
Zoom ミーティング 
使⽤⽅法マニュアル 

- Macintosh -



Mac mini 及び Mac Pro には 
スピーカー/マイク/カメラが付属していません。 
① 外部接続スピーカー または イヤホン/ヘッドホン 
② 外部接続マイク 
③ 外部接続カメラ 
をご⽤意ください。※①②は必須

会議⽤スピーカーマイク マイク付きイヤホン

スピーカー/マイクがある機種 スピーカー/マイクがない機種

MaBook シリーズ iMac シリーズ Mac mini シリーズ Mac Pro シリーズ

ご注意ください

ウェブカメラ



Zoom のインストール 1/13

Google や Yahoo! で「zoom」と検索してください。

インターネットで「zoom」と検索

「zoom」と検索



Zoom のインストール 2/13

検索トップに表⽰される「Zoomミーティング - Zoom」を 
クリックしてください。

「Zoomミーティング - Zoom」をクリック

「Zoomミーティング -Zoom」をクリック



Zoom のインストール 3/13

Zoomのウェブサイトが開いたらページ１番下まで 
スクロールしてください。

ページ最下部までスクロール

ページ１番下までスクロール



Zoom のインストール 4/13

ページ１番下までスクロールし、 
「ミーティングクライアント」をクリックしてください。

「ミーティングクライアント」をクリック

「ミーティングクライアント」をクリック



Zoom のインストール 5/13

ミーティング⽤Zoomクライアントの 
「ダウンロード」をクリックしてください。

「ダウンロード」をクリック

「ダウンロード」 
をクリック



Zoom のインストール 6/13

「"zoom.us"でのダウンロードを許可しますか？」という 
ウインドウが表⽰されたら「許可」をクリックしてください。

「許可」をクリック

「許可」をクリック

http://zoom.us


Zoom のインストール 7/13

Mac内の「ダウンロード」フォルダに「Zoom.pkg」が保存されます。 
「Zoom.pkg」をダブルクリックして開いてください。

「Zoom.pkg」をクリック

「ダウンロード」フォルダ内の 
「Zoom.pkg」をダブルクリック



Zoom のインストール 8/13

Zoomのインストーラが起動しますので 
「続ける」をクリックしてください。

「続ける」をクリック

「続ける」をクリック



Zoom のインストール 9/13

次にインストール先の選択です。特に指定がなければ 
「このコンピュータのすべてのユーザ⽤にインストール」が選択された状態で 
「続ける」をクリックしてください。

「続ける」をクリック

「続ける」をクリック



Zoom のインストール 10/13

次にインストールの種類についてです。 
特に指定がなければそのまま「インストール」をクリックしてください。

「インストール」をクリック

「インストール」をクリック



Zoom のインストール 11/13

次にパスワードの⼊⼒を求められます。 
ご⾃⾝のMacの（Macを起動する際の）パスワードを⼊⼒し、 
「ソフトウェアをインストール」をクリックしてください。

Macのパスワードを⼊⼒

「ソフトウェアをインストール」 
をクリック

パスワードを⼊⼒し



Zoom のインストール 12/13

次にダウンロードフォルダへのアクセスを求められます。 
「OK」をクリックしてください。

「OK」をクリック

「OK」をクリック



Zoom のインストール 13/13

以上でインストール作業が完了です。 
上記の画⾯が表⽰されたらインストール成功です。

完了



ご登録のメールアドレス宛に 
参加⽤URLを送信します。 
当⽇使⽤する端末でメールを 
開きアクセスしてください。

1. 参加⽤URLからアクセス

Zoom ミーティング への参加⽅法 

参加⽅法は２種類あります

. IDとパスコードを⼿⼊⼒

使⽤する端末でメールを開けない 
場合、IDとパスコードの⼊⼒による 
アクセスも可能です。 
IDとパスコードもご登録のメール 
アドレス宛に送信します。



Zoom ミーティング への参加⽅法 -URLからアクセスする場合- 1/6

参加⽤URLをクリック

ご登録のメールアドレス宛にミーティング参加⽤URLを送信します。 
参加⽤URLをクリックしてください。

クリックしてアクセス



「開く」をクリック

参加⽤URLをクリックするとブラウザが起動し、上記の画⾯が表⽰されます。 
「開く」をクリックしてください。

「開く」をクリック

Zoom ミーティング への参加⽅法 -URLからアクセスする場合- 2/6



ミーティング開始前の場合、上記の画⾯が 
表⽰されます。 
開始時間になると⾃動的にZoomが起動しま 
すのでそのままの状態でしばらくお待ちくだ 
さい。

参加者の⼊室許可作業中の場合、上記の 
画⾯が表⽰されます。 
そのままの状態でしばらくお待ちください。

開始時間前の表⽰

そのままの状態でお待ちください。

待機中の表⽰

そのままの状態でお待ちください。

Zoom ミーティング への参加⽅法 -URLからアクセスする場合- 3/6



Zoom ミーティング への参加⽅法 -URLからアクセスする場合- 4/6

「ビデオオンで参加」をクリック

ビデオプレビュー画⾯が起動しますので、「ビデオオンで参加」を 
クリックしてください。 
都合上⾃分の映像を発信したくない場合は「ビデオオフで参加」を 
クリックしてください。

