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はじめに

辞書教材サービス「Brain+（ブレーンプラス）」を
ご利用いただき、誠にありがとうございます。本資料は、
Brain＋の利用を開始するための準備作業をご説明します。

まず最初にご確認ください
◆「Brain+ID」と「パスワード」の確認
購入時に提供されるライセンス証書、もしくはメール等で受取った、
Brain+IDとパスワード（どちらも８桁の数字です）を、お手元に
ご用意ください。

◆利用開始するのが「アプリ版」か「Web版」かの確認
Brain＋は「アプリ版」と「Web版」があります。
今回、利用開始するのはどちらかをご確認ください。

なお、Brain+のモデルによって、両方利用できる場合と、どちらか
一方を利用できる場合があります。ライセンス証書等に記載があり
ますので、再度ご確認ください。
お持ちのBrain+の品番が分かれば、下記に従って確認もできます。
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■アプリ版とWeb版の両方を利用できるモデル
品番の最後に”S”が付きます。ただしON-SE5S,ON-SF5S,ON-SG5Sは除く。
例：ON-PA7S、ON-PB7Sなど。
※ iPad、WindowsPCどちらのアプリも利用できます。

■アプリ版のみ利用できるモデル (iPadかWindowsPCのどちらかのみ利用可能)
品番の最後に”A”または”W”が付きます。
例：ON-PA5A、ON-PB5Wなど
※ “A”はiPad、”W”はWindowsPCのアプリのみ利用できます

■Web版のみ利用できるモデル
品番の最後に”T”が付きます。ただしON-SE5S,ON-SF5S,ON-SG5Sも対象。
例：ON-SF5T、ON-PA77Tなど。

品番は「ON-」からはじまるコード番号です

以上の確認が終わりましたら、
利用したい環境に応じて、下記ページへお進みください。
〇アプリ版を使う⇒「①アプリ版の利用について」（P.3へ）
〇Web版を使う ⇒「④Web版の利用について」（P.7へ）



①アプリ版の利用について

アプリ版は、iPad、WindowsPCで利用できます。

①専用アプリ ⇒ ②コンテンツ（辞書）の順にインストール／ダウン
ロードしてください。ダウンロード中は、インターネット接続が必要です。
あらかじめ、以下の注意事項をご確認のうえで、利用する端末に応じて
下記ページへお進みください。

〇iPadを利用する ⇒「②iPadアプリの利用開始手順」
（P.4へ）

〇WindowsPCを利用する⇒「③Windowsアプリの利用開始
手順」（P.5へ）

P.3

＜ご注意ください＞
□ ダウンロード中は、Wi-Fi（無線LAN）など

安定したインターネット接続環境下でご利用ください。

□ダウンロード完了まで、端末の電源をOFFにしないでください。

□ダウンロード完了まで、他のアプリに切り替えないでください。

□Brain+IDとパスワードをお手元にご用意ください。

注意： 辞書コンテンツのダウンロードに数十分かかる場合が
あります。出来る限りご家庭のWi-Fi等で接続ください。
LTE回線（3G/4G）を使うと、通信可能な制限枠を
越えて通信が困難になる恐れがあります。

注意： Brain+IDとパスワードは、コンテンツの再ダウンロード
の際も必要です。
失くさないように大切に保管ください。

補足：学校内からインターネットに接続する場合や、学校側で設定を行った端末は
ネットワークの利用に制限がされている場合があります。
ダウンロードができない場合は、学校や販売店にもご確認ください。



②iPadアプリの利用開始手順

①iPadの画面内の App Store を
タップし、検索の入力枠に
「ブレーンプラス」と入力します。

② 学習アプリBrain+を選択し、
画面内の「入手」をタップします。

③iPad内にBrain+ が表示され
れば完了です。続いてコンテンツ
のダウンロードに進んでください。

入手

■アプリをダウンロードしてインストールする

■コンテンツ（辞書）をダウンロードする

①iPadの画面内のBrain+          を
タップして起動します。

②Brain+の起動画面で
ライセンス証書等に記載の
「Brain+ID」（8桁数字）
「パスワード」（8桁数字）
を入力します。

③利用許諾を確認し「同意する」
にチェックを入れた上で
「ログイン」をタップします。

④「OK」をタップするとダウン
ロードを開始します。

⑤本棚画面に変われば完了です。
お疲れさまでした。
P.９へ進んでください。

ライセンス証書

Brain+IDと
パスワードを入力

本棚画面

起動画面

「ブレーンプラス」で検索

「入手」でダウンロード＆インストール開始

P.4

ダウンロードの進捗

※学校によっては予めBrain+のアプリが
インストールされている場合があります。
その場合は、以下の「コンテンツのダウ
ンロード」のみを行ってください。

※ダウンロードは数十分かかることがあ
ります。その間はiPadの電源を落とさず、
アプリ画面を表示した状態にして他のア
プリに切り替えないでください。 ※「1個目/12個中」のよ

