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受講者の皆さま 
この度は Find Your Fit にご登録いただきありがとうございます。 

Find Your Fitではトレーニングの受講のためZOOMを利用します。 

ZOOMの利用にあたってアプリのインストールを推奨しております。

本マニュアルでは ZOOMアプリのインストール方法、レッスンへの

参加・退出方法などを説明しております。なお、レッスンへのご参加

にあたってアカウント登録は不要です。 

 

ZOOM動作環境 
 ・パソコン  

-Windows 8, 8.1,10 

-Mac OS X 10.9 以降 

 ・スマートフォン/タブレット 

-iOS (iOS 8.0 以降) 

  -iPad (iPadOS 13 以降) 

  -Android (5.0x 以降) 

また有線、Wi-Fi、モバイル通信などのインターネット回線環境が 

必要です。 
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1. ZOOMのインストール方法  

1) iOS: iPhone, iPad 

l App Store で “Zoom”と検索、または以下のURLへアクセスし 
”Zoom Cloud Meetings” をインストールしてください。 
https://apps.apple.com/jp/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 

  

2) Android 

l Google Play Store で“Zoom”と検索、または以下のURLへアクセスし 
”Zoom Cloud Meetings” をインストールしてください。 
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=ja&gl=US 
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3) Mac (PC) 

 
① 検索エンジンにて”ZOOM ダウンロードセンター”と検索、または 
以下のURLよりZoomのアプリダウンロードページへアクセスしてく
ださい。 

     https://zoom.us/download 
② “ミーティング用 Zoom クライアント”の    ボタンをクリックし
てください。M1チップ搭載Mac の場合は、ボタンの下の”こちら“より 
ダウンロードください。 

 
 

③ セットアップファイルが自動でダウンロードされますのでダブルクリ
ックで起動してください。 

 
 

④ インストーラーが起動しますので、インストールを実行ください。 
完了画面が現れ、ZOOMが立ち上がりログイン画面が出たら完了です。
ウィンドウを閉じてください。 
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4) Windows (PC) 
 
① 検索エンジンにて”ZOOM ダウンロードセンター”と検索、または 
以下のURLよりZoomのアプリダウンロードページへアクセスしてく
ださい。 

     https://zoom.us/download 
② “ミーティング用 Zoom クライアント”の    ボタンをクリックし
てください。 

 
③ ダウンロードが完了すると、画面の左下にZoominstaller.exe が表示さ
れますので、クリックしてください。 

 
 

④ ZOOM が立ち上がりログイン画面が出たら完了です。ウィンドウを閉
じてください。 
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2. レッスンへの参加方法 
 
① 予約完了メールのZOOM link からアクセスいただけます。（左図） 
PC の場合ブラウザが立ち上がり、アプリで開く許可を求められますの
で“開く”をご選択ください。（右図） 
ビデオの選択肢が出た場合は“ビデオ付きで参加”をご選択ください。 

 

 
② ZOOMアプリが立ち上がりレッスンへ参加します。“ホストが開始する
まで待機しています”というメッセージが出ますのでこのままお待ちく
ださい。トレーナーがレッスンに参加すると画面が切り替わります。 

 
 

 
 

PCのみ 

モバイル PC 
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③ 音声接続の画面が出て参りますので、モバイルでは“インターネットを
使用した通話”を、PCでは“コンピューターオーディオに参加する”をご
選択ください。 
 

 
④ カメラがオフになっている場合は、“ビデオの開始”を押してカメラをオ
ンにしてください。こちらでレッスン参加の準備は完了です。 

 
 
 

3. レッスン後の退出方法 

l レッスンが終了しましたら、 ボタンから退出できます。 

ボタンを押すと、PCでは 、スマートフォン

では が出てきますので、こちらを押していただくとレ
ッスンから退出します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

