
オン結び参加ガイド
zoom操作編



2

オン結びってなに？
オン結びとは、Zoom（zoomビデオコミュニケーションズ）でつながる、
新しい挙式披露宴サービスです。
出席の叶わないゲストと新郎新婦を結び、新たなイベントや、
楽しさを共有できます。

Zoomアカウントをお持ちの方
すでにZoomアカウントをお持ちの方で、名前をご本名以外に設定されている方は、ウェブブラウザ､
で「マイプロフィールを編集」よりお名前をご本名に変更をお願いいたします。
スマートフォン、タブレットでは「設定」→アカウントをタップ→「表示名」から変更できます。

本マニュアルは Zoomの基本設定とオン結びにて使用する機能と操作を解説する
マニュアルになります。
導入編は初めて Zoomを利用する方向けに解説していますのでより詳しい Zoom
操作方法、仕様につきましては Zoom公式のヘルプをご参照ください。
Zoomヘルプセンター：  https://support.zoom.us/hc/ja

また、すでに Zoomを利用している方は、このページの Zoomアカウントをお持
ちの方をご一読ください｡

ウェブカメラ、マイクについて
スマートフォン、タブレットにはほとんどの製品にマイク、カメラが内蔵されていますので、
別途カメラ、マイクを用意していただく必要はございません。（念のため確認をお願いいたします。）
万が一搭載されていない端末の場合はUSBウェブカメラや外付けマイクをお買い求めください。
また、ウェブカメラやマイクがない場合でも、会場の様子を視聴し、チャットに参加することは可能です。



オン結びの基本操作

PC・タブレット・スマートフォンの共通の操作

ここではオン結びで使用する操作に絞って解説をします。
スマートフォン、タブレット、PCによって画面の配置が異なりますので、それぞれご自身の使用端末に
あったものを参照してください。

入室後は左下（タブレットのみ右上）のマイクマークがミュート（消
音・右の図参照）になっていることを確認してください。
　　・挙式中などお静かにしていただく場面が多くあります。
 マイクがオンの状態では生活音などが会場に聞こえてしまう 
 場合が有りますので、ミュート状態をおすすめしています。
 歓談等ではオンに切り替えてお話をお楽しみください。
カメラをご利用の方はカメラがオンになっていることを確認してくだ
さい。
マイクとカメラのミュートはアイコンをクリック・タップすると交互
に切り替わります。

5分以上映像や通信が止まったままの場合は、一度 Zoomを終了（右
上の×ボタンを押しミーティングを退出）し、再度オン結びご招待メー
ルのURL をクリック・タップしてください。改めてミーティング ID、
パスワード、お名前を入力し、待機室にてお待ちください。通信切れ
を防ぐため、なるべく通信環境の良いところでの接続をおすすめしま
す。

お時間の都合により参加時間が限られる方は「退出」ボタンから退
出できます。
ただし、再入室は再度お名前の確認をいたしますので、時間がかか
る場合がございます。なるべく退出はお控えください。
こちらはトラブルの際の再入出も同様ですのでご了承ください。
一時的に席をはずしたい場合はマイク、ビデオのミュートをご利用
ください。（スマートフォン、タブレットの場合、画面オフでも退出
にはなりません）

マイクに線が入っていれば
ミュート設定になっています

クリック・タップで
オン /ミュートが切り替わります

カメラがオンになっている
アイコン

退出ボタン
誤操作にご注意ください

退出について

通信が切れる・止まってしまう

退出
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PC での操作

その時に話している方の画面が大きく拡大される画面です。
基本的に会場のカメラで固定されています。
他のゲストの様子は画面上部に表示されます。
表示人数はモニターサイズや設定によって変わります。

参加者のカメラをそれぞれ表示します。会場以外の他のゲ
ストの様子を広くご覧になれます。カメラをオンにしてい
ない方の画面は Zoomで設定した名前か、アカウント設定
にて設定したアイコン画像で表示されます。
同時に表示される人数はモニターのサイズや設定によって
変更されます

スピーカビューとギャラリービューは任意に切り替えることができます。
イベントの際には会場側からスピーカービューに変更されます。

チャット
下の「チャット」をクリックするとチャットウインドウが開きます。
マイクやカメラがない方でもチャットにて参加できます。

チャットボタン

ビデオ・マイクのオン /ミュート リアクションボタン

メインビュー

ギャラリービューへの切り替え

東本　太郎

西本　花子

北本　次郎

イーストブック　onmusubi

スピーカービューへの切り替え
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リアクションボタン
声の出せないイベント中でも拍手やいいねを送れます。

