ログイン済み状態で「スタートガイド」などを見ている時は右上からマイページに遷移してください。



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、講師情報を登録してください。

パソコン表示 スマートフォン表示
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「講師プロフィール」の登録や変更方法です。



CONFIDENTIAL２-２．プロフィール登録

２．プロフィール登録画面について

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!

レッスン募集をするために２つの登録をしてください。
「①レッスン登録」と「②スケジュール登録」
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①「レッスン管理・登録」画面
（体験レッスンも可能な60分間のギターレッスンなどを登録）

②「スケジュール管理」画面
（10月の平日の10時～12時で募集などを登録）

「レッスン」の登録や変更方法です。
「レッスン登録」でレッスン内容を登録して、「スケジュール」でレッスン募集日を登録をお願いします。



CONFIDENTIAL３-２．レッスン登録・管理

レッスンカテゴリ
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）

9

グループか
1人（プライベート）の
どちらかのレッスンタイプを
選択してください。

「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。



CONFIDENTIAL３-３．レッスン登録・管理

登録方法： レッスン60分 5,000ポイント 体験可で登録し、下記のようなコメント記載してください

※体験レッスンの時間は講師が自由に設定でき、体験レッスンの登録は必須ではありません。
※体験レッスンは各講師に対して初めての生徒が1回のみ受講が可能です。
※体験レッスンで申込が行われた場合のレッスン料金は、通常レッスン料金に設定したレッスン料金に関係なく、固定で500ポイントになります。

例えば、 30分間の体験時間を設けた
10時開始の1時間のレッスンの場合、
講師の方は自由に体験開始時間を設定可能です。

レッスン申込をした受講者との連絡手段である
「コミートのメッセージ」機能で
10時～11時の間でいつから開始するかを
事前に受講者とやり取りをお願いします。
（10:00～10:30、10:15～10:45、10:30～11:00など）
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体験レッスン補足コメント欄（記述例）
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。

補足： イレギュラーなレッスン登録例
通常レッスン5,000円とした60分間のコマと同じ枠で、30分間だけの「体験レッスン」を募集したいとき



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

「公開中」にすると受講者向けのページに表示されます。
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レッスン内容を確認し、登録を完了させてください。



CONFIDENTIAL３-５．スケジュール登録 その１
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①スケジュール設定タブ： 1週間ごとに設定できる画面です。

②Myスケジュール設定タブ： 1週間ごとではなく、一括設定用です。
例： 昼（12:00～17:45）の月～金は必ずグループレッスンにする。

夜（18:00～23:45）の土日祝は必ずオフの日にする など。

「スケジュール」管理でレッスン可能日を登録してください。
⇒ プライベート、グループレッスンも「スケジュール」でコマごとに選択可能です。

15分刻みで３つあります。 「朝（06:00~11:45）」
「昼（12:00~17:45）」 「夜（18:00~23:45）」

★オススメの登録方法：
「Myスケジュール」で一括指定をしてから、「スケジュール設定」で各週のコマ調整をしてください。



CONFIDENTIAL３-６．スケジュール登録 その２
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プライベートレッスンの募集

スケジュール設定画面： 赤枠部分の日付や時間をクリックすればその一括で設定も可能です。

クリックすると、該当のレッスン説明画面に移動します。

グループレッスンの募集

予約不可とした状態です。

各マスのクリックで
P → G → ×
の順番で変わります。

「Ｐ」「G」「予約有」「×」の記載部分をクリック（スマホでは画面タップ）で変更することができます。
スケジュール設定方法は「スケジュール管理」と「Myスケジュール管理」で共通です。



CONFIDENTIAL３-７．スケジュール登録 その３
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「スケジュール管理」のその他の使い方につきまして

①Myスケジュールを呼び出す： 「Myスケジュール設定」で設定した内容を日付指定で一括適用ができます。

例： Myスケジュール設定で土日祝を朝昼夜全てNGにしていたとして、「Myスケジュールを呼び出す」の操作で、
10月1日～10月31日を指定すると10月の土日祝が全てＮＧになります。

