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利用開始までの３ステップ

付加機能環境構築

STEP3

●チャット

利用開始

STEP2

●Windowsアプリ

●モバイルアプリ

利用者環境設定
利用アプリの準備

STEP1

●利用者登録
（ユーザー追加）

管理者設定
ユーザーの追加

Microsoft Teamsは以下の3つのSTEPで、誰でもチャットとファイル共有がはじめられます!
簡単スタートアップガイドをご参考に早速はじめてみましょう!
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ファーストステップ

付加機能環境構築

STEP3

●チャット機能

利用開始

STEP2

●Windowsアプリ

●モバイルアプリ

利用者環境設定
利用アプリの準備

STEP1

●利用者登録
（ユーザー追加）

管理者設定
ユーザーの追加
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管理者設定 Microsoft 365管理センターへサインイン

Microsoft 365管理センター（管理者ホーム画面）: https://portal.office.com へアクセスします。
• 開通通知の記載内容を確認してサインインします。
• 開通通知には、一時作成した「管理者ID」と「一時パスワード」が記載してあります。
• 開通通知は、お客さまのご利用環境に関する重要な情報となりますので大切に保管してください。

① サインイン画面にて「管理者ID」を入力して「次へ」をクリックします。

② パスワード入力画面が表示されます。

③ 開通通知の「一時パスワード」を入力し、「サインイン」をクリックします。

■開通通知（サンプル） ■サインイン画面
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ホーム画面と管理画面

■管理者ホーム画面

■管理画面

画面左側のアイコン から
「管理」をクリックします。

ユーザーの作成、ライセンスの割り当て
など、主に管理者の方が使用します。



6

管理者設定 「ユーザーの追加」

■ユーザーの追加

①「ユーザー」→「アクティブなユーザー」の
順にクリックします。

② ユーザーの追加をクリックします。

③ 基本設定を入力します。
ユーザー名に使用できるのは、文字および数字と記号（一部）です。

④ パスワードの設定を確認します。
選択の変更がない場合は、「次へ」をクリックします。

※複数のユーザーをまとめて登録する手順は、
ＡＰＰＥＮＤＩＸの P16をご覧ください。

注意）複数ユーザーを登録する場合は、
PCで作業する必要があります。
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管理者設定 ライセンス割り当て

■ライセンス割り当て

① ☑Microsoft Teams の商用クラウドを
選択し「次へ」をクリックします。

② オプション選択画面はそのままとし、
「次へ」をクリックします。

③ 登録内容を確認し、
「追加の完了」をクリックします。

■ユーザーの詳細欄
・ユーザー名
・パスワード

↑この情報を使用者に通知します。
※パスワードはこの画面でしか確認できません。

分からなくなった場合は、パスワードの再発行が
必要となります。

以上でユーザーの追加は完了です。
「閉じる」をクリックして画面を閉じます。
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セカンドステップ

付加機能環境構築

STEP3

●チャット機能

利用開始

STEP2

●Windowsアプリ

●モバイルアプリ

利用者環境設定
利用アプリの準備

STEP1

●利用者登録
（ユーザー追加）

管理者設定
ユーザーの追加
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利用者設定 Microsoft 365管理センターへサインイン

Microsoft 365管理センター: https://portal.office.com へアクセスします。
• 追加したユーザー情報を元にサインインします。
• 利用を開始するには初回サインインが必要となります。

① サインイン画面にて「ユーザー名」を入力して「次へ」をクリックします。

② パスワード入力画面が表示されます。

③ 通知されたパスワードを入力し、「サインイン」をクリックします。

■サインイン画面
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利用者設定 Windowsアプリのダウンロード

Microsoft 365管理センター: https://portal.office.com へアクセスします。
• 追加したユーザー情報を元にサインインします。
※モバイルでログインしている場合は、次のページに進んでください。

① ホーム画面左側の「Teamsアイコン」をクリックします。

②「Windowsアプリを入手」をクリックします。

③ 画面下部に表示される「実行」ボタンをクリックします。

■ホーム画面
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本作業は、スマートフォンやタブレットなど、モバイル端末で利用する場合におすすめです。
以下の手順に沿って、モバイルアプリをダウンロードしましょう。

利用者設定 モバイルアプリのダウンロード

① モバイル端末から、Microsoft 365管理センターにサインインします。

②「Teams」アイコンをタップします。

③ 画面の指示に従い「アプリをダウンロード」に進みます。
※Microsoft 365管理センター以外にも、以下のURLからもダウンロードできます。
https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

④ インストールを実施します。

■管理センターホーム画面 ■iOS:App Store ■Android OS:Google Play

以上で利用環境の設定は完了です。
商標について
※iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
※Androidロゴは、Google LLC の商標です。
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サードステップ

付加機能環境構築

STEP3

●チャット機能

利用開始

STEP2

●Windowsアプリ

●モバイルアプリ

利用者環境設定
利用アプリの準備

STEP1

●利用者登録
（ユーザー追加）

管理者設定
ユーザーの追加
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■Microsoft Teamsチャット画面

チャットを使ってみよう（PC編）

チャットは誰にでも手軽に使えるコミュニケーションツールです。
最も利用頻度の高い機能なので、ぜひ操作方法を覚えましょう!