リアクションボタン

スピーカービュー

ギャラリービュー



スピーカー音量

マイク音量
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音量の設定

ミュート /ミュート解除ボタンの右側

1. ミュート /ミュート解除ボタンの右側の
　「^」ボタンをクリックします　

2. オーディオ設定をクリックします

３. 開いたウィンドウの「スピーカー→音量」の
　バーでスピーカー音量の調整が出来ます。

「マイク→音量」のバーで自分のマイク音量の調整が
出来ますが、自分の音声を確認しながら
調整するのは難しいので、その場合は
「自動で音量を調整」にチェックを入れてください

クイズの参加
お二人のご要望によって、クイズゲームを開催いたします。
オン結びで利用するクイズイベントは zoomとは別サービスの slido（sli.do s.r.o. 提供）のアプリを利用します。
解答者としてご参加いただくゲストの皆様にはサイトの登録やアカウント作成は必要ありません。

1.QR コードまたはURL からアクセス
招待状に記載されているURL か QRコードからアクセスします。
「Your name」の欄をクリックし名前を入力します。
なるべく Zoomで使用中の名前と同じものを入力してください。
入力完了後、「JOIN」をクリックすると待機画面に入ります。
この手順までクイズ開始までに済ませておくことをオススメします。

2. 選択肢から回答
クイズが始まりますと右図のように問題文と選択肢が表示されます。
正解だと思うものをクリックし、「Send」をクリックしてください。
回答を締め切った後、正解発表に移ります。

全問題終了後、正解数が多い参加者が表示されます。（上位 5人まで）
同正解数の場合は回答スピードで順位がつきますのでできるだけ早く回答を
オススメします。

1. クリックして名前を入力 2.「JOIN」をクリック



6

ブレイクアウトルーム
ブレイクアウトルームはメインのオン結び会場ではなく、少人数のゲスト同士で集まる機能です。
披露宴会場をテーブルごとに区切るようなイメージです。
新郎新婦がブレイクアウトルームをご希望の場合は招待状メールにその旨が記載されています。
披露宴会場が歓談中の際にご案内します。
ブレイクアウトルームでは披露宴会場のカメラは見えず、披露宴会場のモニターにもルーム内の様子は映りません。

参加方法
右記のウインドウが表示されましたら「参加」をクリックしてください。
参加するルームは予め新郎新婦にご指定頂いております。

メインルームに戻る方法
披露宴の次のイベントに進む際には会場側からブレイクアウトルーム終了
の操作をいたします。右の表示が出た際は「ブレイクアウトルームを退出」
をクリックしてください

自主的に退室する場合
ブレイクアウトルームを退出し、披露宴会場の様子に戻る際には、画面右下の
「ルームを退出する」→「ブレイクアウトルームを退出」
をクリックしてください。
ミーティングを退出をクリックしないようにご注意ください。
また、一度ブレイクアウトルームを退出されますと、元のルームには戻れません。
ご注意ください。

zoomオンライン会場

披露宴会場 披露宴会場
グループ

A

グループ

B
グループ

C

通常時 ブレイクアウトルームご利用中

新郎新婦は自由に移動



左スワイプ 右スワイプ

タブレット・スマートフォンでの操作

その時に話している方の画面が大きく拡大される画面です。
基本的に会場のカメラで固定されています。
他のゲストの様子は画面上部に表示されます。
表示人数はモニターサイズや設定によって変わります。

参加者のカメラをそれぞれ表示します。会場以外の他のゲ
ストの様子を広くご覧になれます。
カメラをオンにしていない方の画面は Zoomで設定した名
前か、アカウント設定にて設定したアイコン画像で表示さ
れます。
同時に表示される人数はモニターのサイズや設定によって
変更されます。

スピーカビューとギャラリービューは任意に切り替えることができます。
イベントの際には会場側からスピーカービューに変更されます。

チャット
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リアクション
声の出せないイベント中でも拍手やいいねを送れます。

スピーカービュー

ギャラリービュー

スマートフォン・タブレットでの操作

リアクションボタン

チャットボタン

スマートフォン・タブレットでの操作チャット&リアクション
画面右下の「詳細」をタップするとメニューがポップアップします。

「チャット」をタップすると
チャットウインドウが開きます。
マイクやカメラがない方でも
チャットにて参加できます。
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音量の設定
スピーカー音量は端末の音量ボタンで調整できます。
マイク音量はこちらから音量調整は出来ません（アプリ側で自動調整しています。）

