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はじめに
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はじめに LINE WORKSの導入について
お客様と教室とのコミュニケーションをもっと利便性高く行うため、
セキュリティの高いツールである、LINE WORKSのインストールを
お願いしております。

LINE WORKSは、お手持ちのスマートフォンやタブレット、パソコンにてご利用いただけます。
LINE WORKSはセキュリティの高いシステムでISO/IEC27001等の国際認証を取得しており、お客様に

個人情報をご登録いただくことなく安心してご利用いただけます。緊急時も即時お客様にご連絡が可能に
なる、個別のコミュニケーションがよりスムーズに行えるなど、利便性がさらに向上します。

このようなシーンで活用させていただきます。
●先生からの、日頃のレッスンや持ち物についてのご連絡
●映像レッスン視聴についてのご連絡
●オンラインレッスン実施時のURLのご連絡
●災害時や緊急時の休講情報
●イベントや参観会のご案内 など
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＜モバイル版＞

インストール方法
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LINE WORKSは、複数のデバイス（PC・タブレット・スマホ）にインストール

することが可能です。できる限り、お手元で確認可能なスマホなどにインストー
ルし、通知設定をお願いいたします。緊急時のご案内などご確認いただく際に
便利です。



インストール＜モバイル版＞
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こちらに記載されているものが、
お客様のLINE WORKS用のIDと
初期パスワードになります。
※パスワードは初回ログイン後、ご自身で変更いただきます。

LINEWORKS IDお知らせのお手紙は会員登録後、
1～2週間くらいで普通郵便でお届けします

ご入会手続き後、ビースタジオよりお送りさせていただいている「LINEWORKSのIDのお知らせ」の
お手紙をご用意ください。

MXXXXXXXXXXX＠bestudio



インストール＜モバイル版＞

１ アプリのインストール

QRコードのご案内

インストール

QRコードのご案内
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２ログインをタップ ３会員登録後に届く
LINEWORKS IDご案内レター
に記載のID（すべて）を入力

４画面が切り替わったら
ID(番号のみ）・初期パスワード
を入力

M11桁＠bestudio
ここでは@マーク以降も入力してください！

M11桁の数字までを入力

！注意！
この画面では＠bestudioは

入力不要です！

初期パスワード

インストール＜モバイル版＞

7

LINEWORKS IDご案内レターは会員登録後、
1～2週間くらいに簡易書留でお届けします

！注意！
LINEでログインは絶対に押さないでください！



５パスワードを設定

パスワードは必ずお控えください。

６画面が切り替わるまで

お待ちください

７ログイン完了

※パスワードを忘れた場合、初期化が必要となり
担当講師へ申し出が必要となります。

必ず控えてください！！

インストール＜モバイル版＞
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ビースタジオ太郎ビ



ログイン後の手順
＜モバイル版＞
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ログイン後の手順

１ その他をタップ ２登録されている名前の確認

登録されている

名前の確認

正しくお名前が表示されているかの確認をお願いいたします。
表示に誤りがある場合は、フリーダイヤルまでご連絡ください
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※緊急時のご案内をさせていただく場合がありますので、通知設定ON、
プッシュ通知設定ONにご協力をお願いいたします。
※PC版からご使用の場合、通知設定は不要です。
※可能であればパソコンだけではなく、スマートフォンにもインストールいた
だけるようお願いいたします。

通知設定
＜モバイル版＞
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通知設定

１なぜ、通知設定をONにする必要があるのか？
ビースタジオに関するお知らせは、LINE WORKSを通して行います。
大事な情報を確実にご覧いただくために、通知設定のON、プッシュ通知ONをお願いしてお
ります。また、定期的にアプリを開いて新規投稿のご確認をお願いいたします。

通知設定がOFFだと

通知設定がONだと

LINEWORKSアプリを開かない限り、お知らせが届
いているかどうかがわかりません。

ビースタジオからの連絡がきたら、LINEWORKSア
プリを開かなくても、スマートフォン・タブレット画面に
プッシュ通知でお知らせが出るようになります。

①「デバイス（スマートフォン・タブレット）自体の設定」
②「アプリ内の設定」それぞれがONになっているかご確認ください。
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通知設定

