
oVice利用ガイド
基本操作
oViceには様々な機能があります。

http://www.youtube.com/watch?v=sRC7M7ItmIw
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マイクのオンオフなどを操作するメニューバー

離席、チャット機能などを使用する際のメニューバー

管理画面へ移動、

スペースから退出ボタン

スペース移動ができるメニューバー

※ビル化(複数スペース契約)している場

合のみ表示されます

oVice画面のアイコン



oVice画面のアイコン

左から

・ユーザー検索

・スケジュール

・チャット

・離席モード

1

左から

・マイクのオンオフ

・各種個人設定

・ミニマップ

・オブジェクト

2

3
クリックすると開閉

・スペース設定

・スペースから退室

4
カーソルを

合わせると開閉し、

別階層のフロア名が

表示されます

※ビル化(複数スペース契約)して

いる場合のみ表示されます



アバターの移動

マウスでアバターを

クリック!

ドラッグで手軽に

使ってみてください

行きたいところをマウスで

一度クリックすると移動方向が

表示されます

マウスをもう一度クリックするとアバ

ターが移動します

①ドラッグで移動 ②ダブルクリックで移動

アバターの移動方法は2種類あります!



ミニマップ

広いレイアウトで自分がどこにいるかわからなくなったときには、ミニマップ

機能が便利です
※Basicサイズ(50)のスペースには適用がございません

① 画面下部、白いメニューバーに注目！

マップのアイコンをクリック

② ミニマップが表示され、

自分のいる位置が赤いピンで表示されます

③ 行きたいところをクリックすると

瞬間移動が可能です



プロフィールの設定

① 自分のアバターをクリック！

右のペンの絵文字を開くと

アバター設定ページが開きます

② アバター/ 絵文字/表示名/自己紹介

入力後、右下の【変更を保存】を

クリック

アバター変更：アイコン右下 

　　　　　　　カメラマークをクリック

絵文字変更：アイコン右上 

　　　　　　半透明の円をクリック



カメラ・オーディオ設定

○
○
○
○ ○

画面下部、白いメニューバー

左から２番目、歯車マークを

クリックすると、設定画面が開きます

使用したいカメラ・マイク・スピーカーを

選択後、【保存】をクリック！

※マイクミュート時に使用するスピーカーを選択すること

で、イヤホンを外していても

音声を聞き取ることができます



会話機能

OFF ON Tips: ショートカット

マイクのボタンはスペースボタンで

ミュートの解除が可能です！

● アバターの周りに表示される黒い円はアバターから声が届

く範囲です。

● 黒い円の中にいる人だけが自分の声を聞くことができま

す。

● 向きたい方向をワンクリックすると円の向きを変更できま

す。

● 相手の方向を向いていなかったり、

離れたりすると声が小さく聞こえたり、

聞こえなくなってしまったりすることがあります。



チャット機能 画面右上  吹き出しアイコン

① 内容を入力

② 紙飛行機アイコンをクリックして送信完了

　 チャット送信のショートカットボタンは以下です。

　 Windows：Ctrl＋Enter　

 　Mac：Command＋Enter

個別でチャットを送りたい時には

メッセージの前に【半角＠表示名】をつけることで

DM形式のメンションチャットを送ることができます。

※チャットボックス内、右下の＠からもメンションを設定することができます

メンションの種類

@名前 メンションした個人だけに届きます。

＠all 
スペースにいる全ユーザーに届きます。

(通常チャットとの違いは通知の有無です )

＠here
自分のいるスペースに居る全てのユーザーに届きます。

スペース→スペースにいる人　会議室 →会議室内にいる人

＠会議室名

該当の会議室内にいる方にだけチャットが届きます。

※チャットボックス右下＠を選択すると候補最下部に会議室名

が出ます。

＠admin 管理者権限者所持者にのみ届きます。

＠member メンバー権限所持者にのみ届きます。

＠visitor 来訪者権限所持者にのみ届きます。
相手のアバターをクリック 相手のアバターをドラッグで範囲選択



オブジェクト 画面下部＋アイコン

画面共有 画面を共有することができる機能です。

ミーティング ビデオ通話を起動できる機能です。

スピーカー 一定の範囲に音声のみを届ける機能です。

メガフォン スペース全体に音声を届ける機能です。

YouTube YouTubeの動画を共有することができる機能です。

メモ
アイコンの範囲内で打ち込んだ文書の共有することができる機能です

(保存機能はありません)

