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はじめに

３

基本情報

このたびはハルメクのオンラインイベントにお申込みいただき
まして、誠にありがとうございます。

本書はオンラインイベントの手引書です。

ハルメクのオンラインイベントでは、Zoom(ズーム)という
アプリケーション(以下、アプリ)を使用します。

Zoomは、パソコン・スマートフォン(以下、スマホ)・タブレット
でご利用いただけます。

※スマホの一部の機種ではZoomがご利用いただけません。
※(詳細は、28ページ)

本書の手順に沿っていただければ、初めての方でも簡単に
オンラインイベントにご参加いただけますのでご安心ください。



オンラインイベント参加の流れ
※お申込後の流れ

基本情報

STEP
１

STEP
3

４

STEP
2

▼WEB申込をされた方

お申込時に必要事項を入力されているので回答不要です。

▼振込用紙がお手元にある方

ヒアリングシートが同封されています。
必要事項を記入し、ハルメクまでお早目にご回答ください。

▼過去にハルメクのオンラインイベントに参加された方

メールアドレスの変更が無い場合は回答不要です。

▼お手持ちのパソコン・スマホ・タブレットにZoomのアプリを追加
▼(ダウンロード)し、使用出来るようにしてください。

STEP
４

▼オンラインイベントに参加する前に、映像や音声に問題が無いか
▼任意で確認できます。(STEP 5のメールが必要になります)

参加費のお支払い

ヒアリングシートの回答

Zoomのダウンロード

Zoomの接続テスト（動作確認）

▼クレジットカード決済

▼振込用紙

WEB申込に限り、選択できます。

ハルメクから郵送されますので、
お早めにお振り込みください。



STEP
５

STEP
６

開演30分前からZoomに接続できます。接続しましたらそのまま
お待ちください。開演すると、画面が自動的に切り替わります。

▼接続できない、音声が聞こえない等お困りの場合は、お早めに
お問い合わせ先(裏表紙の連絡先)までお電話ください。

▼イベント中の質問や感想はチャットでお送りください。

STEP
７

イベントを録画した動画(アーカイブ動画)をメールでご案内します。

▼ご入金の確認が取れている方のみ、お送りします。

▼公開期間中は何回でも視聴できます。 ※詳細はメール参照

▼当日、ご欠席された方はアーカイブ動画をご覧ください。

▼公開までお時間をいただく場合がございます。ご了承ください。

▼Zoom接続テストに関するメール

お申込みされた方全員にお送りします。

▼イベント当日の視聴方法に関するメール

開催日の３日前(土・日・祝を除く)に、ご入金の確認が
取れている方のみ、お送りします。

５

お知らせいただいたメールアドレスに誤りがある、または
ドメイン指定による受信拒否の設定をしている等の場合は
ハルメクからのメールが受け取れません。ご注意ください。

