
まずは皆さんの自己紹介

①お名前、地域 ②ご職業
③自身の強み、アピールポイント



【オンラインセミナー受講の注意事項】

• このレジュメは後程プレゼントします！
• 周囲が騒がしい場合はミュート設定を。
• このセミナーは録画し、メンバーに

公開されます。（撮影はココからです。）





ZOOMって
何ができるの？



・ 1対1のオンライン通話 (無料版でも時間無制限)
・ 1対多のオンライン通話 (無料版だと40分まで)
・ 画面共有、リモートコントロール
・ 画面の録画 ・ グループ分け(ブレークアウトルーム)
・ チャット機能 ・ ホワイトボード機能

■ ZOOMって何ができるの？



ZOOMと
Skypeの違いは？



圧倒的な違いは通信量（軽さ）

■ ZOOMとSkypeの違い

スカイプビデオ通話 １分 36MB → 1時間 2160MB
動画視聴（480P) １分 18MB → １時間 1080MB
動画視聴(1080PフルHD) １分 60MB → １時間 3600MB
Zoomビデオ通話 １分 5MB → １時間 300MB

▽ ▽ ▽ ▽

スマホの電波だけでもできる！
大人数でも安定している！



・ 接続が安定している
・ 参加者はアカウントがいらない
・ ホワイトボード機能や遠隔操作
・ 1クリックで録画ができる（有料版ならクラウド保存も可能！）

■ ZOOMとSkypeの違い



ZOOM
有料版と無料版



■ ZOOM 有料版と無料版
【POINT】

1対１のセッションのみであれば

無料版でOK

グループセッションをやるなら

有料版がオススメ！
１Gのクラウドも使えます！

※3時間ほどの録画データを保存できます。



ZOOMの使い方



■ ZOOMの使い方

① まずアカウントを作る
② プロフィールを編集する
③ アプリをダウンロードする
④ ミーティングを開催する

ブラウザで！ https://zoom.us/jp-jp/meetings.html

https://zoom.us/jp-jp/meetings.html


←写真を入れる！

↑
アプリダウンロードと
ミーティング開催

↑このIDとURLを参加者に教える。
スマホの方はID。PCの方はURLが必要です。

※住福のオンラインセミナーやセッション前の
案内メール文をご活用ください。



→
ここのチェックを入れて

IDを固定しておきましょう



↑ここでミーティングの細かい設定ができます。



↑
セッション中に関係のない人が入れないように

【待機室】を作っておくといいです。



↑
【待機室】はこのように表示され
「許可する」を押すと相手と

繋がります。



この2つはチェックするの
オススメです。

機能説明は後程♪



話している人だけを
アップにして撮る時は
「アクティブなスピーカーを録画」

全員の顔が
映るように録画したいときは
「ギャラリービューの録画」です。



↑録画したものはここに表示されます。
ダウンロードして動画編集しましょう。

【Windows用】
5000円前後で
入手可能

【Mac用】
Macに元々入っている
動画編集アプリ



■ ZOOMの使い方

【ミーティングの始め方】

アプリを起動して
「ビデオありで開始」
「ビデオなしで開始」



■ ZOOMの使い方

【モニターの切り替え方】

右上のボタンを押す

ギャラリービュー スピーカービュー

右上のボタンを押す



■ ZOOMの使い方

【画面共有のやり方】

「画面の共有」を押す 共有したいものを選択し
右下の「画面の共有」を押す。



■ ZOOMの使い方

【画面共有のやり方】

動画を画面共有

する時の注意点
左下の「コンピューターの音声を共有」に
チェックを入れないと動画の音が
共有されません！



■ ZOOMの使い方

画面の共有→ホワイトボードを選択し
右下の「画面の共有」を押す。

【ホワイトボードの使い方】

図形を描いたり、文字を書いたりの
お絵描き機能がホワイトボード



■ ZOOMの使い方

全員にチャットで
一斉メッセージを送れます。
個別でもメッセージを送れます。

【チャットの使い方】



■ ZOOMの使い方

【録画のやり方】

「レコーディング」を押し
自分のPCかクラウド（※有料版のみ）に保存 一時停止や録画終了はココ

一時停止や録画終了はココ