埋め込み 特定のウェブサイトを、オブジェクトを通じて共有することができる機能です。

Zoom その場でZoomを立ち上げることができる機能です。

ショートカット：オブジェクトの立ち上げ

アバターから1cm程度離れた場所で右クリックしていただくと、ショートカットボードが立ち上がります。

※メガフォンはショートカットでは立ち上げることができません。



画面共有 画面下部＋アイコンをクリック

自分のPC画面を他の人に共有できます

1 2

① 共有したい画面を選択

② 右下 共有ボタンをクリック

画面共有できない場合

https://ja.ovice.wiki/904e69e887104006a28e2be0fabb0f0c

全画面、ウィンドウ、タブ単位で選択が可能です

音声共有時にはチェックが必要です

https://ja.ovice.wiki/904e69e887104006a28e2be0fabb0f0c


ミーティング・カメラ

画面下部＋

アイコンをクリック
1 2

ミーティング立ち上げ後、画面下部 メニューバーに表示されるビデオアイコンをクリックすると、

ビデオカメラが起動します。

他メンバーがビデオ通話に参加する際は、

オブジェクトのアイコンを1度クリックすると線で繋がれます。

※ミーティングとカメラの違い※

ミーティング：線で繋がった全員がビデオのON/OFFを切り替えることが可能

カメラ：線で繋がっても、ビデオを使用できるのが立ち上げた方のみON/OFF可能



メガフォン
画面下部＋

アイコンをクリック
1 2

スペースにいるすべての人にアナウンスができます

※ スピーカを起動した人のアイコンの上に赤いメガフォンマークが表示されます

※ 画面上部に【◯◯さんが全体アナウンス中！】と表示されます

＜メガフォンとスピーカーの違い＞

メガフォン：スペース全体に声を届けられるが

　　　　　　相手の声を聞き取ることはできない

　　　　　　例）司会者のアナウンス

スピーカー：スピーカーオブジェクトに繋がっている方の声を

                          円の範囲内に届けることができます

例）音声だけのグループトーク



YouTube 画面下部＋

アイコンをクリック
1 2

他の人と同時にYoutube動画の視聴ができます

1. シェアしたいYoutubeの動画URLを入力

2. 【load】ボタンをクリック

3. 画面中心部の再生ボタンを押すと再生が始まります



メモ
画面下部＋

アイコンをクリック
1 2

リアルタイムでメモを残すことができます

記入したメモは、誰かがご自身のアイコンに近付いた際に表示さ

れます。

メモを残している人からはメモのアイコンが表示されます。

※メモにバックアップ機能はありません。

（閉じると完全に削除されます）

※メモの編集を行えるのは立ち上げた方のみです。

  (共同編集はできません。)

使い方の例

・ご自身のステータスを表すツールとして

・誰かにメッセージを残す手段として



埋め込み
画面下部＋

アイコンをクリック
1 2

特定のウェブサイトを共有することで、一緒に作業や情報を共有することができます

1. 共有したいURLを入力

2. 【Load】ボタンをクリック

※他サイトへの埋め込みを許可しているウェブサイト以外は

共有することができません

埋め込みタブを利用して GoogleスライドやPDF、YouTubeを表示する方法

https://ja.ovice.wiki/3b5d23a50d464ee687a06498d5b2c665


Zoom 画面下部＋

アイコンをクリック
1 2

oViceからZoomを立ち上げることができます

※ポイントの確認方法※

Zoomのご利用はスペース単位のポイント制です。

Zoomオブジェクトを立ち上げると、

使用した時間と残り時間を確認できます。

💡Zoom連携の詳細はコチラ

1. Zoomオブジェクトを立ち上げる

2. 別タブでZoomが立ち上がります

3. アプリ版のZoomにアクセス

＜Zoomへの参加方法＞

oVice上でZoomオブジェクトへ参加する

or

招待URLを参加者へ連携し oVice外からアクセス

https://ja.ovice.wiki/2551bb0d4a094881aa0e6dd3b4eef784


【番外編】固定オブジェクト

スペースに常設で看板やオブジェクトを設置することができる機能です。（スペース管理者が設定可能です）

ご自身で立ち上げていただくオブジェクトとは違い、

固定オブジェクトはメンバー・アドミン権限をお持ちの方以外は

作成することができません。

設定された使用者の権限によっては、接続できない場合もございます。

ホストのいないミーティングオブジェクトが固定設置されているケースもありま

す。

テーブルの上などに設置しておくことで、ワンクリックで繋がることができ、メン

バー全員がスムーズにビデオ会議をすることが可能です。

動画が見れるエリアの拡大縮小は動画の画面右上の

【×1】の表示から、プルダウンで選択可能です。



会議室/サイレントルーム

入室方法

該当の会議室・サイレントルームの

上をワンクリックする

会議室外の声は聞こえず、中の声も漏れないためプライベートな会話をす

る際に最適です。

入室後、鍵をかけることができるため他の人が入室することを防ぐことがで

きます。

入室すると自動的にミュートに変更され、

音声を発すること・聞くことができません。

集中作業中やWeb会議中、電話中に入る場所として推奨しております。

退室方法

画面右上

退出アイコンをクリックする

会議室の種類



離席モード

スペースから一時的に離席することができます（例）ランチ休憩・トイレ休憩

1. 画面右上  コーヒーカップのアイコンをクリック

2. 離席メモを入力することができます

3. スペースに戻るを押すと、離席状態が解除

※ 離席中のユーザーの見え方

ワークスペース画面下の枠外にアイコンが表示されます



リアクション

チャットを開いていない状態で英字を入力するとアバターの上に赤い文字が表示されます。

上記の英単語を入力すると絵文字でのリアクションが可能です。



ユーザー検索

話しかけたい相手のいる場所を、ワンクリックで検索することができます

1. 画面右上の人が2人重なったアイコンをクリックする。

2. User Listから探したい相手の名前をクリックして、探したい相手

のアカウント名から検索することも可能です。

3. 相手の現在地を確認できます。

ACTIVE：全てのログイン中のユーザー

AWAY：離席中のユーザー

OFF-LINE：メンバー以上の権限をもつアカ

ウントのうち、オフラインのユーザー

＜使うタイミング＞

スペースが広く、対象のユーザーを見つけづらい時