ハルメクから届いたメールからZoomに接続する

オンラインイベント当日の参加

アーカイブ動画でイベントを見直す（イベント終了後）



インターネット接続環境の確認基本情報

Zoomを使用するためには、インターネットを利用できる環境が
必要です。事前に必ずご確認ください。

▼確認方法の例

・インターネットで検索ができる（YAHOO！など）
・Youtube(ユーチューブ)の動画が見られる
・メールの送受信ができる

ご自宅でWi-Fi(ワイファイ)が使える場合は、必ず
接続方法をWi-Fiにしてください。

Zoomを使用したライブ配信イベントでは、
長時間インターネットに接続した状態になります。

使用機器の契約内容によっては接続時間の
経過ごとに使用料金が加算されたり、
通信データ量が制限される場合があります。

このマークが画面に表示されていれば
Wi-Fiに接続できています

※ パソコンに有線LANケーブルが接続されていて月額使用料が
※ 定額の方は、Wi-Fiが使えなくても問題ございません。

６



Zoomとは

Zoomとは、インターネット上でビデオ会議を無料で行う事ができる
アプリです。

Zoomには、用途の違う２つの機能があります。

ウェビナー ミーティング

＜一方通行用＞

テレビ番組を見ているように
講師の映像や音声は
参加者全員が視聴できる。

参加者の映像や音声を
他の参加者や講師が
視聴する事はできない。

用途は視聴。

＜双方向用＞

テレビ電話をしているように
講師と参加者は、お互いの
映像を見ながら通話する
事ができる。

自分の映像や音声を相手
に送るためには、使用機器に
カメラとマイクが必要。

用途は交流。

本書では、ウェビナー について解説いたします。

７

基本情報



８

パソコンでご参加される場合

ZoomをダウンロードするSTEP １

【手順①】 Ｚｏｏｍのホームページにアクセス ９

【手順②】 ダウンロードのアイコンを左クリック １０

【手順③】 Ｚｏｏｍのインストールを実行 １１

【手順④】 Ｚｏｏｍのインストール完了 １２

Zoomに接続するSTEP ２

【手順①】 ヒアリングシートの回答 １３

【手順②】 メール本文中のＵＲＬを左クリック １４

【手順③】「Zoom Meetings を開く」を左クリック １５

【手順④】 名前とメールアドレスを入力 １６

【手順⑤】 録音の表示が出たら「続行」を左クリック １８

【手順⑥】 接続完了した画面を確認 １９

Zoomの操作方法STEP ３

【説明①】 操作ボタンについて ２０

【説明②】 退出、手を挙げるについて ２１

【説明③】 チャットについて ２２

【説明④】 チャットの送信先を指定 ２３

【説明⑤】 チャットでメッセージを送信 ２４

【説明⑥】 チャットの画面表示を変更 ２５



ズーム入力 左クリック

９

下方向に
スクロール

する

Zoomをダウンロードする

【手順①】 Zoomのホームページにアクセス

STEP １

手順①

パソコン

※ホームページの画像や文章は定期的に変更されるので、上記の画像と名称は異なる場合があります

左クリック

YAHOO！(ヤフー)やGoogle(グーグル)などの検索サイトで
「ズーム」と入力して、検索してください。

検索結果を下方向にスクロールし、「あらゆるデバイスからの対面
ミーティング - Zoom」 を左クリックしてください。Zoomのホーム
ページが表示されます。

※検索結果の「あらゆるデバイスからの対面ミーティング - Zoom 」という表記は変更
※される場合があります。以前までは、「Zoomミーティング」と表記されていました。



左クリック

１０

【手順②】 ダウンロードのアイコンを左クリック

Zoomをダウンロードする

手順②

パソコン STEP １

画面の一番下までスクロールしてください。一番下まで行くと
各種項目が並んでいます。その中にあるダウンロードを左クリック
してください。

ダウンロードセンターのページに切り替わったら、「Zoom デスク
トップ クライアント」の「ダウンロードのアイコン」を左クリックして
ください。

※ホームページの画像や文章は定期的に変更されるので、上記の画像と名称は異なる場合があります

画面の
一番下まで
スクロール

左クリック



自動的にダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了したら
「ZoomInstallerFull.exe」というプログラムが、ホームページ
画面の下部に表示されます。その部分を左クリックしてください。

※ご使用のパソコンによっては別の場所に表示される場合があります
※「ZoomInstallerFull.exe」という表記は変更される場合があります。

左クリック

１１

【手順③】 Zoomのインストールを実行

Zoomをダウンロードする

手順③

パソコン STEP １

左クリックすると、自動的にZoomのインストール(パソコンに
アプリを追加し使用できるようにする事)が開始されます。

もし、「このファイルを実行しますか？」という
警告が出たら、「実行」を左クリックしてください。



インストールが完了したら、Zoomが自動的に起動します。
下記の画面が表示されたら準備完了です。

右上の×ボタンを左クリックし、Zoomを閉じてください。

左クリック

「サイン イン」を左クリックしないでください。

左クリック

１２

サイン インを
左クリック

しない

「サイン イン」とはログイン」と同じ意味で、「認証して使える
状態にする事」ですが、ハルメクのオンラインイベントでは、
サイン インする必要はありません。

もし、サイン インを左クリックしてサイン イン画面が出てきたら、
右上の×ボタンを左クリックすると前の画面に戻れます。

【手順④】 Zoomのインストール完了

Zoomをダウンロードする

手順④

パソコン STEP １



１３

【手順⑥】 ヒアリングシートの回答

Zoomに接続する

手順①

パソコン STEP ２

Zoomに接続するためには、事前にハルメクから送られてくる
メールに記載されているURLが必要です。

※URLとは、httpで始まる文字列のことです。
（例）https://zoom.us/jp-p/meetings.html

そのため、ハルメクにメールアドレスのご回答をまだされていない方は
お早めにお願いいたします。メールをお送りする事ができません。

お手元に振込用紙がある方は、一緒に「ヒアリングシート」が
同封されています。そちらを使い、メールアドレスをご回答ください。
※クレジットカード決済をされた方にはお送りしておりません。

以下の方は、ヒアリングシートが届いても、ご回答不要です。

過去、メールアドレスの回答をされた方で変更が無い方

WEB申込をされた際にメールアドレスを入力された方

※ヒアリングシートのイメージ図



ハルメクから送られてくるメールに記載されているURLを左クリック
してください。

URLをクリックすると、Zoomが自動的に起動し、下記のような
画面が表示されます。

１４

【手順⑥】 メール本文中のURLを左クリック

Zoomに接続する

手順②

パソコン STEP ２

お申込み後、ハルメクから以下のメールが届きます。

① Zoom接続テストのメール

お申込み後、順次お送りしています。
Zoomに接続できるか事前に確認するためのURLが記載されています。
※ご入金の有無に関わらず、お送りしています。

② 本番の視聴方法に関するメール

イベントの３日前(土・日・祝日を除く)にお送りしています。
イベント当日のZoomに接続するためのURLが記載されています。
※ご入金の確認ができている方のみ、お送りしています。

