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注意！ 

Zoom 配信の接続は 13 時 40 分から

（ライブ配信開始 20 分前）にしてください。

ご注意
配信をご覧になる際は、固定のインターネット回線
（パソコンは有線LANまたはWi-Fiに接続、スマホ、タ
ブレットはWi-Fiに接続）を推奨致します。
携帯回線で接続すると月間の通信データ量を使い切って
しまう可能性がございます。
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１. パソコンから配信をご覧の方

① お申込みした［lunaken@outlook.jp］からの返信メールを開きます。

文面に記載された、URL［https://zoom.us/j/...］を押下してください。

下記画面が表示されます。 

URL［https://zoom.us/j/...］下部にある［ミーティング ID:］［パスコード: ］は、 

後ほど入力するため、メモしておいてください。 

https://zoom.us/j/96644680923?pwd=MGJrSTlFMHhWVTc0SEo2dnlGaW9Fdz09
https://zoom.us/j/96644680923?pwd=MGJrSTlFMHhWVTc0SEo2dnlGaW9Fdz09
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② 言語が英語なので［英語］から［日本語］に切り替えます。

下記画面の［English］を押下し①、プルダウンメニューから［日本語］を選択し

ます②。

② 

①
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③ 日本語に切り替わりました。

［ミーティングを起動］ボタンを押下します。



5 

④ ［ミーティングを起動］ボタンを押下すると、画面内下部に、

［Zoom クライアントで問題が発生していますか？ブラウザから参加してくださ

い］が追加表示されます。 

［ブラウザから参加してください］を押下します。 

⑤ 下記画面に切り替わります。
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⑥ 画面上部に小さい画面が表示されています。

［許可］ボタンを押下してください。

⑦ 名前を入力してください。

注意！ 
ライブ配信主催者および参加者全員に公表する名前になります。

※ほとんどのノート型パソコンには
マイクとカメラが付いています。

※多くのデスクトップ型パソコンは
マイクとカメラが別売りです。
（マイク・カメラが無くても配信をご覧
いただけます）



7 

⑧ ［私はロボットではありません］左横の□内を押下してください。

⑨ 画面内に下記画面が表示されます。

青枠の説明に従い、画像処理を行ってください。完了したら下部［確認］ボタンを押下
します。

※指定された画像が切り替えて出てくる場合がありま
す。指定された画像が出てくるまで、画像を押下してく
ださい。

※画像選択を間違えると、違うパターンの画像処理が表
示されます。正解になるまで繰り返されます。

参加者 1 
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⑩ 下記画面になります。

右画面に黒色のバルーンメッセージが表示されているので［わかりました］を押下して

ください ①。

［参加］ボタンを押下します ②。

①
②
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⑪ 下記画面が順に切り替わります。ライブ配信画像まで暫くお待ちください。 

 
 
ルナ憲一ライブ配信に参加できました！
それではライブをお楽しみください！

※ 主催者がライブ配信の許可をするまで、この画面です。暫くお待ちください。

←ライブ配信画面

←あなたや他の参
加者の画面

※スピーカーの
付いていない
機種では音声が
聞こえません。

接続中の画面です。



10 

２. スマホ（iPhone）から配信をご覧の方

① お申込みした［lunaken@outlook.jp］からの返信メールを開きます。

文面に記載された、URL［https://zoom.us/j/...］をタッチしてください。

下記画面が表示されます。 

URL［https://zoom.us/j/...］下部にある［ミーティング ID:］［パスコード: ］は、 

後ほど入力するため、メモしておいてください。 

https://zoom.us/j/96644680923?pwd=MGJrSTlFMHhWVTc0SEo2dnlGaW9Fdz09
https://zoom.us/j/96644680923?pwd=MGJrSTlFMHhWVTc0SEo2dnlGaW9Fdz09
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② 言語が英語なので［英語］から［日本語］に切り替えます。

