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スマートフォン/タブレットをご利用の方

14ページへ進んでください

PC/MAC をご利用の方

次ページを開いてください
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Windowsの場合

画面左下のスタートボタンをクリック
するとメニューが表示されるので、
Google Chromeをクリックして、起動
します。

MACの場合

画面下のドックにある Safari又はChrome
をクリックして、起動します。

※Windowsの場合 Internet Explorer, Edgeではご利用できません

Chrome ブラウザを起動します
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※Windowsで Chromeをインストールしていない場合、インストールする必要が
ございます。既にインストール済みの場合は、不要です

①検索バーに Chrome download と
入力して検索すると

②検索結果に Chrome ウェブブラウ
ザのホームページが表示されるので、
選択します。

③Chrome ホームページが表示されたら、
Chrome をダウンロードボタンをクリック
の上、インストールを進めます。
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②Pearson English Portalページが開い
たら、ユーザー名とパスワードを入力し、
サインインボタンをクリックします。

①ブラウザが起動したらアドレス
バーをクリックして、
english.com/login と入力します。

Pearson English Portal のページを開きます
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＊ここで表示言語を
変更できます



eReadersを追加します
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新しい製品を追加する をクリック
してeReadersを追加します
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eReaderのアクセスコードを入力します

eReaders用の26桁のアクセス
コードをハイフン ”-” も含めて
ペーストし、 ADD PRODUCT 
をクリックします。

追加されるとこのウィンドウが
表示されるので、ダッシュボー
ドに移動 をクリックします。



eReaders を使用しましょう

初回ログイン時に製品を選択した際、教育機関を選択
するポップアップが表示される場合があります。

Other と入力するか、ドロップダウンリストから
Other を選択の上、送信ボタンをクリックします。

上記ポップアップが表示されない場合、次のページへ
進んでください。
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eReaders のアイコンが表示され
ているので、パネルをクリックし
ます。



ページが表示されたら、読みたい eBook 
をクリックします。

eBooks 一覧が表示されます
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eBook を開きます

eBook は見開きページで表示されます。

◀ アイコンをクリックする
と、前のページへ戻ります。

▶ アイコンをクリックする
と、次のページへ進みます。
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音声を再生する際は、1ページ表示へ切り
替えることを推奨します。

画面右上 “Aa“ アイコンをクリックすると
ポップアップが表示されるので、
“1ページ” アイコンをクリックします。

ページの表示を切り替えることができます

11



画面右上の ▶ 再生アイコンをクリックする
と、スピーカーから音声が聞こえます。

音声に沿って、文章がハイライト化されます。

eBook で音声を再生します
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※アカウント情報の更新について (任意)

お問い合わせ先：テクニカルサポート
TEL (03) 4477-4892
japan@pearsonintlsupport.com
営業時間：月曜ー金曜 9:00 ‒ 17:30 (祝日除く) 13

画面右上の マイアカウント
をクリック

お客様情報は仮の状態で登録されています。システムメンテナンス等のお知らせを受け取るためには、
正しいEmailアドレスをご登録いただく必要がありますので、必要な方は、以下のステップでアカウント情報の更新を行ってください。

MY ACCOUNT をクリック
ユーザー名以外
のアカウント情
報を更新できま
す。

※アカウント情報を更新
される際は、必ず規約と
プライバシーポリシーを
ご確認ください。

https://prod.use.cas.pulse.pearson-intl.com/v0/getresource?folder=legal/uk&filename=terms.htm
https://pi.pearsoned.com/v1/piapi/policies/static/html/PearsonPrivacyPolicy.html


Pearson English Portal のページで
eReadersを追加します
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①Google Chromeまたは
Safariを開き、
english.com/login へ
アクセスします。

②Pearson English Portalページ
が開いたら、ユーザー名とパス
ワードを入力し、 サインインボタ
ンをクリックします。

＊ここで表示言語を
変更できます

スマートフォン／タブレットでアクセスする場合

※PC/MacですでにeReaderを追加した方は17ページへ進んでください。



eReadersを追加します
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① “+”マークををクリックして
eReadersを追加します

