
全体管理　　ｅトレ net の契約内容などに関する管理を行います。

アカウント管理　　アカウントごとの登録情報などの管理を行います。

プリントリスト関連　　プリントリスト機能をより便利に使うための管理を行います。

管理ツールへログインする /ログアウトする

現在の利用状況を確認する

管理者パスワードを変更する /登録内容を変更する

アカウントを追加する

アカウントを削除する

先月の料金を出力する

ｅトレ net の使用を停止する

ｅトレ net の使用を再開する

学習時に使用する問題選択機能を設定する

生徒グループを登録する

プリントリストを作成、選択するときの「分類」を登録する

解答プリントを非表示設定にする

アカウントの情報を登録・変更する

クラスを登録する

教師用アカウントごとに、表示される生徒用アカウントを設定する

アカウントの情報を一覧表から変更する

利用枚数の制限を変更する

成績をリセットする

アカウント情報の一覧を出力する

成績情報の一覧を出力する

学習画面に表示するメッセージを編集する
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ｅトレ net 管理ツール　利用マニュアル
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管理ツールへログインする

１．ｅトレホームページより、「ユーザーサポート」→「ｅトレ net 管理ツールログイン」をクリックします。
　  ｅトレホームページ　http://e-tr.jp/

２．管理者ページ用のログイン IDとパスワードを入力し、ログインします。
　　（ログイン IDとパスワードはご契約後にメールにて通知されます）

＊管理者ログインページは「お気に入り（ブックマーク）」に登録すれば、次回以降のログイン時に便利です。
　（URL:  http://e-net.lsoft-pet.com/study/local/login.php）

ログアウトする

「ｅトレ net 管理ツールメイン画面」から「ログアウト」をクリックしてください。

全体管理
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１．「ｅトレ net 管理ツールメイン画面」から「登録内容・ご利用状況」をクリックしてください。

２．「現在のご利用状況」ページが表示されます。

現在の利用状況を確認する

全体管理
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管理者パスワードを変更する /登録内容を変更する

１．「ｅトレ net 管理ツールメイン画面」から「登録内容・ご利用状況」をクリックします。

２．「現在のご利用状況」ページが表示されます。「パスワード変更」をクリックしてください。

３．パスワード以外の変更は「登録内容変更メール」をクリックしてください。メールソフトが起動しますので、
変更内容をメールに記載して送信してください。

全体管理
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アカウントを追加する

１．「ｅトレ net 管理ツールメイン画面」から「アカウントの追加」をクリックしてください。

２．「ｅトレ net アカウント追加」ページが表示されます。追加アカウント数を入力し、開始時期を「本日から」
または「来月から」より選び、クリックしてください。

＊「本日から」にすると、追加したアカウントはすぐに使えます。「来月から」にすると、来月 1日から使用可能
となります。

全体管理

追加したアカウントは、ｅトレ net 管理ツールメイン画面の「生徒と先生の関連づけ」より、教師用アカウントへ
の関連づけを行ってください。関連づけをしないと、教師用アカウントでの「生徒管理」、「プリントリストの配信」
ができません。

5



アカウントを削除する

１．「ｅトレ net 管理ツールメイン画面」から「アカウントの削除」をクリックしてください。

２．削除したいアカウント IDの「詳細」の「>>」をクリックしてください。

３．「ｅトレ net アカウント情報管理」ページが表示されます。「アカウント削除」をクリックしてください。

４．次の確認ページで、「削除する」ボタンをクリックしてください。

削除したアカウントは翌月から使用できなくなります。処理をした月は使用可能ですので、ご注意ください。

全体管理
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先月の料金を出力する

全アカウントの先月の料金明細をエクセル形式でダウンロードすることができます。

１．「ｅトレ net 管理ツールメイン画面」から「登録内容・ご利用状況」をクリックしてください。

２．「現在のご利用状況」ページが表示されます。「先月の料金」をクリックしてください。

３．「課金情報のダウンロード」をクリックしてください。

４．任意の場所を指定して、「保存」をクリックしてください。

＊Microsoft Excel がインストールされていないパソコンでは、保存されたファイルを見ることはできません。

全体管理
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ｅトレ net の使用を停止する

１．「ｅトレ net 管理ツールメイン画面」から「使用停止」をクリックしてください。

２．「ｅトレ net 使用停止について」から「使用を停止する」をクリックしてください。

ｅトレ net の使用を再開する

全体管理
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３．登録いただいたメールアドレスに自動的に確認メールが送信されます。
使用停止処理をした月は料金が発生します。処理をした次の月から停止となりますので、ご注意ください。

１．「ｅトレ net 管理ツールメイン画面」から「使用再開」をクリックしてください。

２．「ｅトレ net 使用の再開について」から「処理を進める」をクリックしてください。

３．「ｅトレ net 使用の再開」から「再開を申し込む」をクリックしてください。

４．「ｅトレ net 使用を申し込みます」ページで、「今月から再開する」または「来月から再開する」をクリック
してください。使用再開について確認メッセージが表示されますので、「OK」をクリックしてください。