※詳しい内容は各メールの本文をご覧ください

※久しぶりにZoomを起動すると、自動的に最新バージョンに更新される場合があります。その場合、
※更新が完了するまで時間がかかりますのでイベント開始時間まで余裕をもって接続してください。



画面上部にある「Zoom Meetings を開く」を左クリックして
ください。

間違って「キャンセル」をクリックしてしまうと、「Zoom Meetings
を開きますか？」の表示が消えてしまいます。

その場合は、画面下部の「ミーティングを起動」を左クリックしてくだ
さい。再度、「Zoom Meetings を開きますか？」が表示されます。

左クリック

左クリック

１５

【手順⑥】 「Zoom Meetings を開く」を左クリック

Zoomに接続する

手順③

パソコン STEP ２



画面が切り替わり、「名前」と「メールアドレス」の入力画面になり
ます。入力する欄を間違えないよう、ご注意ください。

※お使いの機器によって、下記のどちらかが表示されます。
※「名前」の代わりに「スクリーンネーム」と表示される場合があります。

名前とメールアドレスを入力したら、「Webセミナーに参加」ボタン
が灰色から青色に変わります。変わったら、左クリックしてください。

左クリック

メール
アドレス

メール
アドレス

名前

名前

１６

【手順⑥】 名前とメールアドレスを入力

Zoomに接続する

手順④

パソコン STEP ２



訂正が必要な例

event.＠halmek.co,jp event＠halmek.co.jp

＠マークの前に「.(ドット)」がある。途中に「,(カンマ)」がある

＠マークの前に「－(ハイフン)」がある。途中に全角の文字がある

＠マークの前に半角スペースがある。途中に半角スペースがある

１７

event-＠halmek.ｃｏ.jp event＠halmek.co.jp

event ＠hal mek.co.jp event＠halmek.co.jp

▼ ＠ の１文字前に「.(ドット)」や「-(ハイフン)」が入っている。

▼「 . (ドット)」と「 , (カンマ)」を間違って入力している。

▼メールアドレス中に全角の文字や半角スペースが入っている。

アットマーク

Zoomアプリにメールアドレスとして認識されないケース

実際のメールアドレスと異なっていても参加に問題はありませんので、
「Webセミナーに参加」ボタンが青色に変わるまで、メールアドレスを
訂正してください。

名前とメールアドレスを入力しても、
「Webセミナーに参加」ボタンが青色に変わらない場合は、
メールアドレスの入力に不備がある可能性があります。



英語のアナウンスが流れ、下記のような表示が出た場合は
「続行」を左クリックしてください。

Zoomのバージョンによっては表示されない場合があります。

Zoomの録画・録音を行っている場合、その事をお知らせするため
接続時に英語のアナウンスが流れます。

ハルメクのオンラインイベントでは記録のため録音・録画を行って
おります。ご了承ください。

ご参加される方は録画・録音をご遠慮いただきますよう、お願い
いたします。

左クリック

１８

【手順⑥】 録音の表示が出たら「続行」を左クリック

Zoomに接続する

手順⑤

パソコン STEP ２



それぞれ下記のような画面が表示され、音楽が聞こえたら、
Zoomの接続は完了です。

Zoom接続テスト

オンラインイベント当日

※開始時間前に表示される画面は、イベントごとに異なります。

１９

「退出」ボタンが無い場合は
Zoomの画面上でマウスを
動かすと表示されます。

左クリック

※イメージ図

【手順⑥】 接続完了した画面を確認

Zoomに接続する

手順⑥

パソコン STEP ２

※イメージ図

Zoomの接続を確認したら、画面の右下の「退出」ボタンを左クリック
してください。さらに、「ウェビナーを退出」を左クリックしてください。
Zoomが終了します。

Zoomの接続を確認したら、そのまま開始時間までお待ちください。
開始時間になりましたら自動的に画面が切り替わります。



Zoomに接続すると、画面に操作ボタンが表示されます。

画面に上記のような操作ボタンが出ていない場合は…

マウスを動かして矢印のカーソルをZoomの画面上に
持って行くと、操作ボタンが表示されます。

① チャット

② 手を挙げる

③ 退出

文字を使ってメッセージが送れます。

挙手してハルメク側に意思表示できます。

Zoomの接続から退出します。

２０

【手順⑥】 操作ボタンについて

Zoomの操作方法

手順①

パソコン STEP ３

１ ２ ３



「退出」を左クリックするとZoomを終了する事ができます。
接続テストやオンラインイベントを終了したい時に
使用します。

左クリック

「退出」を左クリックすると、さらに「ウェビナーを退出」と表示が
出ます。それを左クリックするとZoomが終了します。

「手を挙げる」を左クリックすると、挙手した状態になり、
ハルメク側で参加者のどなたが手を挙げているか
視認できるようになります。

※ハルメクのオンラインイベントではあまり使用しません。

左クリック

２１

【手順⑥】 退出、手を挙げるについて

Zoomの操作方法

手順②

パソコン STEP ３



「チャット」を左クリックすると、チャット画面が出てきます。
チャット画面で文字を入力し送信すると、講師・ハルメク・
参加者の全員がメッセージを受け取る事ができます。
右上の「×ボタン」を左クリックすると終了します。