２iPhone/iPadの場合

設定→LINEWORKS→通知→許可をONに

1.デバイス自体の設定をONにする

設定の中から
「LINEWORKS」を選択し、
「通知」をタップ

ホーム画面から
「設定」をタップ

「通知を許可」が
ONになっていることを
ご確認ください。
ここまできたらOKです！ 13



通知設定

３Androidの場合

設定→アプリ→LINEWORKS→通知→許可をONに
1.デバイス自体の設定をONにする

ホーム画面から
「設定」をタップ

設定の中から
「アプリ」を選択

アプリの中から
「LINEWORKS」
を選択

「LINEWORKS」
の中から「通知」を
選択

「通知を許可」がONになっ
ていることをご確認ください。
ここまできたらOKです！
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通知設定

４アプリを開き、右上の をタップ。「通知を許可」をONにしてください。

「通知を許可」がONになってい
ることをご確認ください。
ここまできたらOKです！

「通知設定」をタップしてく
ださい。

2.アプリ内の設定をONにする
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「その他」画面の右上にあ
る をタップしてください。

LINEWORKSアプリを開
き、右下の「…」(その他)
を押す。

ビースタジオ 太郎ビ



基本操作マニュアル
<モバイル版＞
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画面説明＜モバイル版＞

トーク
先生とメッセージのやり

とりができます
その他

掲示板（お知らせ）
ビースタジオ・教室・映像レッス
ンのお知らせが確認できます。
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下部にある各種アイコンから、各機能に遷移できます。
それぞれ新着があると、アイコンの右上に赤い●がつきます。

アンケート
先生・ビースタジオからの
アンケートを受信します

カレンダー
使用しません



トーク＜モバイル版＞
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「トーク」では、先生とメッセージのやりとりができます。
サービス通知は定期的にクリックして内容をご確認ください。

先生からメッセージが届くと、
名前の横にこのような表示が
出ます。タップすると
先生とメッセージのやりとりができます。

先生のお名前

こんにちは

こんにちは

先生のお名前

電話マークを押すと、
先生と音声通話やビ
デオ通話ができます。

この部分にメッセージ
を入力してください。

先生のお名前

先生のお名前

サービス通知は定期的に
クリックして内容をご確
認ください。

新しくメッセージの
やりとりを立ち上げ
たいときに使います。



掲示板＜モバイル版＞
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「掲示板」には、教室からのお知らせ、映像レッスンのお知らせなどが届きます。

使用しません

★を押したお
知らせはここ
から確認でき

ます。

★を押すとお
気に入りに登
録されます

「∨」の表示を
タップすると
非表示で見えな
かったお知らせ
が表示されます。

各種お知らせがこ
こに一覧で表示さ
れています。
未読があると
「●」の表示が件
名の横につきます。

非表示から表示になった時
※お客さまによって画面は異
なります。

タップするとお知らせ一覧
を見ることができます。

掲示板

アイコンには
未読の投稿数
が表示されま
す。



アンケート＜モバイル版＞
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「アンケート」には、教室やビースタジオから、ご回答をお願いしたい
アンケートが届きます。

こちらから、ご回答ください。
回答済みのものは「回答済」と表示され
ます。 をクリックすると、
ご自身の回答内容を確認できます。

回答期限が表示されます。

受付期間が終了すると、
と表示されます。

使用しません。

アンケート



その他・プロフィール＜モバイル版＞
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「その他」では、プロフィールの確認や各種設定ができます。

その他

基本使用しません。ご自身の
タスク管理が可能となります。

プロフィール
お客様ご自身の登録情報を確
認できます。

基本は使用しませんが、ごきょうだ
いが受講されている場合に、アカウ
ントの追加・切り替えができます。

設定
通知設定などの各種設定を行うこと
ができます。

LINE WORKSから
アップデート等のお知らせが
確認できます。



＜PC版＞
インストール方法
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LINE WORKSは、複数のデバイス（PC・タブレット・スマホ）にインストール

することが可能です。できる限り、お手元で確認可能なスマホなどにインストー
ルし、通知設定をお願いいたします。緊急時のご案内などご確認いただく際に
便利です。



インストール＜モバイル版＞
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こちらに記載されているものが、
お客様のLINE WORKS用のIDと
初期パスワードになります。
※パスワードは初回ログイン後、ご自身で変更いただきます。

