
■はじめに
Zoomを利用する方法は「①ご自分のパソコンにインストールする方法」と「②ブラウザから参加(※Googlechrome推奨)」の2種類ありまして
その2種類についてお伝え致します！ 最後にはマイクやスピーカーの設定方法も紹介しております。
※この情報は2020/5/13を基に作成しています。

①ご自分のパソコンにインストールする方法 ・・・ 事前にアプリをインストールして、セミナーに参加するだけでなくZoomを汎用的に使用。
②ブラウザから参加　(※Googlechrome推奨)・・・アプリのインストールは不要で、ブラウザからセミナーに参加できる。

①ご自分のパソコンにインストールする方法

【受講者向け】簡易版_ Zoomの利用方法（パソコン版）

↓↓ 前日までに行う作業工程 ↓↓
画面 説明

1. Zoom公式サイトからアカウントを作成する。

Zoomの公式サイト URL
https://zoom.us/

登録が済んでいない方は画面右上の「①サインアッ
プは無料です」をクリック。
アカウントをお持ちの方は右側の「②サインイン」をク
リックしてください。

今回は登録が済んでいない方向けに
「①サインアップは無料です」からのアカウント作成を
説明していきます。

画面 説明
2. 左記の画面に入力する。

「①サインアップは無料です」からのアカウント作成を
説明していきます。

左記の画面が出てきますので、生年月日を入力しま
す。

画面 説明
3. 登録用のメールアドレスを入力する。

Facebookやgoogleのアカウントから
Zoomアカウントを作成することもできますが
ここでは、「メールアドレス」からの登録について説明
していきます。
メールアドレスは現在使用しているメールアドレスを
設定します。
入力後に「サインアップ」ボタンをクリックします。

画面 説明
4. Zoomからの「確認メール」を確認する

 

次のページに行くと「入力したアドレス宛てにメールを
送信しました。」ページが表示されます。
ご自身のアドレス宛てにZoomからの確認メールが届
いているか確認してください。

② ①



画面 説明
5. Zoomアカウントを認証する

「Zoomアカウントをアクティベートしてください」という
メールが届いています。

「アクティブなアカウント」をクリックしてZoomアカウン
ト設定のために登録したメールアドレスの認証を完了
させてください。

※アクティベートとは認証して機能を有効化すること
です。つまりZoomを利用できるようにするということで
す。
※「アクティブなアカウント」が利用できない場合、
URLが添付されていますので、URLをクリックしてくだ
さい。

7. Zoomにログインする

再びZoom公式サイトが表示されます。

Zoomにログインするための「氏名」と「パスワード」を
入力してください。

入力完了後、オレンジ色の「続ける」ボタンをクリック
してください。

画面 説明
8. 招待したい人を登録する（しない）

この画面はセミナーを受講するにあたり必要な条件
ではありませんので、「私はロボットではありません」
を選択し、「手順をスキップする」をクリックしてくださ
い。

【備考】
セミナー外で利用が想定される人がいるのであれば
メールアドレスを入力して招待することもできます。そ
の招待する相手も同様に、Zoomのインストールが必
要になります。

画面 説明
6. 左記の画面を確認する

Google翻訳で検索すると「Are you signing up on
behalf of a school ?」→和訳すると
「学校に代わって登録していますか？」と出ます。
「いいえ」を選択して「続ける」を押してください。

画面 説明

c

URLがあります



画面 説明
9. テストミーティングをやってみる

「テストミーティングを開始」ページに移ります。真ん
中に表示されているURLか「zoomミーティングを今す
ぐ開始」と書かれたオレンジ色のボタンをクリックする
だけです。

画面 説明
10. Zoomアプリをダウンロードする

左記のような画面が表示されますが、この段階で
ZoomをダウンロードできていないためZoomは起動し
ません。

ポップアップが表示される場合もありますが「Zoomを
ダウンロードして実行」という文字をクリックします。

画面 説明
11. ダウンロード

ダウンロードしたファイルを開くポップアップが表示さ
れる場合がありますので、インストールの手順が表示
されます。表示内容どおりにインストールしてくださ
い。

画面 説明
12. インストール完了

インストールが完了すると左記のようなポップアップ
やディストップにZoomのアイコンが出てきます。

ここまできたら事前準備完了となります！
お疲れ様でした！

次の手順は、セミナー当日の手順となります。お時間
ある方やZoomの楽しさを実感したい方はご確認だけ
でもお願い致します。

URLがあります

↑ディスクトップに

出てくるZoomのアイコン



14. 実際にZoomを使用してみる

パソコンにあるZoomのアイコンをクリックすると左記
の画面が出てきます。

すでに登録しているので「サイン イン」をクリックしま
す。

画面 説明
15. 登録した情報を入力

「3.登録用のメールアドレスを入力する」と「7.Zoomに
ログインする」で登録した「メールアドレス」と「パス
ワード」を入力して、「サイン イン」をクリックします。