②◎すべて可能にする： クリックすると「レッスン種類を選択してください」という画面が表示されます。
「スケジュール設定」で開いている期間（上図では9/25～10/1の朝）が一括で「グループ」か
「プライベート」の指定可能です。 ただし、既に予約済の場合は上書きはできません。

③×すべて不可にする： クリックすると「スケジュール設定」で開いて着る期間（上図では9/25～10/1の朝）が
一括で「×」（受付不可）にすることができます。

※①②③の一括指定をした後でも、各コマのクリック操作で変更可能です。

① ② ③

★オススメの登録方法： 「Myスケジュール」タブで一括指定をしてから、
「スケジュール設定」タブで各週のコマ調整をしてください。



CONFIDENTIAL３-８．スケジュール登録 その４
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参考： 受講者向けの画面では下記のように表示されます。

受講者向け画面では
グループレッスン残枠も
表示されます。
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CONFIDENTIAL４．レッスン予約・履歴

「予約・履歴」画面
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レッスン申込があり、「未承認」の場合は
「△承認」と表示されます。

レッスン名をクリックして、「承認画面」へ進んでください。

「予約・履歴」から承認者の一覧が確認でき、
メッセージも送れます。

「予約と履歴」画面：
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。



CONFIDENTIAL5．レッスンの売上金管理

確定売上タブ： 「終了確定」したレッスン
未確定売上タブ： 「終了確定」がされていないレッスンの売上

「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
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「売上金管理」画面：
レッスンの売上を一覧で確認ができます。

「確定売上」タブ

「未確定売上」タブ



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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「お知らせ」と「コミートからのお知らせ」画面：
受講者とコミート事務局からの連絡を確認するそれぞねの画面です。



CONFIDENTIAL７-１．お知り合い紹介キャンペーン
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マイページTOPの「【講師】お知り合い招待キャンペーン」という
テキストをクリックしてください。

※「【講師】お知り合い招待キャンペーン」という名称は変更の可能性があります。

講師の方は、「講師紹介」と「受講者紹介」の両方が報酬対象となります。

表示されている招待コード付きのURLをコピーして、お知り合いの方にご紹介を
お願いします。各講師に割り当てられた固有の紹介コードのためURLは変更せず
にそのままSNS本文などにつけてご利用ください。

ご紹介をして頂いた知人の方は、招待コード付きのURLから
「仮登録 ⇒ 本登録」をしていただく流れで、他の特別な申請は不要です。

おひとりで複数人をご紹介をいただいても、その紹介人数ごとに報酬を
お支払いいたします。

講師や受講者を紹介していただくと報酬がもらえるキャンペーンです。
講師の方には「お知り合いの講師紹介」と「受講者紹介」の２つのプログラムをご用意しています。

【ご注意事項】
☑「講師の方をcomeetに紹介する」と「受講者の方をcomeetに紹介する」は

別々のURLなので使い分けにご注意ください。

☑ご紹介報酬を獲得できるのは、それぞれ下記となります。
講師紹介の場合： 紹介された講師が最初のレッスンを完了した後
受講者の場合： 最初のレッスンを受講した後



CONFIDENTIAL７-２．お知り合い紹介キャンペーン： 講師（あなた） ⇒ 講師の紹介
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パターン１： 講師（あなた） ⇒ お知り合いの講師
招待したお知り合いがコミート講師としてレッスンをすると、そのレッスンのごとに継続的に招待報酬をお支払いするキャンペーンです。

講師紹介の場合は「講師の方を紹介する」から
URLコピーして利用したり、SNSボタンで共有をお願いします。

講師紹介報酬獲得までの流れ

■特典詳細：

①お知り合いが招待コード記載のURLから講師登録を完了し、レッスンを開催した月から
招待報酬があなたに入ります（上限金額は月額1万円まで）。

②招待報酬は、ご登録銀行口座に毎月月末を締め日として翌月末までに送金します。

③招待人数の上限はありません。

④招待報酬の基本金額は、レッスンフィーの10％相当とします。多くのお知り合いを
招待いただいた場合は、comeet事務局の判断により10％から上がる可能性があります。