すぐに eトレ net を再開したい場合は、「今月から再開する」をクリックしてください。すぐに使うことができる
ようになります。料金は再開処理をした月から発生します。
次の月の 1日からスタートしたい場合は、「来月から再開する」をクリックしてください。翌月 1日より使用でき
るようになり、課金は翌月からになります。



アカウントの情報を登録・変更する

１．「ｅトレ net 管理ツールメイン画面」から「アカウント情報の登録」をクリックしてください。

２．「アカウント情報一覧」から、情報を登録・変更したいアカウント IDの「詳細（>>）」をクリックしてくださ
い。（ユーザーの検索方法については、下記の【参考】をご覧ください）　

３．アカウント情報が表示され、各種情報の登録・変更ができます（パスワード以外は任意登録）。また、「種別」
        を「生徒」から「教師」に変更すると、生徒の学習管理ができる「教師用アカウント」に変更できます。

４．入力が終わりましたら「登録内容変更」ボタンをクリックしてください。

＊個人情報保護の観点から、ユーザー名はニックネームなどでの登録をおすすめします。

＊種別を「教師」に変更した場合、セキュリティ強化のためパスワードの変更を求められます。新たなパスワード
を設定してください。

【参考】
アカウントの検索は、「ｅトレ net アカウント情報一覧」ページの上部にある検索枠をご利用ください。
◎ユーザー名検索： 名前の一部だけでも検索が可能です。
◎アカウント ID検索： 始めの何文字かだけでも検索・抽出が可能です。
◎アカウントコード検索： アカウントコードが入力されている行のみ検索対象です。登録されているコードから、
範囲をご指定ください。

アカウント管理
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アカウント管理
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クラスを登録する

１．「ｅトレ net 管理ツールメイン画面」から「クラスの管理」をクリックしてください。

２．任意のクラス名を記入し、学年をプルダウンで選びます。クラスの並び順を半角数字で入力し、「新規」をクリッ
クします。

アカウント情報管理ページの設定項目「クラス」を登録することができます。

３．アカウント情報管理画面の「クラス」のプルダウンに、登録したクラスが表示されます。

＊「クラスの並び順」とは、プルダウンに表示される順番のことです。



アカウント管理

教師アカウントごとに、表示される生徒アカウントを設定する

１．「ｅトレ net 管理ツールメイン画面」から「生徒と先生の関連づけ」をクリックしてください。

２．教師アカウント一覧が表示されます。関連づけをするアカウント IDの「詳細（>>）」をクリックしてください。

３．「生徒と先生の関連づけ登録」画面が表示されます。関連づけるアカウントを選択し、　　　をクリックしてく
ださい。

４．関連づけるアカウントの追加が終わったら「登録」をクリックしてください。

　

＊生徒アカウントだけでなく、自身のアカウントを含めほかの教師アカウントも関連づけることができます。
11

ｅトレ net に教師アカウントでログインし「生徒管理」をクリックしたとき、また「プリントリストを
選ぶ」から「表示対象を指定」をクリックしたときに表示される生徒アカウントを、教師アカウントご
とに設定できます。

◆生徒管理画面 ◆プリントリストの「表示対象を指定」画面



１．「ｅトレ net 管理ツールメイン画面」から「アカウント情報の登録」をクリックしてください。

２．「アカウント情報一覧」が表示されます。パスワード・利用枚数上限・アカウントコード・ユーザー名・学年
が直接入力により登録・変更できます。

アカウントの情報を一覧表から変更する

一覧表からの入力は、登録ボタンなどはありません。入力をした時点で変更が反映されますので、ご注意ください。

利用枚数の制限を変更する
それぞれのアカウントの使用できる枚数を、あらかじめ制限することができます。

１．「ｅトレ net 管理ツールメイン画面」から「アカウント情報の登録」をクリックしてください。

２．「アカウント情報一覧」で、変更したい生徒の上限を半角数字で入力してください。

３．「利用上限」をプルダウンから「制限する」に変更してください。

＊制限を解除する場合は、「利用上限」を「制限しない」に変更してください。

＊制限されているユーザーが制限枚数を超えて使用しようとすると、「ダウンロード数の制限を超えています」と
いうアラートが表示され、問題が開きません。管理ツールで上限枚数を変更すると、すぐに使用できるようにな
ります。制限枚数を超えても、ログインはできます。

アカウント管理
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成績をリセットする

各アカウントの成績履歴をクリアすることができます。

１．「ｅトレ net 管理ツールメイン画面」から「アカウント情報の登録」をクリックしてください。

２．「アカウント情報一覧」から、成績をリセットするアカウントの「詳細」の「>>」をクリックしてください。

３．「アカウント情報管理」ページが表示されます。「成績のリセット」ボタンをクリックしてください。

一度リセットした成績は、元に戻すことはできません。リセットの際は、削除するアカウントをお間違いのない
よう十分にご注意ください。

アカウント管理
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アカウント情報の一覧を出力する

アカウントの情報一覧をエクセル形式でダウンロードすることができます。

１．「ｅトレ net 管理ツールメイン画面」から「アカウント情報出力」をクリックしてください。

２．「アカウント情報一覧」ページが表示されます。「アカウント情報を CSV ファイルへ出力」をクリックしてく
ださい。

３．「ここをクリックしてダウンロードしてください」をクリックしてください。

４．「保存」をクリックし、保存場所を指定してファイルを保存してください。

成績情報の一覧を出力する

アカウントの成績情報をエクセル形式でダウンロードすることができます。

１．「ｅトレ net 管理ツールメイン画面」から「成績情報出力」をクリックしてください。

２．「成績情報 CSV 出力」ページが表示されます。表示期間のところに、年（西暦）、月（半角数字）、日（半角数
字）を入力し、「成績情報をエクセル（ＣＳＶ）に出力」をクリックしてください。期間は 31日以内で指定
してください。