左クリック

講師への質問、イベントの感想を送るときに使用します。
チャットを送信するタイミングは、オンラインイベント中は
いつでも大丈夫です。

左クリック

送信した文章が
表示される欄

文章の入力欄

２２

【手順⑥】 チャットについて

Zoomの操作方法

手順③

パソコン STEP ３



「送信先」の右側に表示されている「すべてのパネリスト」の文字を
左クリックすると、チャットの送信先を指定する事ができます。

左クリック

どちらかを
指定

すべてのパネリスト

すべてのパネリスト
および出席者

講師、ハルメクのみに送信

講師、ハルメク、オンラインイベントの
参加者全員に送信

２３

【手順⑥】 チャットの送信先を指定

Zoomの操作方法

手順④

パソコン STEP ３

ハルメクのオンラインイベントでは、「講師への質問」や
「イベントの感想」が他の参加者にも見えるように、
「すべてのパネリストおよび出席者」を指定してください。



左クリック

「送信先」の下側に薄い字で表示されている「入力したテキストは、
パネリストおよび他の出席者が閲覧できます」の文字を左クリック
すると、その部分に文章を入力できるようになります。
入力後、エンターキー(Enter)を押すと入力した文章が、講師・

ハルメク・オンラインイベントの参加者全員のチャット画面に表示
されます。

文章を
入力する

文章を入力後、
エンターキーを

押すと
全員の画面に
表示される

２４

【手順⑥】 チャットでメッセージを送信

Zoomの操作方法

手順⑤

パソコン STEP ３



Zoomの画面内に表示される。
大きさ、場所は自由に変更できる。

チャットの画面表示は2種類あり、自由に好きな方へ変更できます。

Zoomの画面の右側に固定される。

左クリック

左クリック

左クリック

左クリック

２５

① ②

【手順⑥】 チャットの画面表示を変更

Zoomの操作方法

手順⑥

パソコン STEP ３

①→②
変更

②→①
変更

「送信先」の一番右端にある「・・・」を左クリックし、
「会議ウィンドウにマージ」を左クリックする

チャット画面の左上にある「 」を左クリックし、
「飛び出る」を左クリックする



２６

スマホ・タブレットでご参加される場合

事前確認STEP １

【確認①】 スマホ、タブレット操作の基本動作 ２７

【確認②】 アプリがダウンロードできない機種について ２８

ZoomをダウンロードするSTEP ２

Zoomに接続するSTEP ３

【手順①】 アプリのダウンロードサービスを起動 ２９

【手順②】 Ｚｏｏｍアプリを検索 ３０

【手順③】 Zoomアプリをインストール ３１

【手順④】「ミーティングを開始」画面の確認 ３２

【注意点】「アカウント設定の完了」画面が出た場合 ３３

【手順①】 ヒアリングシートの回答 ３４

【手順②】 メール本文中のＵＲＬをタップ ３５

【手順③】 名前とメールアドレスを入力 ３６

【手順④】 録音の表示が出たら「続行」をタップ ３８

【手順⑤】 接続完了した画面を確認 ３９

【注意点】 音楽が聞こえない場合の対処法 ４０

Zoomの操作方法STEP ４

【説明①】 操作ボタンについて ４２

【説明②】 スピーカー/ヘッドホン、手を挙げるについて ４３

【説明③】 退出、詳細について ４４

【説明④】 チャットについて ４５

【説明⑤】 チャットの送信先を指定 ４６

【説明⑥】 チャットでメッセージを送信 ４７



タップ

スワイプ

役割：アプリを起動したり、画面上に表示されているボタン等を
選択して決定する。
パソコンのマウスクリックに相当。

注意：指で長く押し続けると、ロングタップという
別の動作になるため、画面を指でポンと
触れてすぐに指を離すのがコツ。

役割：画面のスクロールや切り替え、ウェブページの前後移動
等に使用する。
パソコンのマウススクロールに相当。

注意：上下左右にスライドさせる時、指先を
はじくように素早く動かすと、フリックと
いう別の動作になるため、ゆっくりスッと
滑らせるように動かすのがコツ。

２７

事前確認

【手順①】 スマホ、タブレット操作の基本動作

STEP １スマホ
タブレット

確認①

画面を指でポンと触れてすぐに指を離す動作

～指の腹でゴマ粒を拾う力加減で！～

画面を指で触れたままスライドさせる操作

～障子のホコリを指で拭うように～



２８

事前確認

【手順①】 アプリがダウンロードできない機種について

STEP １スマホ
タブレット

確認②

スマホ・タブレットでZoomを使用するためには、アプリをダウンロード
する必要があります。

ただし、一部のNTTドコモの「らくらくスマートフォン」ではZoomの
アプリがダウンロードができないため、ハルメクのオンラインイベントでは
ご利用いただけません。

