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Zoomを使ったアイシンクの【オンライン講座】

お申し込みから受講証明書発行までの流れ
公開
講座

弊社サポートセンターよりご指定の住所（ご自宅・職場等）
へテキスト類を送付いたします。

講座の開催可否およびご受講時にご準備いただくことに
ついて、担当者よりメールでご連絡いたします。
※開講前に必ずZoomの動作確認を行ってください

(次ページ以降参照）

１分程で完了します。
すでにインストール済みの方は必要ありません。

Webアンケートの入力完了が研修の修了条件となります。

サポートセンターからPDF化した受講証明書をメールで
送付いたします。

できるだけ静かな環境をご用意ください。

HPよりお申し込み①

弊社よりご連絡②

テキスト送付③

Zoomのダウンロード④

講座ご受講⑤

Webアンケート入力⑥

受講証明書 発行⑦

アイシンク株式会社 セミナー担当
MAIL：sem@i-think.co.jpお問い合わせ

 ご受講前にZoomについて、以下④⑤をご確認いただけますようお願いいたします。

 講義は参加型で行われます。オンラインでも顔を出してご参加いただきますので、
カメラ機能がないPCをお使いの方は、Webカメラをご用意ください。

 講座参加の前に http://zoom.us/test からZoomへの接続性をテストできます。
ビデオ、オーディオの確認もできますのでご利用ください。

Ver.4.00
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オンライン講座を受講いただくためのお願い

使用する
アプリケーションの

接続確認

□Zoomアプリケーションのダウンロードおよびインストール (※)
□講座に参加される前に http://zoom.us/test からZoomの接続性テストができます。

上記URLはZooｍアプリケーション利用者のみテストが可能です。
□講義中は名前を表示させてください。
□画像はONにし、顔を出してご参加ください。カメラ機能が無い方はご準備いただき、

Webカメラを付けて画像が映ることを確認してください。
□接続性テスト実施方法
・上記URLより接続し、ご自身の画像が表示されることを確認します
・画面下段の「ビデオ」「マイク」をオンの状態にします
・「ビデオ停止」ボタン横の「ビデオ設定」から「オーディオ」を押下します
・「スピーカーテスト」を押下します
・「マイクテスト」を押下します
・マイクの音が出ない場合は、PC本体のマイク音声がミュートになっていないかご確認ください
（例：システム－サウンド－デバイスのプロパティを確認）

(※) Zoomアプリケーションのダウンロードおよびインストールについて
・インストールが会社で禁止されている場合は、webブラウザChromeを利用してご受講ください

詳細は次ページ以降の「Zoomミーティング参加の流れ」を参照ください
・既にインストール済みの方は、最新バージョンになっていることをご確認ください

アップデート方法についてはP12の「Zoomのアップデートについて」を参照ください

効果的な
受講のための
推奨環境

□Wi-Fiと有線LANの両方のご準備がある場合は、有線LANをおすすめします。
スマートフォンからのテザリングは通信が不安定になりやすいため、おすすめしません。

□ヘッドセット（マイク機能付きイヤフォン）をおすすめします。
□仮想背景を使用される場合は、表情が分かる明るめの背景でご参加ください。

□講義に集中できる環境（宅配便の配達時刻変更要請など）をご準備ください。
□講義に集中しやすく、日常生活との切り替えができる服装でご参加ください。

注意事項

□画面キャプチャ、録画、録音は個人情報と知的財産権の観点から禁止します。
□講座中にインターネット環境の不具合等で接続が途切れた場合も、講座を中断することができ

ません。その際はZoomのURLより接続し直してください。
□再度接続ができない場合は、別日程等での再受講をお願いします。

アイシンクのオンライン講座

受講前日までに、以下をご確認のうえご対応ください。

ご不明な点がございましたら、下記FAQをご参照ください
■Zoomヘルプセンター https://support.zoom.us/hc/ja

Ver.4.00
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Zoomの接続方法｜PC版
アイシンクのオンライン講座 Ver.4.00

【１】メールを開き、リンク先をクリックします。

接続する際に、ご入力いただくパスワードとなります

【２_初回】初めてZoomを使用する場合
Zoomインストール用の実行形式ファイルのダウンロード同意画面となります → 
同意後、P8の【２_初回 ① 】にお進みください
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【２】Zoomダウンロード済の場合
以下の画面が表示され、クリックすると接続します。

Ver. 5.1.3（ 2020/7/9時点の画面表示 ）

原則、Zoomアプリをご利用ください
※Zoomアプリを利用した方が、インターネット環境が安定します。

webブラウザからのご利用の場合、機能制限がかかります。

Zoomアプリを利用してご受講いただく場合は
こちらをクリックします

Zoomアプリをダウンロードせずに、webブラウザを
利用してご受講いただく場合は
「Zoom Meetingsを開きますか？」のメッセージは
「キャンセル」をクリックし、
画面下段の「ブラウザから起動してください」を
クリックします