クイズの参加
お二人のご要望によって、クイズゲームを開催いたします。
オン結びで利用するクイズイベントは zoomとは別サービスの slido（sli.do s.r.o. 提供）のアプリを利用します。
解答者としてご参加いただくゲストの皆様にはサイトの登録やアカウント作成は必要ありません。

1.QR コードまたはURL からアクセス
招待状に記載されているURL か QRコードからアクセスします。
「Your name」の欄をタップし名前を入力します。
なるべく Zoomで使用中の名前と同じものを入力してください。
入力完了後、「JOIN」をタップすると待機画面に入ります。
この手順までクイズ開始までに済ませておくことをオススメします。

2. 選択肢から回答
クイズが始まりますと右図のように問題文と選択肢が表示されます。
正解だと思うものをクリックし、「Send」をタップしてください。
回答を締め切った後、正解発表に移ります。

全問題終了後、正解数が多い参加者が表示されます。（上位 5人まで）
同正解数の場合は回答スピードで順位がつきますのでできるだけ早く回答を
オススメします。

URL へアクセス、または
QRコードを読み込むと
上の画面に接続されます
クイズが有効になるまで
このままでお待ちください

パソコン・スマホ・タブレット等
どの端末からでも参加できますが、
zoomを起動している端末とは

別の端末からの参加がおすすめです

クイズが有効になりますと
上記の画面に切り替わります
「You name」の欄に
お名前を入力して頂き

右の「JOIN」で次に進みます

どなたか見分けがつきやすい
お名前でのご参加をお願い致します

上記のページが表示されましたら
クイズが開始するまで
お待ちください

クイズが開始すると上記の画面に
切り替わります

正解だと思う選択肢を選び
「SEND」をタップ（クリック）して

正解発表までお待ちください

新郎の好きな食べ物は？

お肉

お寿司

カレー

① ② ③ ④
クイズ参加ガイド

1. タップして名前を入力

2.「JOIN」をタップ

URL へアクセス、または
QRコードを読み込むと
上の画面に接続されます
クイズが有効になるまで
このままでお待ちください

パソコン・スマホ・タブレット等
どの端末からでも参加できますが、
zoomを起動している端末とは

別の端末からの参加がおすすめです

クイズが有効になりますと
上記の画面に切り替わります
「You name」の欄に
お名前を入力して頂き

右の「JOIN」で次に進みます

どなたか見分けがつきやすい
お名前でのご参加をお願い致します

上記のページが表示されましたら
クイズが開始するまで
お待ちください

クイズが開始すると上記の画面に
切り替わります

正解だと思う選択肢を選び
「SEND」をタップ（クリック）して

正解発表までお待ちください

新郎の好きな食べ物は？

お肉

お寿司

カレー

① ② ③ ④
クイズ参加ガイド
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ブレイクアウトルーム
ブレイクアウトルームはメインのオン結び会場ではなく、少人数のゲスト同士で集まる機能です。
披露宴会場をテーブルごとに区切るようなイメージです。
新郎新婦がブレイクアウトルームをご希望の場合は招待状メールにその旨が記載されています。
披露宴会場が歓談中の際にご案内します。
ブレイクアウトルームでは披露宴会場のカメラは見えず、披露宴会場のモニターにもルーム内の様子は映りません。

参加方法
右記のウインドウが表示されましたら「参加」をタップしてください。
参加するルームは予め新郎新婦にご指定頂いております。

メインルームに戻る方法
披露宴の次のイベントに進む際には会場側からブレイクアウトルーム終了
の操作をいたします。右の表示が出た際は「ブレイクアウトルームを退出」
をタップしてください

自主的に退室する場合
ブレイクアウトルームを退出し、披露宴会場の様子に戻る際には、画面右上の
「退出」→「ブレイクアウトルームを退出する」
をタップしてください。
ミーティングを退出をタップしないようにご注意ください。
また、一度ブレイクアウトルームを退出されますと、元のルームには戻れません。
ご注意ください。

zoomオンライン会場

披露宴会場 披露宴会場
グループ

A

グループ

B
グループ

C

通常時 ブレイクアウトルームご利用中

新郎新婦は自由に移動