下記画面の［English］をタッチし①、プルダウンメニューから［日本語］をタッ

チします②。

② 

①
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③ 日本語に切り替わりました。

［App Store からダウンロード］ボタンをタッチします。
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④ 下記赤枠内をタッチします。

ダウンロードが始まります。暫くお待ちください。
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⑤ ダウンロードが完了すると［開く］ボタンに切り替わります。 

［開く］ボタンをタッチしてください。 
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⑥ 下記画面に切り替わります。 

［ミーティングに参加］ボタンをタッチします。 
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⑦ 下記画面切り替わります。 

メモした［ミーティング ID］の数字を入力します。 
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⑧ ［会議室名で参加］を任意で変更してください。 

 
注意！ 

ライブ配信主催者および参加者全員に公表する名前になります。 
 

※ 画面下に下記内容がありますが、そのままにしてください。 

 

*** **** **** 
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⑨ ［参加］ボタンをタッチします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** **** **** 
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⑩ 下記画面に切り替わります。 

メモした［パスコード］英数字を入力します。 
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⑪ 下記画面に切り替わります。（スマホ前カメラ画像が表示されます。） 

［ビデオ付きで参加］ボタンをタッチします。 
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⑫ 下記画面に切り替わります。 

※ 主催者がライブ配信の許可をするまで、この画面です。暫くお待ちください。 

 

⑬ 暫くすると下記画面が表示されるので［WIFI または携帯のデータ］をタッチ

してください。 
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⑭ ルナ憲一ライブ配信に参加できました！

それではライブをお楽しみください！

←あなたの画像

←ライブ配信画像
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３. スマホ（android）から配信をご覧の方

① お申込みした［lunaken@outlook.jp］からの返信メールを開きます。

文面に記載された、URL［https://zoom.us/j/...］をタッチしてください。 

下記画面が表示されます。 

URL［https://zoom.us/j/...］下部にある［ミーティング ID:］［パスコード: ］は、 

後ほど入力するため、メモしておいてください。 

https://zoom.us/j/96644680923?pwd=MGJrSTlFMHhWVTc0SEo2dnlGaW9Fdz09
https://zoom.us/j/96644680923?pwd=MGJrSTlFMHhWVTc0SEo2dnlGaW9Fdz09
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② 言語が英語なので［英語］から［日本語］に切り替えます。

下記画面の［English］をタッチし①、プルダウンメニューから［日本語］をタッ

チします②。

② 

①
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③ 日本語に切り替わりました。

［Google Play からダウンロード］ボタンをタッチします。
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④ 下記 Google Play の Zoom アプリインストール画面になります。

［インストール］ボタンをタッチします。

ダウンロードが始まります。暫くお待ちください。 
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⑤ ダウンロードが完了すると［開く］ボタンに切り替わります。

［開く］ボタンをタッチしてください。
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⑥ 下記 ZOOM 画面に切り替わります。

［ミーティングに参加］ボタンをタッチします。
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⑦ 下記画面が表示されます。

メモした［ミーティング ID］の数字を入力します。
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⑧ ［会議室名で参加］を任意で変更してください。

注意！ 
ライブ配信主催者および参加者全員に公表する名前になります。

※ 画面下部［オーディオに接続しない］［自分のビデオをオフにする］は

そのままにしてください。

*** **** ****
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⑨ ［参加］ボタンをタッチします。

*** **** ****
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⑩ 下記画面に切り替わります。

メモした［パスコード］英数字を入力し①、［OK］ボタンをタッチします②。

①

②
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⑪ 下記画面に切り替わります。

［ズームへのアクセスを許可してください］画面内の［了解］ボタンをタッチしま

す。 

※ 主催者がライブ配信の許可をするまで、この画面です。暫くお待ちください。
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⑫ ルナ憲一ライブ配信に参加できました！

それではライブをお楽しみください！

←あなたの画像

←ライブ配信映像
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