■注意事項：

①招待いただく際は上記のURLを必ず「招待コード」（?invitation_code=【IDが入ります】）
の部分まで、招待対象の方にお伝えください。

②招待コードIDは各講師様に固有に割り当てられたコードです。

③【受講者】お知り合い招待キャンペーンと招待URLが異なりますのでご注意ください。

④「仮登録完了」画面URLで招待コードが入っていることが条件となります。
仮登録完了後にコミート事務局で被招待者の方と面談を行いますが、
もし採用に至らなかった講師の場合は報酬対象外となり、
本登録完了した講師の場合もレッスンの申込・完了がなければ報酬対象外となります。

⑤本キャンペーンは予告なく終了することがございます。

⑥comeet事務局が不正な手続きと判断した場合は、お支払い対象ではなくなり、
comeetアカウントを停止させていただく場合がございます。

講師であるあなた専用の紹介URLを
お知り合いにご紹介招待

仮登録完了 お知り合いの方（被招待者）が
コミート講師の仮登録を完了

被招待者とコミート事務局が
講師面談をいたします。講師面談

本登録完了 講師面談を通過した被招待者が
コミートで講師情報を登録します。

被招待者のレッスンに申し込みがあり、
「終了確定」まで進んだ状態になるレッスン実施

お支払い条件達成 被招待者がレッスンを完了したので、
招待報酬のお支払い対象となります。
（月末締めの翌月末お支払い）



CONFIDENTIAL７-３．お知り合い紹介キャンペーン： 講師（あなた） ⇒ 受講者の紹介
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パターン２： 講師（あなた） ⇒ お知り合いの方（受講者登録）
招待した方がコミート受講者としてあなたのレッスンを受けると、そのレッスンのcomeet手数料（マッチングフィー）が0％になるキャンペーンです。

「受講者の方をcomeetに紹介する」のURLをご利用ください。

受講者紹介報酬獲得までの流れ

■特典詳細：

①既存の生徒やお知り合いを受講者として招待コード記載のURLからcomeetに招待し、
登録が完了するとcomeet手数料（マッチングフィー）が0％になります。
↓
よって、招待した受講者に対してレッスンを開講すると、手数料なく、
レッスンポイントの100％が講師であるあなたに振り込まれるようになります。

②招待人数の上限はありません。

■注意事項：

①招待いただく際は上記のURLを必ず「招待コード」（?invitation_code=【IDが入ります】）
の部分まで、招待対象の方にお伝えください。

②招待コードIDは各講師様に固有に割り当てられたコードです。

③【講師】お知り合い招待キャンペーンと招待URLが異なりますのでご注意ください。

④「仮登録完了」画面URLで招待コードが入っていることが条件となります。

⑤本キャンペーンは予告なく終了することがございます。

⑥comeet事務局が不正な手続きと判断した場合は、お支払い対象ではなくなり、
comeetアカウントを停止させていただく場合がございます。

講師であるあなた専用の紹介URLを
お知り合いにご紹介招待

仮登録完了 お知り合いの方（被招待者）が
コミート受講者の仮登録を完了

被招待者が仮登録時に登録したメール
アドレスに届くURLから本登録を完了本登録完了

レッスン受講 被招待者があなたのレッスンを受講

招待条件達成 被招待者がレッスンを完了したので、
その方に対するレッスンの
コミート手数料がなくなります。

1回限りではなく、被招待者の
2回目以降のあなたのレッスンに対しても
コミート手数料は発生いたしません。



CONFIDENTIAL８．お問い合わせ

講師用「お問い合わせ」ページ

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://comeet.jp/contact/coach/

「よくあるご質問」ページ
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ご不明な点がある場合は「よくあるご質問」や「お問い合わせ」をご利用ください。
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