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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。スマートフォンやタブレットをご利用のかたは＜モバイル版＞の、パソコンをご利用
のかたは＜PC版＞のマニュアルをご覧ください。



＜PC版＞

アプリインストール方法

容量不足などでダウンロードできない方は、ブラウザ（ChromeやSafari, 
Internet Explorer等）からでも参加可能です



アプリインストール方法＜PC版＞

１ インターネットから以下のURLに

アクセス

２ ミーティング用Zoomクライアン

トのダウンロードをクリック

３ ダウンロードしたZoomInstaller

をクリックしてインストールを開始

４ アプリが立ち上がりインストール完了

https://zoom.us/download

▲
インストール中画面イメージ

▼URL ※クリックしてください。
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https://zoom.us/download


アプリサインアップ方法

アプリのインストールが完了した方はご一読ください

＜PC版＞



アプリサインアップ方法＜PC版＞

アプリのインストールが完了しましたらサインアップを行ってください
※サインアップはお客さまの任意となります
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？ メールアドレスと任意のお名前を登録して、アカウン
トを作ることです。（初回登録をするようなもの）

サインアップ
って何？

？ お金はかかりません。無料で登録できます。メールア
ドレスのみ必要で、住所等も必要ありません。

お金はかか
る？

Zoomで行ったレッスンの履歴が残るので、次の回
からアクセスしやすくなります。また、マイクや音量の
確認、その他設定がしやすくなります。

どんな良いこ
とがある
の？

※サインアップをしなくてもZoomは利用できますので、設定は任意となります。



アプリサインアップ方法＜PC版＞

１ Zoomアプリからサインインをクリック ２ 無料でサインアップをクリック

３ 検証のため、おうちの方の誕生日

を入力

４ 使用したいメールアドレスを入力し、

サインアップをクリックするとメールが送信さ
れます

年齢制限も
ある為、必ず
おうちの方の
誕生日を入
力してください
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アプリサインアップ方法＜PC版＞

５ 送られてきたメールを開封して確認

６ メール本文に記載のアクティブなア

カウントをクリックし、完了です

※テキストメールになっ
ている場合、「このメッ
セージをテキスト形式
に変換しました」の表
示をクリックし「HTML
として表示」を選択

※途中、左のような
英文の質問が出てき
ましたら「いいえ」を選
択し、「続ける」をク
リックしてください
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アプリサインアップ方法＜PC版＞

７ Zoomへようこその画面での入力

姓と名の入力

▼注意▼
・ZOOMの画面に表示される名前となります
・フルネームで入力してください
・フルネームを表示したくない場合は、お好きな
名前を入れてください。
（ローマ字・漢字、いずれもOK）

任意のパスワードを入力

▼注意▼
・パスワードは忘れないようメモをお取りください

全て入力が終わりましたら「続ける」をクリック 9



アプリサインアップ方法＜PC版＞

８ 仲間を増やしましょう。の画面は「手順をスキップする」をクリック

９ テストミーティングを開始。の画面が表示されれば、初期登録は完了です

アプリを開くと、登録したアドレスとパスワードでサインインできます

▲登録完了画面(テストミーティングを開始。) ▲アプリにサインインできるようになります 10



オンラインレッスン前の
セルフチェック方法

初めてZoomでオンラインレッスンに参加する際は、事前に確認しておくと、
安心してご参加いただけます。

＜PC版＞



２ ミーティングテストに参加の

参加をクリック

１ インターネットから以下のURLに

アクセス

３ テストは以下の順に進みます。

https://zoom.us/test

▼URL ※クリックしてください。
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①映像のテスト ②音声のテスト
②正常な動作が確認で
きたらOK！