LINEWORKS IDお知らせのお手紙は会員登録後、
1～2週間くらいで普通郵便でお届けします

ご入会手続き後、ビースタジオよりお送りさせていただいている「LINEWORKSのIDのお知らせ」の
お手紙をご用意ください。

MXXXXXXXXXXX＠bestudio



インストール＜PC版＞

１ インターネットから検索

ラインワークス PC

２ アプリダウンロードをクリック

３ PC版 WINDOWSまたは

macOSをダウンロード

４ 実行をクリック

24



５ 手順に沿ってインストールを実行

インストール＜PC版＞
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インストールが終わりましたら
アプリを開いてください

インストール＜PC版＞
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６入会登録後に届く

LINEWORKS ID
ご案内レターに記載の
ID（すべて）を入力

７画面が切り替わっ

たら ID(番号のみ）と
初期パスワードを入力

８パスワード変更

設定したパスワードは
必ずお控えください。

９ログイン完了

インストール＜PC版＞

M11桁＠bestudio

！注意！
LINEでログインは

絶対に押さないでください！

M11桁の数字までを入力

！注意！
この画面では＠bestudioは

入力不要です！

初期パスワード
必ず控えてください！！

27
LINEWORKS IDご案内レターは会員登録後、

1～2週間くらいに簡易書留でお届けします



ログイン後の手順
＜PC版＞
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ログイン後の手順

１人物像をクリック ２ 登録されている名前の確認

登録している名前の確認

ビースタジオ
太郎

ビースタジオ 太郎

正しくお名前が表示されているかの確認をお願いいたします。
表示に誤りがある場合は、フリーダイヤルまでご連絡ください

29
ここまできたらインストール・初回ログイン完了です！



基本操作マニュアル
＜PC版＞
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画面説明＜PC版＞

左側にある各種アイコンから、各機能に遷移できます。
マイプロフィール
名前、所属教室などが確認
できます。

トークボタン
先生とメッセージのやりと
りができます

掲示板ボタン（お知らせ）
ビースタジオ・教室・映像
レッスンのお知らせが確認
できます

設定ボタン
環境設定、ヘルプ確認が
できます

カレンダーボタン
基本的に使用しません。
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掲示板ボタンを押すと、ブラウザに遷移します。

アンケートボタン
ビースタジオや教室から、
アンケートへのご回答をお
願いすることがあります

掲示板ボタン（お知らせ）
ビースタジオ・教室・映像
レッスンのお知らせが確認で
きます

掲示板

設定ボタン
通知時間の変更やログア
ウトができます



人マークの上で右クリックか
ら「プロフィールを表示」を
選択するとお客様の情報を確
認することができます。

ビースタジオ太郎

プロフィール＜PC版＞

「マイプロフィール」では、所属教室の確認ができます。

マイプロフィール

32

所属教室名が
表示されます

ビースタジオ太郎

環境設定では通知の設定など、
様々な設定をすることができ
ます。



トーク①＜PC版＞

「トーク」では、先生とメッセージのやりとりができます。

先生のお名前

現在選択されているトークの内容を
ここに表示します。

先生のお名前

こんにちは

こんにちは

トークに新着があるとバーの
アイコンに

お名前の横に

この様な表示が出ます

トークの上で右クリック
各種設定ができます

先生のお名前

トーク
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トーク②＜PC版＞

各メッセージをクリックすると、該当の
アンケートに遷移することができます。

「トーク」内「サービス通知」には、アンケートの終了１日前等に、
通知が自動で届きます。クリックして内容をご確認ください。

使用しません

「サービス通知」に返信することはでき
ません。

トーク
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掲示板＜PC版＞
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直近のお知らせや、必読のお知らせがこ
こに表示されます。

各種お知らせが
ここに一覧で表
示されています。
未読があると
「●」の表示が
件名の前につき
ます。

非表示から表示になった時
※お客さまによって画面は異
なります。

「掲示板」には、教室からのお知らせ、映像レッスンのお知らせなどが届きます。

「∨」の表示を
クリックすると
非表示で見えな
かったお知らせ
が表示されます。

ブラウザで立ち上がった
掲示板の画面
※各種ボタンの位置が上段に表
示されます

掲示板

35

掲示板



アンケート＜PC版＞

「アンケート」には、教室やビースタジオから、ご回答をお願いしたい
アンケートが届きます。

こちらから、ご回答ください。
回答済みのものは「回答済」と表示され
ます。 をクリックすると、ご自
身の回答を確認できます。

アンケート

送信者名

回答期限が表示されます。受付期間が終了すると、
と表示されます。

使用しません。
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Q&A
<モバイル版・PC版共通＞
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Q&A
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Q.IDとPWを入れてもログインできません。