・チャットを表示したら、相手（メンバー）を追加しましょう。

① 「新しいチャット」ボタンをクリックします。

② メンバー欄に相手先の情報（名前・メールアドレスなど）を入力します。

③ 候補が表示されるので、候補からチャットしたい相手の名前をクリックします。

④ メッセージを入力し 「送信」ボタンをクリックします。
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■Microsoft Teamsチャット画面

チャットを使ってみよう（モバイル編）

モバイル端末での利用方法も、PCと同じく簡単に操作できます。
ぜひ操作方法を覚えましょう!

・チャットを表示したら、相手（メンバー）を追加しましょう。

① 「新しいチャット」ボタンをタップします。

②「宛先」欄に相手先の情報（名前・メールアドレスなど）を入力します。

③ 候補が表示されるので、候補からチャットしたい相手の名前をタップします。

④ メッセージを入力し 「送信」ボタンをタップします。



15

ＡＰＰＥＮＤＩＸ
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管理者設定 複数ユーザーの追加（事前準備）

■事前準備:リストの一覧を作成する（CSVファイル）
まとめてユーザーを追加するには、ユーザー情報の一覧を作成する必要があります。

■リストの一覧例

■リスト作成時の注意点
１．1行目のA列～O列は固定です。
２．ユーザー名、表示名は必須項目です。
３．ドメイン名は間違えないように登録してください。
※間違えた場合は、登録実施時にエラー表示となりますので、編集後に再登録する必要があります。

登録するユーザー情報の詳細や、CSVファイルについては、
左の画面にあるリンクから確認してください。
※画面の詳細は次ページに記載があります。

リスト一覧のサンプル情報も取得が可能です。
必要に応じてご活用ください。
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管理者設定 「複数ユーザーの追加」（操作方法）

■ユーザーの追加

①「ユーザー」→「アクティブなユーザー」の
順にクリックします。

②「複数ユーザー」の追加をクリックします。
※ 表示がない場合は「・・・」をクリックすると

表示されます。

③「Browse」をクリックし、事前に準備したCSV
ファイルを選択します。

④ 「次へ」をクリックします。
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管理者設定 ライセンス割り当て

■ライセンス割り当て

① Microsoft Teams の商用クラウドを
「オン」に変更します。

②「次へ」をクリックします。

■結果の表示
・「送信して閉じる」をクリックします。
※登録ユーザーに対し、パスワードが通知されます。

分からなくなった場合は、パスワードの再発行が
必要となります。

■エラー表示が出た場合
・リストの入力情報を確認する必要があります。

編集後、再登録を実行してください。

以上で複数ユーザーの追加は完了です。
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パスワードの再発行方法（管理者用）

■管理画面

①「ユーザー」→「アクティブなユーザー」の
順にクリックします。

② 表示されたユーザーの一覧から、パスワードを
変更するユーザー名をクリックします。
※管理画面の表示方法はP4をご参照ください。

③ 表示された画面より「パスワードのリセット」
をクリックします。

④「リセット」をクリックします。
表示されているパスワードを利用者に通知してください。（右図） ⑤「メールを送信して閉じる」をクリックします。
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パスワードの変更方法（利用者向け）

■ホーム画面

① ホーム画面右上 をタップします。
※ホーム画面の表示方法はP9をご参照

ください。

② 表示された画面より「アカウントを表示」を
タップします。

③ 表示された画面を下にスライドし「パスワード
の変更」をタップします。

④ パスワードの変更画面にて、パスワードを
再設定します。
「送信」をタップします。

以上でパスワードの変更は完了です。
Microsoft Teamsにログインできるか確認
してください。
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付録

Microsoft Teams使い方マニュアル（PC編）
:https://aka.ms/TeamsManual_PC_Japanese

Microsoft Teams使い方マニュアル（モバイル編）
:https://aka.ms/TeamsManual_Mobile_Japanese

Microsoft Teams使い方ビデオ（各機能ごと）
:https://www.youtube.com/playlist?list=PLNyto1oCyhGKieY3c-ePOcf8f-pZ3gUs5
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