お手持ちのスマホが該当していないかご確認いただき、該当している
場合は、他の機種のご使用をご検討ください。

らくらくスマートフォン4以降の機種はアプリがダウンロードできます。

型番 名称 発売日

F-12D らくらくスマートフォン 2012年8月1日

F-08E らくらくスマートフォン2 2013年8月16日

F-09E らくらくスマートフォン プレミアム 2013年10月4日

F-06F らくらくスマートフォン3 2014年7月26日

(例) らくらくスマートフォン3



２９

Zoomをダウンロードする

【手順①】 アプリのダウンロードサービスを起動

STEP ２スマホ
タブレット

手順①

お手持ちの機種により、アプリのダウンロードサービスが異なります。
本書では、使用されている方が多い下記について解説します。

お手持ちの機器 ダウンロードサービスの名称 アイコン

　iPhone、iPad 　App Store

　アンドロイドの

　スマホ、タブレット
　Google Play ストア

アップストア

グーグルプレイ

※アイコンの画像は変更される場合があります

App Storeまたは、Google Play ストアのアイコンをタップして
ダウンロードサービスを起動してください。

※もし、ダウンロードサービス中に「アカウント設定の完了」という

※画面が出た場合は、33ページの【注意点】をご覧ください。

アプリがダウンロードできない場合、可能性として以下の
状況が考えられます。
ご不明点がある場合は購入された店舗でお訊ねください。

▼スマホ・タブレット本体のメモリの空き容量が不足している

▼通信速度の規制(パケット通信制限)がかかっている



３０

Zoomをダウンロードする

【手順①】 Zoomアプリを検索

STEP ２スマホ
タブレット

手順②

App Storeまたは、Google Play ストアで「ズーム」と検索して
ください。

▼検索のアイコンをタップ

タップ

▼検索の文字の下に灰色の字で
「ゲーム、App、ストーリーなど」と

書いてある欄をタップし、ズームと
入力

▼検索をタップ

タップ

▼画面上部に灰色の字で
「アプリやゲームを検索する」と
書いてある欄をタップ

▼ズームと入力し、右下の虫眼鏡
アイコン をタップ

入力

タップ

タップ

タップ

入力

App Store
アップストア

Google Play ストア
グーグルプレイ



３１

Zoomをダウンロードする

【手順①】 Zoomアプリをインストール

STEP ２スマホ
タブレット

手順③

検索結果の上位に「Zoom – One Platform to Connect」
があるので、「入手」または「インストール」をタップしてください。

「入手」または「インストール」の表記が「開く」に変わるのでタップして
ください。

ズーム ワン プラットフォーム トゥ コネクト

▼「入手」をタップ

▼「インストール」をタップ

タップ

▼「開く」に変わる

▼「インストール」をタップ

▼灰色の「開く」が・・・

App Store
アップストア

Google Play ストア
グーグルプレイ

タップ

▼緑色の「開く」に変わる

変わる

タップ

変わる



インストールが完了し、「ミーティングを開始」という画面が表示され
ましたら、準備完了です。ホーム画面に戻ってください。Zoomのアイ
コンが追加されています。

「サインイン」をタップしないでください。

タップ

アイコン

３２

Zoomをダウンロードする

【手順①】 「ミーティングを開始」画面の確認

STEP ２スマホ
タブレット

手順④

「サイン イン」とはログイン」と同じ意味で、「認証して使える
状態にする事」ですが、ハルメクのオンラインイベントでは、
サイン インする必要はありません。

もし、サイン インをタップしてサイン イン画面が出てきたら、
左上のキャンセルをタップすると前の画面に戻れます。



３３

Zoomをダウンロードする

【手順①】 「アカウント設定の完了」画面が出た場合

STEP ２スマホ
タブレット

注意点

アプリのダウンロード時に、「アカウント設定の完了」というクレジット
カードやPayPal等のお支払い方法に関する画面が出る場合があり
ます。

「Zoom – One Platform to Connect」は無料のアプリなので、
使用するための料金はかかりません。

下記のような画面が出た場合は、「スキップ」をタップしてください。
アプリのダウンロードとインストールは問題なく出来ます。

タップ タップ

(例) 「アカウント設定の完了」画面の一例

ズーム ワン プラットフォーム トゥ コネクト



Zoomに接続するためには、事前にハルメクから送られてくる
メールに記載されているURLが必要です。

※URLとは、httpで始まる文字列のことです。
（例）https://zoom.us/jp-p/meetings.html

そのため、ハルメクにメールアドレスのご回答をまだされていない方は
お早めにお願いいたします。メールをお送りする事ができません。

お手元に振込用紙がある方は、一緒に「ヒアリングシート」が
同封されています。そちらを使い、メールアドレスをご回答ください。
※クレジットカード決済をされた方にはお送りしておりません。