ブラウザはChromeをご利用ください
※詳細はP5に記載

Zoomの接続方法｜PC版
アイシンクのオンライン講座 Ver.4.00
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P2で「キャンセル」をクリックしても「ブラウザから起動」が表示されない場合は、
下記の流れに沿って進めてください。

メッセージを「キャンセル」する前は、
リンクが表示されずクリックできません。

メッセージを「キャンセル」後、クリックできるようになります。
「Zoomをダウンロードして実行」リンクをクリックし、
Zoomインストーラをダウンロードします。
ただし、ダウンロードしたZoomインストーラは実行しないよう
ご注意ください。

※「ブラウザから起動」でブラウザを開けた方は、P5をご確認ください。

【補足説明】

Zoomの接続方法｜PC版
アイシンクのオンライン講座 Ver.4.00
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Zoomインストーラをダウンロードすると、画面下に「ブラウザから起動」が
表示されます。

Zoomアプリをインストールせずに、webブラウザを
利用してご受講いただく場合は
「画面下段の「ブラウザから起動してください」を
クリックします

ブラウザはChromeをご利用ください
※詳細は次ページに記載

画面下のexeファイル（Zoomインストーラ）は
クリックしないようご注意ください。

【補足説明】

Zoomの接続方法｜PC版
アイシンクのオンライン講座 Ver.4.00
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■ webブラウザを利用してご受講いただく場合の注意点
• webブラウザを利用される場合は、Chromeをご利用ください

• オンライン講座では講師との画面共有、オーディオを使用した双方向のコミュニ
ケーションを行います

• 他のブラウザを利用することで「画面が見られない」「音声が聞こえない」など
の制限を受けないようお願いいたします

• 各ブラウザの機能は以下の通りです

*MicrosoftEdgeでの画面共有にはWindows 10 ProまたはEnterpriseが必要です。
Windows 10 Homeではサポートされていません。
Windows 10 Homeを実行していて、画面を共有する必要がある場合は、
ChromeまたはFirefoxを使用することをお勧めします。
** Firefox、Safari、およびEdgeでコンピューターオーディオに参加できるのは、
Webセミナーの参加者のみです。
Linuxを使用している場合、会議の参加者、ウェビナーのホストおよびパネリストは
Firefoxのコンピューターオーディオに参加することもできます。

【補足説明】

Zoomの接続方法｜PC版
アイシンクのオンライン講座 Ver.4.00
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【２_初回 ① 】Zoomアプリのダウンロードが始まります。

【２_初回 ② 】ダウンロードが完了するとオレンジの表示が出ますのでクリックします。

Zoomをダウンロードしない場合は、
クリックしないようにご注意ください。

Zoomの接続方法｜PC版
アイシンクのオンライン講座 Ver.4.00
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【２_初回 ③ 】インストールが始まりますので、しばらく待ちます。
完了すると、ミーティングに接続されます。

【２_初回 ④ 】メールに記載のミーティングパスワードを入力し、
「ミーティングに参加」をクリックします。

Zoomの接続方法｜PC版
アイシンクのオンライン講座 Ver.4.00
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※ 講座参加の前に必ず実施してください

【２_初回 ⑤ 】初めてZoomを使用するときは『音声のやり取りをコンピューターの
音声機器を使って行うかどうか』を聞いてきます。

「コンピューターでオーディオに参加」をクリックします。

講座参加の前に「コンピューター
オーディオのテスト」を必ず実施
してください。

左下の「ミーティングへの参加時に、自動的にコンピューターで
オーディオに参加」にチェックを付けておくと、次回からこの
ウィンドウは表示されません。

Zoomの接続方法｜PC版
アイシンクのオンライン講座 Ver.4.00
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※ ご不明点がございましたら、下記ヘルプセンターFAQをご参照ください。
Zoomヘルプセンター https://support.zoom.us/hc/ja

▪マイク使用時（マイクONの状態）

▪ミュート（マイクOFFの状態）

【２_初回 ⑥ 】接続完了

【２_初回 ⑦ 】ご自身のマイクをミュート（マイクOFF）にしておくことができます。

Zoomの接続方法｜PC版
アイシンクのオンライン講座 Ver.4.00
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③

④

① デスクトップまたはシステムの
ア プ リ メ ニ ュ ー よ り 「 Start
Zoom」を起動します。

② アイコンをクリックします。
③ 「 ア ッ プ デ ー ト を 確 認 」 を

クリックします。
④ 最新の状態になっていない場合

はアップデートしてください。

①

②

■ Zoomのアップデートについて

【補足説明】

Zoomの接続方法｜PC版
アイシンクのオンライン講座 Ver.4.00
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