A.画面によって、ID内で入力する部分が異なります。

【注意】
この画面でのID入力は
@bestudioまで入力必須です

「LINEWORKSのIDの
お知らせ」のお手紙に記載
のIDを入力してください。

1 2

@より前のIDと、
パスワードを
入力してください。

※アルファベットは必ず半角で入力し
てください。

※アルファベットは必ず半角で入力し
てください。

MXXXXXXXXXXX

MXXXXXXXXXXX＠bestudio

※パスワードを忘れた場合、
初期化が必要となります。オ
ンラインレッスンサポートセン
ターにお電話ください。

設定されたパスワード 【注意】
この画面でのID入力は
@bestudioは入力不要です

オンラインレッスンサポートセンター

0120-199-630
受付時間10:00～18:00
※日・祝・年末年始を除く



A.はい、それぞれのIDでログインをお願いします。

Q&A

39

Q.きょうだいで受講しています。受講の際、それぞれのIDでログインする必
要がありますか？

モバイル版の場合、1つの端末で、５つのアカウントまで登録することができます。
2人目のアカウントを追加する場合と、3人目以降の追加で操作が異なります。

「その他」画面で、プロ
フィール欄右をタップし、
「他のアカウントを追加
する」を選択します

先生のお名前

お子さまお一人目

MXXXXXXXXXXX@bestudio

「その他」画面、また
は「トーク」画面の

右上にあるアイコンを
タップし、
「他のアカウントを追
加する」を選択します

モバイル版の場合①

２人目のアカウントを追加する場合 3人目以降のアカウントを追加する場合

ビースタジオ 太郎

ビ

次ページへ 次ページへ



A.はい、それぞれのIDでログインをお願いします。

Q&A

40

Q.きょうだいで受講しています。受講の際、それぞれのIDでログインする必
要がありますか？

モバイル版の場合、1つの端末で、５つのアカウントまで登録することができます。

MXXXXXXXXXXX＠bestudio

MXXXXXXXXXXX＠bestudio

追加したいお子さまの
IDを入力し、ログイン
をタップ

追加したいお子さまの
IDとパスワードを入力
し、ログインをタップ

お子さまお一人目

MXXXXXXXXXXX@bestudio

お子さまお二人目

MXXXXXXXXXXX@bestudio

！注意！
LINEでログインは

絶対に押さないでください！

追加のアカウントが登録され
ました！それぞれのお名前を
タップすることで、アカウン
トを切り替えることができま
す。

※PCについては
次ページ

モバイル版の場合②

前ページ
２人目のア
カウントを追
加する場合

前ページ
3人目以降

のアカウント
を追加する
場合



A.はい、それぞれのIDでログインをお願いします。

Q&A
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Q.きょうだいで受講しています。受講の際、それぞれのIDでログインする必
要がありますか？

PCでは、アカウントの切り替えはできません。都度ログアウトして、ログインしなおしてください。

PCアプリ画面から PCブラウザから

アイコンマークから「ロ
グアウト」をクリック

アイコンマークから「ログアウト」をクリック

追加したいお子さまのIDとパスワード
を入力し、ログインをタップ

ログイン画面

PC版の場合



A.LINE WORKSは、複数の端末に、同じID・パスワードでログインいた
だけます。
LINE WORKSを使用したい端末にインストールいただき、38ページと同
じ手順でログインください。パスワードは初回ログインの際にご自身で設定
されたパスワードを使用します。

Q&A

42

Q.新しいスマートフォンや、別の端末にLINE WORKSを登録するにはど
うしたらいいですか？



A.LINE WORKSは、PCのブラウザ（Webサイトを閲覧するときに利用
するソフト：Google ChromeやMicrosoft Edge）からも利用すること
ができます。
https://line.worksmobile.com/jp/ からログインしてください。

Q&A

43

Q. パソコンにLINE WORKSをダウンロードできません。どうしたらいいで
すか？

IDとパスワード
を入力し、ログ
インをクリック

https://line.worksmobile.com/jp/

