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リモート点検～はじめに

〇リモート点検へご協力いただきありがとうございます。

リモート点検は、飲食店の皆様の感染防止対策状況をご確認する方法として、Zoomによるビデオ通

話を利用し、店舗の点検を実施する取組です。

はじめにお読みください

✔ 店内の様子を撮影していただきますので、カメラ・マイク・スピーカーを備えたスマートフォン、タブレット端末
などの機器及びインターネット回線が必要となります。事前にご準備をお願いいたします。

✔ 本システムは無料で使用できますが、リモート点検にかかる通信料は事業者様のご負担となりますの

でご注意ください（10分間で約80MB～100MBの通信量となります）。

ファイルのアップロードやビデオ通話のご利用に際しては、Wi-fiに接続しての利用をおすすめしております。

✔ リモート点検は、Zoomによるビデオ通話を利用します。

リモート点検の流れ

日程調整

(希望日を

予約)

点検実施

点検実施後

ビデオ会議システムミーティング URL

（Zoom URL））へアクセスし

点検を受ける

点検結果のメール受信

点検完了

<再確認項目なしの場合> <再確認項目ありの場合>

再確認項目を確認の上、

初回同様、予約手続きを行う

再点検当日、ビデオ会議システム

ミーティング URL（Zoom URL）

へアクセスし点検を受ける

※ ：リモート点検システム上で行う操作

点検案内メールを受信

パスワード設定・ログイン

点検日の案内メール受信

システム上で希望日を予約

<Zoomの場合> <動画又は写真アップロードの場合>

再確認項目を確認の上、

動画又は写真をアップロード

✔ Zoomを利用するにあたり、iPhoneの方はZoomアプリのインストールが必要となります。事前にご準備

をお願いします。

キャンセル期限まではキャンセル可能

<点検2日前>

ビデオ会議システムミーティング URL

（Zoom URL）の

案内メール受信

点検済証を発行します



ステップ１

・ログイン

・日程調整

・日程確定又は

日程再調整

・リモート点検実施



リモート点検～ログイン

② （初回ログイン時）画面の指示に従い、新しいパスワードを設定する。

① 東京都から送付のメールに記載のURLにアクセスする。

※ユーザー名は初回送信メールにのみ記載されているので、メールは大切に保存してください。

③ （2回目以降）「ユーザ名」にログインIDを、「パスワード」に登録したパスワードを入力し、ログイン

する。



① 提出手続き中と表示されている「MA-」で始まる番号を押下します。

※

＜パソコン>

＜スマートフォン>

番号を押下

番号を押下



② 【点検種別】が「リモート点検」となっていることを確認します。日程調整欄の日付を押下するとカレン

ダーが出ますので、ご希望の日を押下して下さい

※予約は3開庁日以降かつ30日以内の日付で可能です。

＜パソコン>

クリック

＜スマートフォン>

押下するとカレンダーが
表示されるので、希望
する点検日付を押下

押下するとカレンダーが
表示されるので、希望
する点検日付を押下



③ 選択した日から1週間分の選択可能な日付一覧が出ますので、希望する日付を選択してください。

※別の週に移動したい場合はそれぞれ、「前週」又は「翌週」を押下してください。

続いて、時間帯を選択してください。

＜パソコン>

＜スマートフォン>

希望する日付を
選択

※「不可」表示の箇所は
選択できません。

希望する時間帯を
選択

希望する日付を
選択

※「不可」表示の箇所は
選択できません。

希望する時間帯を
選択



リモート点検～日程調整～

⑤ ④の作業後、予約が完了し、画面に予約情報が表示されます。

・【申請状況】：「リモート点検日確定」

・【リモート点検日程調整】：リモート点検日時が表示される

※予約をキャンセルする場合は、P.9を参照してください。

左記の予約日程が正しいことを確認し、
「はい」を選択。

リモート点検の2開庁日前になりましたら、

メールにてビデオ会議システムミーティング URL

（Zoom URL）をご連絡させていただきます。

ビデオ会議システムミーティング URL（Zoom 

URL）は【ビデオ会議システム】欄からもご確認い

ただけます。

予約完了後表示されます

予約完了後表示されます

リモート点検の2開庁日前になるとビデオ会議システム
ミーティング URL（Zoom URL）が表示されます

④ 予約確認画面が出ましたら、「はい」を押下してください。

＜パソコン>

＜スマートフォン>

予約完了後表示されます

リモート点検の2開庁日前になるとビデオ会議システム
ミーティング URL（Zoom URL）が表示されます



〇 リモート点検前日までであれば、予約済みのリモート点検のキャンセルが可能です。

〇 以下の手順に従い、予約のキャンセルを行ってください。

〇 予約キャンセル後、3開庁日以降かつ30日以内の日付で、再予約をすることが可能です。

＜パソコン>

予約キャンセル手順

「予約をキャンセル」を
押下

「はい」を
押下

予約キャンセルの手続き後、

予約キャンセルをお知らせす

るメールが送付されます。

予約キャンセル後の再予約

〇 再度予約のお手続きをお願いします（P.5～P.8参照）

〇 再予約後、予約完了のメールが送付されます。