以下の方は、ヒアリングシートが届いても、ご回答不要です。

過去、メールアドレスの回答をされた方で変更が無い方

WEB申込をされた際にメールアドレスを入力された方

※ヒアリングシートのイメージ図

３４

Zoomに接続する

【手順①】 ヒアリングシートの回答

STEP ３スマホ
タブレット

手順①



ハルメクから送られてくるメールに記載されているURLをタップして
ください。

URLをクリックすると、Zoomが自動的に起動し、下記のような
画面が表示されます。

お申込み後、ハルメクから以下のメールが届きます。

① Zoom接続テストのメール

お申込み後、順次お送りしています。
Zoomに接続できるか事前に確認するためのURLが記載されています。
※ご入金の有無に関わらず、お送りしています。

② 本番の視聴方法に関するメール

イベントの３日前(土・日・祝日を除く)にお送りしています。
イベント当日のZoomに接続するためのURLが記載されています。
※ご入金の確認ができている方のみ、お送りしています。

※詳しい内容は各メールの本文をご覧ください

Zoomに接続する

【手順①】 メール本文中のURLをタップ

STEP ３スマホ
タブレット

手順②

３５

※久しぶりにZoomを起動すると、自動的に最新バージョンに更新される場合があります。その場合、
※更新が完了するまで時間がかかりますのでイベント開始時間まで余裕をもって接続してください。



さらに画面が切り替わり、「名前」と「メールアドレス」の入力画面に
なります。入力する欄を間違えないよう、ご注意ください。

※灰色の字で「スクリーンネーム」と書いてある欄に名前を入力してください。

名前とメールアドレスを入力したら、「続行」ボタンまたは「続ける」
ボタンが灰色から青色に変わります。変わったら、タップしてください。

▼「名前」と「メールアドレス」を入力

メール
アドレス

名前

▼「名前」と「メールアドレス」を入力

タップ

３６

メール
アドレス

名前

タップ

Zoomに接続する

【手順①】 名前とメールアドレスを入力

STEP ３スマホ
タブレット

手順③

App Store
アップストア

Google Play ストア
グーグルプレイ



訂正が必要な例

event.＠halmek.co,jp event＠halmek.co.jp

＠マークの前に「.(ドット)」がある。途中に「,(カンマ)」がある

＠マークの前に「－(ハイフン)」がある。途中に全角の文字がある

＠マークの前に半角スペースがある。途中に半角スペースがある

３７

event-＠halmek.ｃｏ.jp event＠halmek.co.jp

event ＠hal mek.co.jp event＠halmek.co.jp

▼ ＠ の１文字前に「.(ドット)」や「-(ハイフン)」が入っている。

▼「 . (ドット)」と「 , (カンマ)」を間違って入力している。

▼メールアドレス中に全角の文字や半角スペースが入っている。

アットマーク

Zoomアプリにメールアドレスとして認識されないケース

実際のメールアドレスと異なっていても参加に問題はありませんので、
「続行」ボタンまたは「続ける」ボタンが青色に変わるまで、メールアドレスを
訂正してください。

名前とメールアドレスを入力しても、
「続行」ボタンまたは「続ける」ボタンが青色に変わらない場合は
メールアドレスの入力に不備がある可能性があります。



Zoomの録画・録音を行っている場合、その事をお知らせするため
接続時に英語のアナウンスが流れます。

ハルメクのオンラインイベントでは記録のため録音・録画を行って
おります。ご了承ください。

ご参加される方は録画・録音をご遠慮いただきますよう、お願い
いたします。

タップ

３８

Zoomに接続する

【手順①】 録音の表示が出たら「続行」をタップ

STEP ３スマホ
タブレット

手順④

英語のアナウンスが流れ、下記のような表示が出た場合は
「続行」をタップしてください。

Zoomのバージョンによっては表示されない場合があります。



Zoom接続テスト

オンラインイベント当日

タップ

※開始時間前に表示される画面は、イベントごとに異なります。

※イメージ図

※イメージ図

３９

Zoomに接続する

【手順①】 接続完了した画面を確認

STEP ３スマホ
タブレット

手順⑤

Zoomの接続を確認したら、一度画面を
タップしてください。

画面の右上に「退出」ボタンが表示されるので
タップしてください。

さらに、「ウェビナーを退出」をタップしてください。
Zoomが終了します。

Zoomの接続を確認したら、そのまま
開始時間までお待ちください。

開始時間になりましたら、

自動的に画面が切り替わります。

それぞれ下記のような画面が表示され、音楽が聞こえたら、
Zoomの接続は完了です。



39ページの【手順⑤】で、音楽が聞こえない・聞こえにくい場合
は、以下の事が考えられます。

原因① オーディオに接続されていない

４０

Zoomに接続する

【手順①】 音楽が聞こえない場合の対処法

STEP ３スマホ
タブレット

注意点

タップ

タップ

「オーディオに接続」のアイコン をタップし、下記のいずれかの
画面が出てきたら、「インターネット経由で呼び出す」または「Wi-Fi
または携帯のデータ」の文字の部分をタップしてください。