セルフチェック方法＜PC版＞

https://zoom.us/test


＜PC版・モバイル版 共通＞

オンラインレッスン入室方法

ミーティングURL・ID・パスコードの確認方法は、後ろのページ「オンラインレッスン
IDとパスワードについて」をご覧ください。



オンラインレッスン入室方法＜PC版/モバイル版＞

１ 先生よりお伝えしている

ミーティングURLをクリック

２ 待機中の画面が出ます。先

生がお繋ぎしますので、そのまま
お待ちください
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IDとパスワードが求められ
た場合は、先生から届い
たメッセージに記載されて
いるIDとパスワードをご入
力ください。

レッスン開始5分前のスタンバイにご協力ください



レッスン中の画面操作について
＜PC版＞



画面説明＜PC版＞

レッスン中に使用できる主な機能

退室する場合に押してく
ださい

自分の音を周りに聞こえない
ようにする場合に押してくださ
い
（ミュート時は赤色の斜線が表示されます）

ミュート

ビデオの停止

自分のカメラを周りに見えないようにする場
合に押してください（停止時は赤色の斜線がつきます）

終了

ミーティングを退出のボ
タンを押してください
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ミュート解除＜PC版＞

レッスン中のミュート解除方法

１、ミュート中に、左下のミュート
ボタンを押すと、ミュート解除を
することができます。

(ミュート中は赤色の斜線が表示されます)

２、先生(ホスト)がミュートの解除を
依頼する場合があります
その場合は以下のような表示が
現れますので「今すぐミュートを
解除」を押してください
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＜モバイル版＞

アプリインストール方法



アプリインストール方法＜モバイル版＞

アプリストアからZoomアプリをダウンロードしてください

Android

※Playストア（GooglePlay）で入手

iPhone/iPad

※「App store」で入手
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アプリサインアップ方法

アプリのインストールが完了した方はご一読ください

＜モバイル版＞



アプリのインストールが完了しましたらサインアップを行ってください
※サインアップはお客さまの任意となります
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？ メールアドレスと任意のお名前を登録して、アカウン
トを作ることです。（初回登録をするようなもの）

サインアップ
って何？

？ お金はかかりません。無料で登録できます。メールア
ドレスのみ必要で、住所等も必要ありません。

お金はかか
る？

Zoomで行ったレッスンの履歴が残るので、次の回
からアクセスしやすくなります。また、マイクや音量の
確認、その他設定がしやすくなります。

どんな良いこ
とがある
の？

※サインアップをしなくてもZoomは利用できますので、設定は任意となります。

アプリサインアップ方法＜モバイル版＞



１ アプリストアから

Zoomアプリをダウン
ロードしてください

２ Zoomアプリを開き

サインアップをタップ

３ 誕生日を入力し、確

認をタップ

Android

※Playストア（GooglePlay）

で入手

iPhone/iPad

※「App store」で入手

年齢制限も
ある為、必ず
おうちの方の
誕生日を入
力してください
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アプリサインアップ方法＜モバイル版＞



４ メールアドレス、姓名を

入力後、規約に同意にチェッ
クを入れ、サインアップをタッ
プ

５ メールが送られると

送信確認が届くのでOKを
タップ

６ 「Zoomアカウントをア

クティベートしてください」とい
うメールが届くので、メール

の「アクティブなアカウン
ト」をタップ

姓と名の入力

▼注意▼
・ZOOMの画面に表示される名前となります
・フルネームで入力してください
・フルネームを表示したくない場合は、お好きな
名前を入れてください。
（ローマ字・漢字、いずれもOK）

アクティブ
なアカウン
トのボタン
が押せな
い場合は、
こちらの
URLをコ
ピーして張
り付け
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アプリサインアップ方法＜モバイル版＞



７ 下記の画面が出たら

「いいえ」を選択して、「続け
る」をタップ
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アプリサインアップ方法＜モバイル版＞

９ 仲間を招待は「手順

をスキップ」をタップ

８ アカウント情報で任意

のパスワードを2回入れ「続
ける」をタップ

いいえ



25

アプリサインアップ方法＜モバイル版＞

10 この画面がでたら登録完了です。

画面を閉じてください

11 アプリを開くと、登録したアド

レスとパスワードでサインインできます
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オンラインレッスン前の
セルフチェック方法