クリック



Zoomが起動‧「コンピューターでオーディオに参加」をクリック

Zoomミーティングが開始‧⼊室許可がされると 
上記の画⾯になります。 
「コンピューターでオーディオに参加」を 
クリックしてください。 

※クリックをしないと⾳声が相⼿側に届きません。

マイク/スピーカーが接続されていない場合、 
上記のアラートが表⽰されます。 
クリックした後、マイク/スピーカーの接続を 
確認してください。 

※Mac Pro、Mac miniの場合、 
 外部接続マイク/スピーカーが必要です。

クリック
クリック

Zoom ミーティング への参加⽅法 -URLからアクセスする場合- 5/6



参加完了

相⼿側のカメラ画像が表⽰されれば参加完了となります。 
中央に⼤きく表⽰されている⽅は現在発⾔中の参加者、 
上部に⼩さく表⽰されている⽅はその他の参加者です。

Zoom ミーティング への参加⽅法 -URLからアクセスする場合- 6/6



ID‧パスコードを確認

Zoom ミーティング への参加⽅法 -IDパスコードを⼊⼒する場合- 1/9

ID‧パスコードの確認

ご登録のメールアドレス宛にID‧パスコードを送信します。 
それらの番号をZoomで使⽤する端末に⼊⼒していきます。



Zoom ミーティング への参加⽅法 -IDパスコードを⼊⼒する場合- 2/9

Zoom を起動

Finder → アプリケーション →「zoom.us.app」を 
ダブルクリックしてZoomを起動してください。

zoom.us.appをダブルクリック



Zoom ミーティング への参加⽅法 -IDパスコードを⼊⼒する場合- 3/9

「ミーティングに参加」をクリック

Zoom が起動すると上記の画⾯が表⽰されます。 
「ミーティングに参加」をクリックしてください。

「ミーティングに参加」をクリック



Zoom ミーティング への参加⽅法 -IDパスコードを⼊⼒する場合- 4/9

ID‧⽒名を⼊⼒し「参加」をクリック

ID‧⽒名を⼊⼒し、「参加」をクリックしてください。

「ミーティングID」を⼊⼒（11桁）
⾃分の⽒名を⼊⼒

「参加」をクリック



パスコードを⼊⼒し、「参加」をクリックしてください。

Zoom ミーティング への参加⽅法 -IDパスコードを⼊⼒する場合- 5/9

パスコードを⼊⼒し「参加」をクリック

「ミーティングパスコード」 
 を⼊⼒（6桁）

「参加」をクリック



ミーティング開始前の場合、上記の画⾯が 
表⽰されます。 
開始時間になると⾃動的にZoomが起動しま 
すのでそのままの状態でしばらくお待ちくだ 
さい。

参加者の⼊室許可作業中の場合、上記の 
画⾯が表⽰されます。 
そのままの状態でしばらくお待ちください。

開始時間前の表⽰ 待機中の表⽰

そのままの状態でお待ちください。 そのままの状態でお待ちください。

Zoom ミーティング への参加⽅法 -IDパスコードを⼊⼒する場合- 6/9



「ビデオオンで参加」をクリック

ビデオプレビュー画⾯が起動しますので、「ビデオオンで参加」を 
クリックしてください。 
都合上⾃分の映像を発信したくない場合は「ビデオオフで参加」を 
クリックしてください。

クリック

Zoom ミーティング への参加⽅法 -IDパスコードを⼊⼒する場合- 7/9



Zoomが起動‧「コンピューターでオーディオに参加」をクリック

Zoomミーティングが開始‧⼊室許可がされると 
上記の画⾯になります。 
「コンピューターでオーディオに参加」を 
クリックしてください。 

※クリックをしないと⾳声が相⼿側に届きません。

マイク/スピーカーが接続されていない場合、 
上記のアラートが表⽰されます。 
クリックした後、マイク/スピーカーの接続を 
確認してください。 

※Mac Pro、Mac miniの場合、 
 外部接続マイク/スピーカーが必要です。

クリック
クリック

Zoom ミーティング への参加⽅法 -IDパスコードを⼊⼒する場合- 8/9



参加完了

参加者のカメラ画像が表⽰されれば参加完了となります。 
中央に⼤きく表⽰されている⽅は現在発⾔中の参加者、 
上部に⼩さく表⽰されている⽅はその他の参加者です。

Zoom ミーティング への参加⽅法 -IDパスコードを⼊⼒する場合- 9/9



相⼿の⾳声が⼩さい または  ⾃分の⾳声が⼩さい場合

オーディオ設定を確認

① ミュートマークの右側にあるボタンをクリック 
② 「オーディオ設定」をクリック 
③ 相⼿の⾳声が⼩さい場合… スピーカーの⾳量を上げる 
④ ⾃分の⾳声が⼩さい場合…   マイクの⾳量を上げる

① ②

③

④



「チャット」をクリックしテキストを⼊⼒

① 画⾯下部の「チャット」をクリック 
  画⾯右側にチャットウィンドウが表⽰されます。 
② テキストを⼊⼒し、Enterキーを押すとチャットが送信されます。

① ②

Zoom チャットの使い⽅ 1/2



画⾯右下部の「退出」をクリック

① 画⾯右下部の「退出」をクリック 
②「ミーティングを退出」をクリック

①
②

以上でZoomからの退出が完了します。 
ミーティング開催中は再度URLからのアクセスまたはID‧パスコードの⼊⼒で 
再⼊場が可能です。

Zoom チャットの使い⽅ 2/2