うに、どこまで進んだか
が表示されます。

ホーム画面内の
「App Store」を
タップして起動
※App Storeの利用を

制限されている場合、
学校や端末の購入先に
ご確認ください。



③Windowsアプリの利用開始手順

①Microsoft Store を起動して
検索入力枠に「学習アプリBrain+」
と入力します。

②学習アプリBrain+を選択し、画面内の
「入手」をタップ（クリック）します。

③スタートメニュー内に が表示
されれば完了です。続いてコンテンツ
のダウンロードに進んでください。

■アプリをダウンロードして、インストールする

■コンテンツ（辞書）をダウンロードする

①スタートメニュー等から
Brain+          を起動します。

②Brain+の起動画面で
ライセンス証書等に記載の
「Brain+ID」（8桁数字）
「パスワード」（8桁数字）
を入力します。

<Windows 8.1をご利用の方へ＞
Windows8.1をご利用の方は、下記のBrain+ダウンロードサイトから「デスクトップ版」の
インストーラをダウンロードし、インストールしてください。

・サイト内にある「デスクトップ版の
インストーラ―をダウンロード」から
ダウンロードできます。
・インストーラ「BrainPlusInstaller.exe」を
実行し、画面上の指示に従って
Brain＋をインストールしてください。
・PCの管理者権限が必要な場合があります。

12345678

ライセンス証書
起動画面

Brain+IDと
パスワードを
入力

P.5

Brain+ ダウンロードサイト：
https://store.brainplus.jp.sharp/web/special/brainplus/download Brain+ ダウンロード

次ページにつづく

※学校によっては予めBrain+のアプリが
インストールされている場合があります。
その場合は、以下の「コンテンツのダウ
ンロード」のみを行ってください。

スタートメニュー等
から「Microsoft 
Store」を起動
※Microsoft Storeの利用

を制限されている場合、
学校や端末の購入先に
ご確認ください。

「学習アプリBrain+」で検索

「入手」でダウンロード＆インストール開始

https://store.brainplus.jp.sharp/web/special/brainplus/download


③Windowsアプリの利用開始手順（つづき）
■コンテンツ（辞書）をダウンロードする （つづき）

③利用許諾を確認し「同意する」
にチェックを入れた上で
「ログイン」をタップ（クリック）
します。

④コンテンツのダウンロードが
始まります。「1個目/35個中」
のように、どこまで進んだかが
表示されます。

⑤本棚画面に変われば完了です。
お疲れさまでした。
P.９へ進んでください。

ダウンロード
の進捗を表示

本棚画面

＜アプリに関するよくある質問＞
Ｑ．辞書コンテンツのダウンロードを、中断してしまいました。
Ａ．アプリを再起動すると、ダウンロードを再開します。

（ダウンロード済み辞書は、再ダウンロードしません）

Ｑ．ダウンロード中に、勝手に中断してしまいます。
Ａ．インターネットの通信環境が不安定ではないかをご確認ください。

また、端末の空き容量が十分にあるかをご確認ください。
なお、iPadの場合「設定アプリ」内にある「自動ロック」を「なし」に設定
してダウンロードをすることで改善される場合があります。

Ｑ．アプリを初期化して、最初からやり直したい。
Ａ．①iPadアプリの場合、「設定アプリ」内のBrain+の項目にある「Brain+ IDを

消去する」を有効にし、アプリを再起動します。②Windowsアプリ
の場合、Brain+アプリの「設定」内にある「Brain+ IDを消去する」を
有効にし、アプリを再起動します。再起動後、登録画面が表示されますので、
コンテンツのダウンロードからはじめてください。
なお、単語帳、マーカーなどの情報は初期化されますのでご留意ください。

P.6

※ダウンロードは数十分かかるこ
とがあります。その間はPCの電源
を落とさず、アプリ画面を表示し
た状態にして他のアプリに切り替
えないでください。



④Web版の利用について P.7

Web版は、WebブラウザでBrain＋専用Webサイトに
アクセスし、ログインすることで利用できます。
利用開始にあたりアプリのインストール等は不要ですが、
常時インターネット接続が必要です。以下の注意事項をご確認のうえで、