ワークの時間などは
録画を一時停止

にするのが
オススメです！



■ ZOOMの使い方

ブレイクアウトセッションを押す

【ブレークアウトセッション】

手動・自動で
振り分け可能。

機能使用には別途
設定が必要

少人数のグループに分け
ディスカッションやシェア！



■ ZOOMの使い方

【バーチャル背景の設定】

部屋が散らかっている時
などに便利です！

グリーンスクリーンがあると
キレイに映ります。
（セットで5000円～15000円程）



①ビデオボタンの横の
上矢印ボタンを押すと
「仮想背景を選択」と
出るのでそれを押す。

②好きな画像を
背景に出来ます。



①ビデオボタンの横の
上矢印ボタンの中の
「ビデオ設定」を押す。

②「外見を補正する」に
チェックを入れておく

■ おまけ 肌をキレイにできる！



ウェビナーも
出来ます！



■ ウェビナー （UstreamやFBライブに近い）

①参加者同士では誰が参加しているかが
分からない（名前も顔も出ない）

②チャットなどで質問を受け付けることは可能

③ウェビナーは別途申し込みが必要

④専用URLを案内して参加してもらう



■ ウェビナー （Facebook LIVEに近い）一方的な配信で
プロダクトローンチや
講座プレセミナー

などで使用



ミーティングに
準備するものは？



■ 準備するものは？

【主催者も参加者も】
・ カメラ （PC・スマホ内蔵のカメラでもOK）

・ ヘッドセット or マイク、イヤホン



■ 準備するものは？

・ カメラ （PC・スマホ内蔵のカメラでもOK）

自分のパソコンに合うものを選びましょう。

手元をしっかり見せたい場合は外付けのカメラがオススメ



■ 準備するものは？

・ ヘッドセット or マイク、イヤホン

自分のパソコンに合うものを選びましょう。

PCから離れての配信の場合は無線で出来るBluetoothのヘッドセットがオススメ



開催時の
注意点



■ 開催時の注意点

【初接続の方はこんなトラブルも…】

音が聞こえない…
カメラが映らない…
参加者の声が聞こえない…

そもそもパソコンに
カメラやマイクが

未内蔵の場合がある。



■ 開催時の注意点

【最も多いトラブルは…】

音が聞こえない！
事前に下記事項を確認、伝えておきましょう。



■ 開催時の注意点

【音が聞こえない…】

①イヤホンやヘッドセットを
ちゃんと準備してもらう

（接続が悪い場合があるので抜き差ししてもらうと◎）



■ 開催時の注意点

【音が聞こえない…】

②オーディオに参加を
ちゃんと押した確認してもらう

（ほとんど場合がこれで解決します）



■ 開催時の注意点

【音が聞こえない…】

③ ミュートになって
ないか確認する

（ボリュームも確認を！）



■ 開催時の注意点

【音が聞こえない…】

④ 端末の設定を確認！

iPhone
設定 → ZOOM→マイクをオン



■ 開催時の注意点

【予防のために…】

初めて接続するという方は
10分くらい早めに接続してもらい
問題ないか確認しておくといいかもしれません。
パソコンの起動が遅いために上手くいかないことも。



事例紹介



■ 事例紹介

【ZOOMで養成講座やセミナー開催】

遠方の方でも気軽に参加できるので
距離や時間の問題が
大きく解決します！



■ 事例紹介

【パソコンの画面を録画して動画販売】

パワーポイントなどで作った講座やセミナーを
PC画面に映し、ZOOMで録画して
動画販売を行いました。



■ 事例紹介

【ZOOMでヨガのオンラインレッスン】

平日毎日（月〜金）22:00〜
お子様が寝てから、オトナの
ヨガタイムを開催。
→ 通常料金 10000円/月



■ 事例紹介

【ZOOMで料理のオンラインレッスン】

やり方は様々だと思いますが
料理レッスンをオンラインで開催
食材は相手に準備してもらい
リアルタイムで一緒にクッキング！



■ 事例紹介

【オンライン交流会（オフ会）】

コミュニティのオフ会やお茶会、飲み会など
オンラインで気軽に開催できます。
遠方の方でもコミュニケーションや質疑応答
などの交流が出来てGOODです！



ワーク

では皆さんは
ZOOMでなにをいつ
やってみたいですか？



質疑応答タイム



以上
おつかれさまでした。