ヘッドホンのアイコン が、マイクのアイコン に変わったら音楽
や音声が聞こえるようになります。

一度、Zoomの画面をタップしてください。

画面の左下に、「オーディオに接続」というヘッドホンのアイコン
が出ていると、今現在、オーディオに接続されていない状態になって
いるため、音楽や音声が聞こえません。



原因② 機器のボリュームが小さい

一度、Zoomの画面をタップしてください。

使用機器にイヤホンやヘッドホンが接続されていない場合、
画面の左上に、スピーカーのアイコンが表示されます。

このアイコンが下記のように「×」や「OFF」となっていると、音楽や
音声が聞こえなかったり、小さな音量でしか聞こえなかったりします。

スピーカーのアイコンをタップし、下記のような表示や「ON」と
なっていれば、音楽や音声が大きく聞こえるようになります。

大きく聞こえるようになったら、あとは使用している機器の音量
調節ボタンで聞きやすいように調節してください。

４１



Zoomに接続し、画面をタップすると操作ボタンが表示されます。

※操作ボタンが消えてしまった場合、もう一度タップすると表示されます。

スピーカー ／ ヘッドホン

② 退出

③ 手を挙げる

④ チャット

⑤ 詳細

Zoomの接続から退出します。

挙手してハルメク側に意思表示できます。

文字を使ってメッセージが送れます。

「ウェビナーの最小化」、「オーディオの切断」が行えます。

スピーカー

ヘッドホン

スピーカーのON・OFF、
スピーカーとヘッドホンの切り替えをします。

４２

Zoomの操作方法

【手順①】 操作ボタンについて

STEP ４スマホ
タブレット

説明①

１ ２

５

①

４３



「手を挙げる」をタップすると、挙手した状態になり、
ハルメク側で参加者のどなたが手を挙げているか
視認できるようになります。

※ハルメクのオンラインイベントではあまり使用しません。

・ 使用機器にヘッドホンやイヤホンが接続されていない場合

使用機器にヘッドホンやイヤホンが接続されている、
接続されていないで、表示が変わります。

※使用機器によっては、スピーカー／ヘッドホンのアイコン自体が
無い場合があります。

・ 使用機器にヘッドホンやイヤホンが接続されている場合

４３

Zoomの操作方法

【手順①】 スピーカー/ヘッドホン、手を挙げる について

STEP ４スマホ
タブレット

説明②

アイコンをタップするごとに、スピーカーのオン・オフが切り替わり
ます。※詳細は、41ページ

タップ タップ

アイコンをタップするごとに、音の出る場所が切り替わります。

※「イヤホン」 または 「使用機器自体のスピーカー」

タップ タップ



タップ

タップ

「詳細」をタップすると、以下の2つが行えます。

※ご使用機器によっては、無い場合があります。

▼ウェビナーを最小化

… ウェビナーの画面を小さくします。

▼オーディオの切断

… 音声が聞こえない状態になります。

※どちらも、ハルメクのオンラインイベントでは使用しません。

４４

Zoomの操作方法

【手順①】 退出、詳細について

STEP ４スマホ
タブレット

説明③

「退出」をタップするとZoomを終了する事ができます。
接続テストやオンラインイベントを終了したい時に
使用します。

「退出」をタップすると、さらに「ウェビナーを退出」と表示が
出ます。それをタップするとZoomが終了します。



タップ

送信した文章が
表示される欄

文章の入力欄

Zoom画面 チャット画面

４５

Zoomの操作方法

【手順①】 チャットについて

STEP ４スマホ
タブレット

説明④

「チャット」をタップすると、チャット画面に切り替わります。
チャット画面で文字を入力し送信すると、講師・ハルメク・
参加者の全員がメッセージを受け取る事ができます。
左上の「閉じる」をタップすると終了します。