画面 説明

画面 説明

↓↓ ここからはセミナー当日の作業となります ↓↓
画面 説明

13. 中央会からメールが届きます

セミナーの約2～3営業日前に中央会から「ミーティン
グID」と「パスワード」をメールで送っております。

「ミーティングID」と「パスワード」は重要になるため管
理をお願いします。

※「ミーティングID」と「パスワード」が漏えいすると第
三者がセミナーに参加できてしまい「Zoom爆弾」が発
生してしまうことがあります。

16. Zoomの基本画面

左記の画面がZoomの基本画面となります。
「参加」をクリックします。



20. （イメージ）セミナー画面

セミナー参加の許可がおりたら左記のような画面に
移行します。

これで、オンラインセミナーを受講していきます。

18. パスワードを入力

パスワードを入力します。

入力後、ミーティングに参加をクリックします。

画面 説明
19. 参加許可待ち

中央会で第三者がセミナーに参加許可申請をしてい
ないか確認を行っております。
確認後、許可がおりたら次の画面に移行します。

画面 説明

画面 説明
17. ミーティングIDを入力

セミナーの約2営業日前に中央会から「ミーティング
ID」と「パスワード」をメールで送っております。

「ミーティングID」を入力します。次に重要な名前は、
セミナーに申込した「組合名・会社名」または「個人
名」を入力します。

※注意※
違う名前を入れてしまうと中央会側で第三者と判断し
参加不可としてしまう場合があります。

画面 説明

名前の入力

はセミナーに

申込した「組

合名・会社

名」または

「個人名」を

入力します。



②ブラウザから参加　(※Googlechrome推奨)

1. 中央会からメールに記載されているURLを確認す
る。

セミナーの約2～3営業日前に中央会から「URL」と
「ミーティングID」と「パスワード」をメールで送っており
ます。

「ミーティングID」と「パスワード」は重要になるため管
理をお願いします。

※「ミーティングID」と「パスワード」が漏えいすると第
三者がセミナーに参加できてしまい「Zoom爆弾」が発
生してしまうことがあります。

※Googlechrome推奨。

4. セキュリティ対策画面に移ります。

質問に従って、該当する画像を選択します。
例では「横断歩道」が映り込んでいる部分を選択しま
す。
「確認」ボタンを押します。

2. メールにあるURLをクリック

中央会から送られてきたメールに記載されているURL
をクリックすると、左記の画面に移行します。

枠で囲まれている「ブラウザから参加」をクリックしま
す。

※Googlechrome推奨。

画面 説明
3. セミナーに参加する名前を入力する。

セミナーに申込した「組合名・会社名」または「個人
名」を入力します。

※注意※
違う名前を入れてしまうと中央会側で第三者と判断し
参加不可としてしまう場合があります。

次に「□私はロボットではありません」にチェックを入
れます。

画面 説明

画面 説明

画面 説明

↓↓ セミナー当日の作業となります ↓↓

名前の入力

はセミナーに

申込した「組

合名・会社

名」または

「個人名」を

入力します。



8. （イメージ）セミナー画面

セミナー参加の許可がおりたら左記のような画面に
移行します。

これで、オンラインセミナーを受講していきます。

6. パスワードを入力

パスワードを入力します。

入力後、ミーティングに参加をクリックします。

画面 説明
7. 参加許可待ち

中央会で第三者がセミナーに参加許可申請をしてい
ないか確認を行っております。
確認後、許可がおりたら次の画面に移行します。

画面 説明

画面 説明
5. Zoom画面に移ります。

セキュリティ対策画面で正しく選択出来れば
Zoom画面に移ります。

「参加」ボタンを押します。

画面 説明



Zoomの使用方法については、インターネットでも検索できますので、是非、検索してみてZoomの機能を試してみてください。
【例】
【パソコン編】Zoomの基本的な使い方やPCでのミーティングの開催方法を紹介
引用 ： NECネッツエスアイ
https://symphonict.nesic.co.jp/workingstyle/zoom/pc-howto/

3．名前の変更手順について

①画面下部「参加者」マークを押す。
↓
②画面右端に参加者一覧が表示されます。ご自身を
選択。
↓
③詳細を選択
↓
④名前の変更を選択
↓
⑤セミナーに申込みした「組合名・会社名」または「個
人名」へ変更し、保存を押します。

画面 説明
1. 音声の事前テストについて

①画面下部「ヘッドフォン」マークであることを確認す
る。
※「オーディオを切断」している状態。

②画面中央に「コンピューターでオーディオに参加」
ボタンを押す。

画面 説明

■マイクやスピーカーの調整方法、受講者氏名の変更方法

2. 音声の事前テストについて

①画面下部が「ヘッドフォン」から「マイク（斜線マー
ク）」マークへ変更したのを確認する。
↓
②「マイク」マークの横「＾」を押す。
↓
③ご自身のマイク、スピーカーを選択して下さい。

自分の声がちゃんと伝わっているかは、
左下にある「ミュート」と書かれたマイクアイコンのイン
ジケーターが緑色になっていたらマイクがちゃんと音
声を拾っている証拠です。

画面 説明

マイクが緑色

になっていた

ら音声を拾っ

ています！
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https://symphonict.nesic.co.jp/workingstyle/zoom/pc-howto/