② eReaders用の26桁のアクセス
コードをハイフン ”-” も含めてペー
ストし、 画面下のADD PRODUCT を
クリックします。

③ 追加されるとこのウィンドウが
表示されるので、ダッシュボード
に移動 をクリックします。
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初回ログイン時に製品を選択した際、教育機関を選択
するポップアップが表示される場合があります。

Other と入力するか、ドロップダウンリストから
Other を選択の上、送信ボタンをクリックします。

※これでeReadersの追加が完了しました。
次にアプリをダウンロードし、より快適にeReadersへアクセスしましょう。

eReaders のアイコンが表示され
ているので、パネルをクリックし
ます。



App Store を開きま
す。

画面右下 Search ボタン
をタップします。

iPhone/iPad でReader+ アプリをダウンロード

※ Androidの方は、19ページへ進んでください
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④画面右の雲又は GET アイコンを
タップしてインストールします。

②キーボードの Search 
ボタンをタップします。

③検索結果をスクロールダウンし
て、 Reader+ アイコンを探しま
す。
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APP ストアからReader+ アプリをインストールします

①検索バーで Pearson 
education と入力します。

※21ページへ進んでください。



Play Store を開きます。

画面上 Searchバーをタップ
します。

19

Android でReader+アプリをダウンロード



①検索バーで Pearson education 
と入力します。
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PLAY ストアからReader+ アプリをインストールします

②キーボードの🔍 検索ボタン
をタップします。

③検索結果をスクロールダウンして、
Reader+ アイコンを探します。

④画面右のINSTALL アイコンを
タップしてインストールします。



インストール後 OPEN ボタ
ンをタップします。

又は、スクリーン上の Reader+
アイコンをタップします。

Reader+ アプリを開きます

21



ユーザー名を入力の上、Next
ボタンをタップします。

再度ユーザー名を入力し、パスワードを入
力の上、Sign in ボタンをタップします。

ユーザー名とパスワードを入力します
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eBookを開きます
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読みたい eBook をタップしま
す。

ダウンロードが終了すると マークが表示
されるので、タップします。



eBook で音声を再生します
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◀アイコンをクリックすると、前のページへ
▶アイコンをクリックすると、次のページへ
進みます。

画面右上の ▶ 再生アイコンをクリックする
と、スピーカーから音声が聞こえます。

音声に沿って、文章がハイライト化されます。



※アカウント情報の更新について (任意)
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お客様情報は仮の状態で登録されています。システムメンテナンス等のお知らせを受け取るためには、
正しいEmailアドレスをご登録いただく必要がありますので、必要な方は、以下のステップでアカウント情報の更新を行ってください。

①Google Chromeまたは
Safariを開き、
english.com/login へ
アクセスします。

②Pearson English Portalページ
が開いたら、ユーザー名とパス
ワードを入力し、 サインインボタ
ンをクリックします。



※アカウント情報の更新について (任意)

お問い合わせ先：テクニカルサポート
TEL (03) 4477-4892
japan@pearsonintlsupport.com
営業時間：月曜ー金曜 9:00 ‒ 17:30 (祝日除く) 26

③ 画面右上の マイアカウント
をクリック

お客様情報は仮の状態で登録されています。システムメンテナンス等のお知らせを受け取るためには、
正しいEmailアドレスをご登録いただく必要がありますので、必要な方は、以下のステップでアカウント情報の更新を行ってください。

④ MY ACCOUNT をクリック

⑤ ユーザー名
以外のアカウン
ト情報を更新で
きます。

※アカウント情報を更新
される際は、必ず規約と
プライバシーポリシーを
ご確認ください。

https://prod.use.cas.pulse.pearson-intl.com/v0/getresource?folder=legal/uk&filename=terms.htm
https://pi.pearsoned.com/v1/piapi/policies/static/html/PearsonPrivacyPolicy.html
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