３．「ここをクリックしてダウンロードしてください」をクリックし、保存場所を指定してファイルを保存してく

ださい。

アカウント管理

＊アカウント情報、成績情報ともに、Microsoft Excel がインストールされていないパソコンでは、保存されたファ
イルを見ることはできません。
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学習画面に表示するメッセージを編集する

アカウント管理

15

ｅトレ net の学習画面のメッセージ欄に表示する
メッセージを編集することができます。

◆学習画面

１．「ｅトレ net 管理ツールメイン画面」から「メッセージの登録」をクリックしてください。

２．メッセージ管理画面が表示されます。学習画面に表示させるメッセージを入力し、「決定」をクリックしてく
ださい。

３．確認画面が表示されます。「メッセージ登録」をクリックすると、学習画面にメッセージが表示されます。



学習時に使用する問題選択機能を設定する

プリントリスト関連

①「プリントリスト」のみ表示

生徒用アカウントでは「プリントリストを選ぶ」ボタン
が表示され、「問題を選ぶ」ボタンは表示されません。

教師用アカウントでは「プリントリストを作る」「プリン
トリストを選ぶ」ボタンが表示され、「問題を選ぶ」ボタ
ンは表示されません。

②「問題一覧」のみ表示

生徒用アカウントでは「問題を選ぶ」ボタンが表示され、
「プリントリストを選ぶ」ボタンは表示されません。

教師用アカウントでは、「問題を選ぶ」ボタンが表示され、
「プリントリストを作る」「プリントリストを選ぶ」ボタ
ンは表示されません。

③「プリントリスト」と「問題一覧」をともに表示

生徒用アカウントでは「問題を選ぶ」ボタンと「プリン
トリストを選ぶ」ボタンがともに表示されます。

教師用アカウントでは「問題を選ぶ」ボタンと「プリン
トリストを作る」「プリントリストを選ぶ」ボタンがとも
に表示されます。

１．「ｅトレ net 管理ツールメイン画面」から「使用する機能の選択」をクリックします。

２．「使用する機能の選択」ページが表示されます。使用する問題選択機能を選び、「使用機能を決定する」をクリッ
クしてください。

問題選択機能の設定方法

学習するときに使用する問題選択機能は、以下の３パターンに設定することができます。プリントリストのみを学
習させたい場合や、問題を自由に選んで学習させたい場合など、目的に応じて設定を変更できます。
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プリントリスト関連

生徒グループを登録する

１．「ｅトレ net 管理ツールメイン画面」から「生徒グループの管理」をクリックします。

２．「グループ一覧」ページが表示されます。「新規」をクリックします。

３．グループ名を入力して、「グループ登録」をクリックします。

４．生徒を選択して、　　　で追加していきます。追加が終わったら、「登録」をクリックします。　　　　

生徒グループを登録しておけば、教師用アカウントからプリントリストを配信するとき、登録したグループで配
信する生徒を絞り込むことができます。

生徒グループの登録方法

＊絞り込みを有効にするには、あらかじめ「生徒と先生の関連づけ」を設定しておく必要があります。「生徒と先
生の関連づけ」については、Ｐ11 をご覧ください。

17



プリントリスト関連

プリントリストを作成、選択するときの「分類」を登録する
プリントリストの用途に応じた「分類」を自由に登録することができます。「分類」を登録しておけば、プリント
リストの編集や配信の際に、目的のプリントリストを素早く探し出すことができます。

分類の登録方法

１．「ｅトレ net 管理ツールメイン画面」から「学習コース「分類」の管理」をクリックします。

２．「分類一覧」ページが表示されます。分類名を入力して、「新規」をクリックします。
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プリントリスト関連

解答プリントを非表示設定にする
問題プリントの種類ごとに、解答プリントを閲覧できなくすることができます。生徒は解答プリントを閲覧でき
なくなるので、宿題としてプリントを配信するときなどに便利です。
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１．「ｅトレ net 管理ツールメイン画面」から「プリント種別表示設定」をクリックします。

２．「プリント種別表示設定一覧」ページが表示されます。解答を表示できないようにするプリント種別の
　　「状態」を「非表示」にします。

設定方法

チェックの解答を非表示にした場合

チェックプリントについて、学習画面の
「解答を開く」や問題選択画面の「解答
プレビュー」ボタンがクリックできなく
なり、解答を表示できなくなります。