次ページの「⑤Web版の利用開始手順」へお進みください。

＜ご注意ください＞
□ 利用する端末は、安定したインターネット接続の環境下で、

ご利用ください。

□利用できるブラウザは下記になります。ご確認ください。

□Brain+IDとパスワードをお手元にご用意ください

補足①：Brain+IDとパスワードは初回ログイン時に必要ですが、
その際にブラウザが記憶し、以降はログイン自体が不要になります。
ただし、ブラウザが初期化されるなどで、再ログインが必要になる
ことがありますので、Brain+IDとパスワードは大切に保管ください。

補足②：Brain+IDとパスワードを使わずに、学校指定のメールアドレス
（Googleアカウント）でログインするように、学校から指示が
ある場合があります。その場合は、次ページの「シングルサイン
オンの利用について」をご確認ください。

利用端末 対応ブラウザ
WindowsPC Google Chrome, Edge
iPad, iPhone Safari
Android端末,
Chromebook

Google Chrome

Mac Safari

※各ブラウザは最新のバージョンを
お使いください。

※旧タイプのEdgeやIEは利用できません。

・Internet Explorer
・旧タイプEdge

・新タイプEdge

補足：学校内からインターネットに接続する場合や、学校側で設定を行った端末は
ネットワークの利用に制限がされている場合があります。
ログインができない場合は、学校や販売店にもご確認ください。



⑤Web版の利用開始手順

①右記のURL（またはQRコード）
から、Webブラウザでアクセス
します。

② Brain＋のログイン画面で、
ライセンス証書等に記載の
「Brain+ID」（8桁数字）
「パスワード」（8桁数字）
を入力します。

③利用規約をご確認の上、「同意
する」をチェックして「ログイン」
をタップ（クリック）します。

④ホーム画面が表示されれば
完了です。お疲れさまでした。
P.9へ進んでください。

■Web版のサイトにログインする

P.8

https://app.brainplus.jp.sharp

ライセンス証書

12345678
90123456

Brain+IDと
パスワードを入力

<シングルサインオンの利用について＞
Brain+のWeb版は、Brain＋の設定画面から、GoogleアカウントやMicrosoftアカウントで

Brain+にログインできるように設定（シングルサインオン）できます。なお、Googleアカウン
トのシングルサインオンは、学校側で予め設定される場合もあります。
シングルサインオンでログインする場合は、下記の流れでログインしてください。

B ブレイン太郎
brain****@gmail.com >

brain-simple.firebaseapp.
com が Google アカウント
へのアクセスをリクエスト
しています

B brain****@gmail.com

画面の指示にしたがって、設定したアカウントを
指定してください。（上記はGoogleアカウントの例）

Web版ホーム画面

※アクセスしたURLは、Webブラウ
ザのブックマーク機能で保存してお
くと便利です。

※通常、一度ログインするとWeb
ブラウザがBrain+IDとパスワード
を記憶し、以降はログイン自体が不
要になります。
ただし、再度ログインが必要な場合
がありますので、Brain+IDとパス
ワードは大切に保管ください。

画面下部の専用リンクからログイン

利用規約をご確認の上、
同意するにチェック

https://app.brainplus.jp.sharp/


Brain＋を使ってみよう！ P.9

②検索結果
を確認

③本文を
確認

Brain+を起動して、画面上にある「入力枠」に調べたい
単語を入れれば、全ての辞書から検索し結果を表示します。

アプリ版の検索（iPadの例）

詳しい使い方は、Brain＋内のヘルプや
利用者向け情報ページを参照してください。
https://store.brainplus.jp.sharp/web/special/brainplus/info

https://jp.sharp/movie/library/
lib2022062402.html

★機能の紹介動画「3分でわかる! Brain＋」もご覧ください。

①調べたい
単語を入力

Web版の検索（縦画面時の例）

①調べたい
単語を入力

②検索結果
を確認

③本文を
確認

https://jp.sharp/movie/library/
lib2022062401.html

アプリ版 Web版

安心サポート（ID確認サービス）に、ぜひご登録ください！
安心サポート（ID確認サービス）は、事前に利用者
登録を行うことで、Brain+IDやパスワードを忘れた
際にメールで教えてくれるサービスです。

・Brain+を起動後に、登録を促すメッセージが表示されます。
画面に従ってご登録ください。（登録、利用は無償です）
・登録には、内容確認できる「メールアドレス」が必要です。
・詳細は下記URL先（右のQR）をご参照ください。
https://store.brainplus.jp.sharp/web/special/brainplus/info_idc

?

https://store.brainplus.jp.sharp/web/special/brainplus/info
https://jp.sharp/movie/library/lib2022062402.html
https://jp.sharp/movie/library/lib2022062401.html
https://store.brainplus.jp.sharp/web/special/brainplus/info_idc
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