講師への質問、イベントの感想を送るときに使用します。
チャットを送信するタイミングは、オンラインイベント中は
いつでも大丈夫です。

チャットを閉じる



どちらかを
指定

すべてのパネリスト

すべてのパネリスト
および出席者

講師、ハルメクのみに送信

講師、ハルメク、オンラインイベントの
参加者全員に送信

タップ

４６

Zoomの操作方法

【手順①】 チャットの送信先を指定

STEP ４スマホ
タブレット

説明⑤

ハルメクのオンラインイベントでは、「講師への質問」や
「イベントの感想」が他の参加者にも見えるように、
「すべてのパネリストおよび出席者」を指定してください。

「送信先」の右側に表示されている「すべてのパネリスト」の文字を
タップすると、チャットの送信先を指定する事ができます。



全員の画面に
表示される

文章を
入力する

送信ボタンを
タップ

タップ

iPhone、iPadの場合：
「ここをタップしてチャット
「します」

アンドロイドの場合：
「あなたのテキストは
「全員が表示可能です」

と表示されます。

４７

Zoomの操作方法

【手順①】 チャットでメッセージを送信

STEP ４スマホ
タブレット

説明⑥

「送信先」の下側に薄い字で表示されている「ここをタップして
チャットします」または、「あなたのテキストは全員が表示可能です」
という文字をタップすると、その部分に文章を入力できるようになります。

入力後、送信ボタンをタップすると、入力した文章が、講師・
ハルメク・オンラインイベントの参加者全員のチャット画面に表示
されます。



困ったときは ①

音楽や音声が聞こえない

４８

一度、Zoomの画面をタップしてください。

画面の左下に、「オーディオに接続」 というアイコンが
出ていると、BGMや音声が一切聞こえません。

「オーディオに接続」のアイコンをタップし、下記のいずれかの画面が
出てきたら、「インターネット経由で呼び出す」または「Wi-Fiまたは
携帯のデータ」の文字の部分をタップしてください。
音楽や音声が聞こえるようになります。

タップ

タップ

Zoomに接続出来ているのに、音楽や音声が聞こえず、上記を
実行しても状況が変わらない場合は、必ずお早めにお問い合わせ
ください。

その他

・ パソコンの方

使用機器のスピーカーの音量が小さい、またはOFFになっていないか
ご確認ください。

・ スマホ、タブレットの方



困ったときは ②

ハルメクにご回答いただいたメールアドレス宛にメールをお送りさせて
いただいておりますが、メールが届かない場合は、以下のケースが
考えられます。

ハルメクからメールが届かない

４９

送信エラーになり、ハルメクからメールがお送り出来ない方には、
オンラインイベント参加に必要な情報を記載したお手紙をお送りいたし
ます。

イベント当日になってもメールやお手紙が届かない場合は、お問い
合わせください。

その他

・ ご回答いただいたメールアドレスが間違っている

ヒアリングシートでご回答いただいた際に入力間違いや書き間違いが
あり、ハルメクからメールが送れない場合があります。

・ ドメイン拒否の設定になっている

ドコモのスマホをお使いの方に多く見られます。

＠halmek.co.jp のメールが受信できるように設定をお願いします。

設定方法が分からない場合は、ご家族の方か、ご購入いただいた
店舗にお問い合わせください。

・ 迷惑メールフォルダに届いている

受信トレイとは違う場所(迷惑メールフォルダなど)にメールが届いてる
場合があります。念のため、ご確認ください。



困ったときは ③

メールが届かずZoomに接続できない

ハルメクからのメールが全く受信できない場合は、以下の方法で
Zoomに接続してください。

③ 以降の手順… パソコンの方は、16ページ以降を、
スマホ・タブレットの方は、36ページ以降をご参照ください。

タップ

ミーティングID
入力

氏名を入力

ミーテイングIDと氏名を
入力後、「参加」を左クリック

ミーティングID
入力

氏名を入力

ミーテイングIDと
氏名を入力後、
「参加」をタップ

＜パソコン＞ ＜スマホ・タブレット＞

＜スマホ・タブレット＞＜パソコン＞

５０

その他

① Zoomアプリを起動し、「ミーティングに参加」を左クリック、
またはタップしてください。

左クリック

② 薄い文字で「ミーティングID」と表示されている部分を左クリック、
またはタップし、『ミーティングID』という11桁の数字と名前を入力
してください。入力後、「参加」を左クリック、またはタップしてください。

※『ミーティングID』はお手紙、またはお電話でお知らせします。



困ったときは ④

URLを入力しても正しいページが開かない

Googleのトップページ

お申込み後、ハルメクにメールアドレスのご回答がない場合は、
お手紙をお送りさせていただきます。

パソコンでご参加される場合、URLを直接ご自身で入力していただく
場合があります。

URLを入力する場所が間違っていると、正しいページが開きません。
正しい入力欄(アドレスバー)に入力してください。

Yahoo！のトップページ

正しい
入力欄

正しい
入力欄

間違った
入力欄

間違った
入力欄

５１

その他



に関する問い合わせ

0120-86-1094
(受付時間：月～土 9:00～19:00 日・祝日除く)

ハルメク お客様センター

＜一方通行(ウェビナー)用＞

【保存版】

オンラインイベント
参加の手引き


