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よくある質問（プレイグラムタイピング）

本文書は、Preferred Networks が提供するタイピング練習教材「プレイグラムタイピング」 について、よく頂く
質問をまとめています。

プレイグラムタイピングは PC、またはキーボードを接続したタブレット端末で利用できます。ブラウザは
Google Chrome、Safari、Firefox、Microsoft Edge 等をご利用ください。Microsoft Internet Explorer には対
応しておりません（※）。また、スマートフォンからはご利用になれません。

※: 2022年3月31日をもちまして Internet Explorer のサポートを終了いたします。詳細はこちらをご覧くださ
い。
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学校や企業でご利用の方へ

プレイグラムタイピングを、学校や企業などで一括で導入した端末からご利用になる場合、子ども向けのコン

テンツフィルタリングなど、ブラウザの機能を制限する設定が原因となり不具合が起きる場合があります。

また、お使いの端末に、端末を終了するたびに端末内のデータを初期化するソフトウェアが導入されている場

合、利用者の成績を保存することができません。

https://typing.playgram.jp/
https://playgram.jp/news/typing-ie-discontinue/


その場合、本文書でご案内している方法を試す前に、端末を配布した管理者にご相談ください。その際に、管

理者の方に本文書を共有して頂くとスムーズです。

画像や音楽が表示されない

端末に設定されたコンテンツフィルタリング機能により、タイピング練習に必要な一部の画像や音楽ファイルを

読み込めない場合があります。コンテンツフィルタリング機能をオフにするか、以下のホスト名を許可（ホワイト

リストに追加）してください。

● *.playgram.jp
● *.playgram.tech
● *.typekit.net

ホスト名の許可設定をする際にワイルドカード (*) もしくは部分一致が使えない場合は、以下の名前を直接指
定してください。これらのホスト名は将来的に追加または変更される可能性があります。

● playgram.jp
● typing.playgram.jp
● cdn.playgram.jp
● typing-asset.playgram.tech
● use.typekit.net

一部のチャプターが表示されない

iPad などで「成人向けWebサイトを制限」の項目をオンにするなど、端末のコンテンツフィルタリング機能を有
効にしている場合、基礎練習ステージの一部のチャプターのみが表示されない場合があります。

特に、「成人向けWebサイトを制限」の機能は頻繁に基準が変更されるため、ある日の授業で表示できていた
チャプターが次の日の授業で表示できなくなるといった事例が報告されています。

この場合、コンテンツフィルタリング機能をオフにするか、「画像や音楽が表示されない」でご案内しているホワ

イトリストの設定を行ってください。

エラーメッセージが出る

「〜に失敗しました」

プレイグラムタイピングは、問題文の読み込みやテスト結果の登録などのため、プレイグラムタイピングサー

バとの間でデータ通信を行います。この際、以下のメッセージが表示されることがあります。

● 「サーバとの通信に失敗しました」

● 「問題文の読み込みに失敗しました」

● 「クリア状況の取得に失敗しました」

● 「テスト結果の登録に失敗しました」

● 「解答のアップロードに失敗しました」



● …など

このメッセージが表示される場合、以下の原因が考えられます:

1. お手元の通信環境やインターネット回線が不安定で、サーバとのデータ通信に失敗している
2. 端末のコンテンツフィルタリング機能により、サーバとのデータ通信が遮断されている
3. サーバが混雑しており通信に応答できない

1 の場合、お手元の通信環境をご確認いただいた上で、再度お試しください。

2 の場合、コンテンツフィルタリング機能をオフにするか、「画像や音楽が表示されない」でご案内しているホワ
イトリストの設定を行ってください。

フィルタリングソフトによっては、常に遮断が起きるわけではなく、同じ操作を繰り返し行ってもデータ遮断が起

きる場合と起きない場合があります。この場合、コンテンツフィルタリングの設定をご確認いただいた上で、し

ばらくご利用いただいて問題が再現しないかご確認ください。

3 の場合、たいへんご迷惑をおかけしますが、しばらく時間を置いた後に再度お試し下さい。

「ローカルストレージが利用できません」

プレイグラムタイピングは、利用者の成績を保存するためにブラウザのローカルストレージに情報を読み書き

します。以下の設定をご確認頂き、ローカルストレージ機能を有効にしてください（ブラウザのバージョンによっ

て設定方法の詳細が異なる場合があります）。

パソコンや Chromebook の場合:

● Microsoft Edge
a. メニューの [設定] をクリックする
b. [Cookieとサイトのアクセス許可] タブをクリックする
c. [Cookieとサイトデータの管理と削除] をクリックする
d. [Cookie データの保存と読み取りをサイトに許可する (推奨)] をオンにする

● Google Chrome
a. メニューの [設定] をクリックする
b. [プライバシーとセキュリティ] タブをクリックする
c. [サイトの設定] をクリックする
d. [Cookie とサイトデータ] をクリックする
e. [常に Cookie を使用できるサイト] の [追加] をクリックする
f. [サイト] 欄に typing.playgram.jp と記入して [追加] をクリックする
g. 設定画面を閉じる

● Firefox
a. メニューの [設定] をクリックする
b. [プライバシーとセキュリティ] タブをクリックする
c. [Cookie とサイトデータ] の [例外を管理] をクリックする
d. [ウェブサイトのアドレス] に https://typing.playgram.jp/ と入力して [許可] をクリックする。アド
レスが追加されたら [変更を保存] をクリックして閉じる

e. 設定画面を閉じる



これで動作しない場合は、以下をお試しください:

f. 新しいタブを開いて、URL 欄に about:config と入力して Enter キーを押す
g. メッセージを確認して [危険性を承知の上で使用する] をクリックする
h. 検索欄に dom.storage.enabled と入力する
i. dom.storage.enabled という項目が表示されたら、設定が trueになっていることを確認する。

falseの場合、項目をダブルクリックして trueに切り替える
j. 設定画面を閉じる

iOS の場合:

● Safari
a. ホーム画面から [設定] をタップする
b. [Safari] タブをタップする
c. [プライバシーとセキュリティ] の [すべてのCookieをブロック] という項目をオフに変更する

Android の場合:

● Google Chrome
a. ホーム画面から [Chrome] アプリをタップする
b. 画面右上の [その他アイコン] をタップし、表示されたメニュー内の [設定] をタップする
c. 詳細設定内の [サイトの設定] をタップする
d. [Cookie] を以下のうちのいずれかに変更する

■ [Cookie を許可]
■ [シークレット モードでサードパーティの Cookie をブロックする]

スペースキーを押すとトップページに戻ってしまう (iOS)
プレイグラムタイピングを iOS デバイス（iPad など）で利用する際、「スペースキーをおしてスタート」と指示さ
れている画面でスペースキーを何度か押すと、問題文が表示される代わりにプレイグラムタイピングのトップ

ページに戻ってしまう場合があります。

この現象は、iOS の「フルキーボードアクセス」機能が原因である可能性があります。もしオンになっている場
合は、以下の手順でフルキーボードアクセスをオフに設定してください。

1. ホーム画面から [設定] をタップする
2. [アクセシビリティ] タブをタップする
3. [キーボード] の [フルキーボードアクセス] を開き、[フルキーボードアクセス] をオフに変更する

この手順は iOS のバージョンによって異なる可能性があります。詳細は iPadユーザガイドの「外部キーボー
ドでiPadを操作する」の項をご覧ください。

成績が保存されない

プレイグラムタイピングでは、ブラウザに保存されている typing.playgram.jp の Cookie とサイトデータに基づ
いてユーザを識別しています。そのため、お使いの端末に、端末を終了するたびに端末内のデータを初期化

するソフトウェアが導入されている場合、利用者の成績を保存することができません。

https://support.apple.com/ja-jp/guide/ipad/ipad424a3e13/ipados


成績を保存したい場合は、初期化機能の設定をオフにするか、本サイトを初期化の対象外に設定してくださ

い。

一つの端末を複数人で使いたい

現在、プレイグラムタイピングでは一つの端末につき一人のユーザが自動的に紐づくため、一つの端末を複

数人でご利用の場合は、基礎練習モードの進捗や特訓、腕試しモードの成績などをユーザ間で切り分けるこ

とはできません。

ただし、ユーザはブラウザごとに登録されますので、以下の方法で使い分けることができます。

● パソコンやタブレットを一人ずつ用意する

● 一つのデバイスで別のブラウザを利用する（Firefox と Chrome など）
● 端末に別のユーザとしてログインして利用する

● ブラウザのプロファイル機能を使い、それぞれ専用のプロファイルに切り替えて利用する

本件に関するご要望はフィードバックフォームよりお知らせください。今後の開発の参考とさせて頂きます。

成績をリセット（初期化）したい

現在、プレイグラムタイピングでは成績や学習履歴のリセット機能を提供していません。

どうしてもリセットしたい場合は、ブラウザに保存されている typing.playgram.jp の Cookie とサイトデータを直
接操作して削除することで初期化できます。ただし、この方法を使ったリセットについてはサポート外になりま

すのでご承知ください。

また、一度削除した成績を再び元に戻すことはできません。成績の復旧についてお問い合わせ頂いても対応

できかねますのでご注意ください。

その他

ローマ字がヘボン式ではなく訓令式で表示される

プレイグラムタイピングでは、練習画面に表示されるローマ字表記のうち「ふ」や「じ」などについて “FU” およ
び “JI”（ヘボン式）ではなく “HU” および “ZI”（訓令式）で表記しますが、これは仕様です。

理由は以下の二点になります:

1. 基礎練習モードにおいて、五十音表の各段の導入で「段を表す唯一のアルファベット」＋「子音」で統
一し、タイピング初学者が例外的なルールに触れて混乱することを防ぐ

2. 入力は訓令式とヘボン式の両方に対応している
○ 「富士山」は “HUZISAN” でも “FUJISAN” でも正解になります

教育機関で利用したい／指導案がほしい

ご利用いただけます。ご利用申請フォームより学校名・人数等をご連絡ください。折り返しで、本教材を十分に

活用する方法を解説した指導案をお送りします。

https://forms.gle/HVfXo4GswBmL6gwNA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%9C%E3%83%B3%E5%BC%8F%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E5%AD%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E5%AD%97#%E8%A8%93%E4%BB%A4%E5%BC%8F%E3%81%AE%E8%A1%A8
https://forms.gle/XLE8jmaoC9bYrpvA7


商用利用したい

利用規約に基づき、無許諾の商用利用は禁止しています。ご利用を希望の場合は、お問合せフォームよりご

連絡ください。

利用料は？（改訂: 2021/01/05）

本サイトが提供するタイピング練習モード（ローマ字基礎練習、特訓、腕試し）は、特に表記がない限り無償で

ご利用いただけます。将来的に追加する機能については、一部有償とさせて頂く場合があります。

https://cdn.playgram.jp/terms-ja-typing.html
https://forms.gle/eGtM3bVv75AECVPUA