モバイル PC 
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4. ミュート機能 
ミュート機能はトレーナーとご相談の上ご利用ください。 
l レッスンへ参加した状態では、音声が参加されている皆さまに聞こえる
状態となっております。レッスン中のご家族の物音や、お子様の声など
が気になられるケースでは、左下のミュートボタンを押すと音声が他の
参加者に届かなくなります。 

 
l 発言されたい場合や、トレーナーから話しかけられた際は“ミュート解除
“を押すと声が他の参加者に届くようになります。 

 
 

5. バーチャル背景の設定  
l バーチャル背景とは、プライバシー保護の観点から背景を移されたくな
い方のための仮想背景のことです。 
バーチャル背景もトレーナーとご相談の上ご利用ください。パーソナル
トレーニングの場合は受講者さまの体勢が見えにくくなる事がござい
ます。 

 
<PC の場合> 
① ビデオボタンの右の△より、“バーチャル背景を選択”を選択してくださ
い。 
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② バーチャル背景の“ぼかし”を選択すると、背景にモザイクがかかります。
また、右側の“＋”から“画像を追加”とするとお好きな背景画像を設定で
きます。 

 
<スマートフォンの場合> 
① 右下ボタンの“・・・”より、“バーチャル背景を選択”を選択してくださ
い。 

 
② バーチャル背景選択画面に移ります。ZOOM ID でログインしていると
左図のようにデフォルトで３テーマ選択できます。ログインされていな
い場合は右図のようになりますので“＋”からお好きな写真を選ぶ形に
なります。 
 ログイン済みの場合 ログインなしの場合 
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③ iPhone などの iOS の場合は、写真を選ぶ場合 ZOOM による写真アク
セスを許可する必要があります。以下の手順で”ZOOM”のすべての写真
へのアクセスを許可します。 

 
 

 

 
④ お好きな写真を選んでいただけたら背景が更新されます。 
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6. スピーカー/ギャラリービューの切り替え 
 
<PC の場合> 
l 画面右上の“表示”をクリックいただくとスピーカービュー・ギャラリー
ビューを切り替えいただけます。 
スピーカービュー・・話している人が拡大される方式 

  
ギャラリービュー・・参加者が均一に表示される方式 

 
<スマートフォンの場合> 

l 画面をスワイプするとビューの切り替えができます。 
ギャラリービューはスマートフォンでは画面に最大四人まで表示され
ます。また、三人以上の参加でないとギャラリービューへ切り替えがで
きません。 
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7. トラブルシューティング 
l 接続が不安定なとき 
-音声だけでも続行が可能な場合は、「ビデオの停止」を行い、データ量
を削減する。 
-同時に起動している他のアプリを閉じる。 
-アクセスポイントの近くへ移動する。 
-一度退出し、使用端末を再起動する。 
-有線接続を利用する。 
-他のWi-Fi を使用する。 
 

l 自分や参加者の声が聞こえないとき 
-ミュートになっていないか確認する。 
-使用している端末のスピーカー設定を確認する。 
-レッスンに入り直す。 
-同時に起動している他のアプリを終了する。 
-使用している端末にマイクが搭載されているか確認する。 
-ZOOM内の音声設定を確認する。 (PC) 
① “ミュート”の右の矢印(△)をクリックし“オーディオ設定をクリッ
クする。 

② 入力音量、出力音量などを確認する。 
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l 映像が映らないとき 
-ビデオが開始されているか確認する。  
-パソコンのプライバシー設定でビデオカメラの使用が制限されていな
いか確認する。 
-同時に起動している他アプリでカメラを使用していないか確認する。 
-ビデオ設定を確認し、正しいカメラが選択されているか確認する。 

 

l 映像が映るが画面が横向きになっており向きを変えたいとき 
-上記ビデオ設定にてプレビュー画面(上の右図の黒い部分)の右上にあ
る回転ボタンを押す。 
 

l ZOOMが英語になっている。日本語に変えたいとき 
① 使用しているパソコンのタスクバーの△をクリック。 
② Zoomアイコンをクリック。 
③ 「言語の切り替え」にマウスを持っていく。 
④ 「日本語」をクリック。 
⑤ Zoomアプリを再起動すると日本語に変わる。 