初めてZoomでオンラインレッスンに参加する際は、事前に確認しておくと
安心してご参加いただけます。

＜モバイル版＞



セルフチェック方法＜モバイル版＞

１ インターネットから以下のURLにアクセス

２ ミーティングテストに参加の参加をクリック

https://zoom.us/testURL→
※クリックしてください。
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「参加」
をタップ

「開く」
をタップ

※注意※
この画面が出てきた場合、
お子さまの名前を入れて下さい
(レッスンで画面表示されるため）

https://zoom.us/test


「参加」を押したあと「キャンセル」を押してしまった場合や、
これまでサインインしたことがない場合は、
セルフチェック（テスト）の際にIDが求められることがあります。
下記のように画面に表示されているIDをご入力ください。
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「参加」
をタップ

「キャン
セル」を
タップし
てしまっ
た場合

セルフチェック方法＜モバイル版＞

IDを求めら
れた場合は、
画面に表示
されている
IDを入力し
てください



３ 「カメラの許可」・「マイクの許可」・「通知の許可」などアプリのセキュリティに

関する設定を求められます。すべて許可してください
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※注意※
カメラorマイクでOKが押
せない場合は、本体の設
定を変更して下さい。
スマートフォン・タブレットの
ホーム画面から
設定＞プライバシー＞カメ
ラorマイク＞Zoomの設
定をonにして下さい。

セルフチェック方法＜モバイル版＞



４ ３が終わると、カメラ映像が表示されます

「インターネットを使用した通話」をタップしてください
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セルフチェック方法＜スマートフォン版＞

とくに「テスト画面」などの表示は出ませんので、ご自身
でマイクやビデオのON/OFFをお試しください。
確認できたらテスト完了です。

電話番号のコピーができます



＜PC版・モバイル版 共通＞

オンラインレッスン入室方法

ミーティングURL・ID・パスコードの確認方法は、後ろのページ「オンラインレッスン
IDとパスワードについて」をご覧ください。



オンラインレッスン入室方法＜PC版/モバイル版＞

１ 先生よりお伝えしているミーティング

URLをクリック

２ 待機中の画面が出ます。先生が

お繋ぎしますので、そのままお待ちください
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IDとパスワードが求められ
た場合は、先生から届い
たメッセージに記載されて
いるIDとパスワードをご入
力ください。

レッスン開始5分前のスタンバイにご協力ください



レッスン中の画面操作について
＜モバイル版＞



画面説明＜モバイル版＞

レッスン中に使用できる主な機能

自分のカメラを周りに見えないようにする場
合に押してください（停止時は赤色の斜線がつきます）

自分の音を周りに聞こえないように
する場合に押してください
（ミュート時は赤色の斜線がつきます）

ミュート

退室する場合に押してく
ださい

終了

ミーティングを退出のボ
タンを押してください

ビデオの停止
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ミュート解除＜モバイル版＞

レッスン中のミュート解除方法

１、ミュート中に、左下
のミュートボタンを
押すと、ミュート解
除をすることができ
ます。

(ミュート中は赤色の斜線

が表示されます)

２、先生(ホスト)がミュートの解除を
依頼する場合があります
その場合は以下のような表示が
現れますので「ミュート解除」を押
してください

35



オンラインレッスン
IDとパスワードについて

こちらでご案内している方法と異なる場合があります。
ご不明の際は先生にご確認ください。

＜PC版・モバイル版 共通＞



オンラインレッスンIDとパスワード

レッスン開始までに、LINEWORKSで先生からメッセージが届きます
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オンラインレッスン
URL・ID・パスワード

※アンケートを使ってZoomのIDとパスワード
をご案内するケースです。

※注意※
別のデバイスを使用する場合や、サインインを
していない場合は、ID/パスワードが求められ
ることがあります。その場合、お知らせに記載さ
れているものを入力してください。

アンケートで
のご案内はこ
ちらに届きま
す