＜スマートフォン>

「予約をキャンセル」を
押下

「はい」を
押下



① 点検日時になりましたら、リモート点検マイページ又はメールに記載のビデオ会議システムミーティン

グ URL（Zoom URL）を押下し、リモート点検を実施してください。点検開始の5分前から入室が

可能です。

※ リモート点検はZoomを利用します。ビデオ会議システムミーティング URL（Zoom URL）からビデオ

通話にアクセスしてください。店内の様子を撮影していただきますので、カメラ・マイク・スピーカー機能

のある端末でアクセスしてください。

※ Zoomではインターネットを利用してビデオ通話を行います。10分間で約80MB～100MBの通信

量となりますので、Wi-Fi環境下でのご利用を推奨します。

＜パソコン>

＜スマートフォン>

押下

押下



リモート点検～リモート点検実施（Zoom操作：スマートフォンの場合）～

■スマートフォンにZoomアプリが入っている場合

※スマートフォンやタブレット端末で点検を行われる場合は、Zoomの無料アプリを事前にインストールすると

スムーズに点検が実施できます。

iPhoneの場合はZoomアプリの利用が必須となりますので、事前にご準備をお願いします。

※アプリのインストール時にマイクとカメラへのアクセスについて許可を求められることがありますが、「許可」を

押してください。

① リモート点検マイページに表示されるビデオ会議シ

ステムミーティング URL（Zoom URL）を押下す

ると右の画面が出ますので、“Join Meeting as 

an Attendee”を押下し、Zoomにゲストとして参

加します。

② コロナ対策リーダー又は点検担当者の方のお名

前を入力し、”続行”を押下します。

※ミーティングパスコードの入力を求められた場合は、

メールに記載の電話番号までお問合せください。

“Join Meeting as an 

Attendee”を押下

■(iPhoneの方) Zoomアプリのインストール

① App Storeの検索窓に「Zoom」と入力し、「ZOOM Cloud Meetings」を選択します。

② 「入手」をタップし、アプリをダウンロードしてください。



リモート点検～リモート点検実施（Zoom操作：スマートフォンの場合）～

④ 画面下部に表示されるビデオマークで、ビデオがオンになっていることを確認してください。

店舗の様子を撮影できるように、カメラマークを押下し、アウトカメラに切り替えてください。

※カメラマークは、ビデオマークがオンになっていないと表示されません。

⑤ 点検が終了しましたら、Zoom画面から退出してください。

カメラマークを押下し

アウトカメラに切り替える

ビデオマークがオンになっているか

確認してください

ビデオがオンの状態

ビデオがオフの状態

カメラマークが

表示されない

この表示になっている場合は、

「ビデオの開始」を押下し、オン

に切り替える

③ マイク、カメラへのアクセスについて許可を求められたら、”OK”を押下します。



リモート点検～リモート点検実施（Zoom操作：スマートフォンの場合）～

■スマートフォンにZoomアプリが入っていない場合（Androidのみ可能）

・スマートフォンにZoomアプリが入っていない場合、パソコン版に切り替える操作を行うことで、

アプリをインストールしなくてもZoomの利用が可能です。

※iPhoneの場合はZoomアプリの利用が必要となります。

① ビデオ会議システムミーティング URL（Zoom 

URL）を押下後の画面で、右上の三点ボタン

を押下します。

② “PC版サイト”のチェックボックスにチェックを入れます。

③ パソコン版サイトの画面表示に切り替わります。

④ “Launch Meeting”を押下すると、 “Join from 

Your Browser”が表示されるので、これを押下

します。

⑤ 以降、次ページの【Zoom操作：パソコンの場合】（P.14②～）をご参照ください。

チェック

“Launch Meeting”

を押下

“Join from Your 

Browser”が表示されるので、

これを押下

押下



リモート点検～リモート点検実施（Zoom操作：パソコンの場合）～

③ ミーティングパスコードの入力を求められた場合は、メールに記載の電話番号までお問合せください。

④ 録画同意の画面が出てきたら”続行”を押下します。

⑤ 画面下部に表示されるビデオマークで、ビデオがオンになっていることを確認してください。

オフになっている場合は、オンに切り替えをお願いします。

⑥ 画面左上のカメラマーク を押下し、カメラをインカメラからアウトカメラに切り替えてください。

店舗の感染対策状況がよく分かるように撮影をお願いします。

⑦ 点検が終了しましたら、Zoom画面から退出してください。

① リモート点検マイページに表示されるビデオ会議システムミーティング URL（Zoom URL）を押下すると

下の画面が出ます。“Launch Meeting”を押下すると、 “Join from Your Browser”が表示されるの

で、これを押下します。

② コロナ対策リーダー又は点検担当者の方のお名前を入力し、”参加”を押下します。

“Launch Meeting”

を押下

“Join from Your 

Browser”が表示されるので、

これを押下

※パソコン版アプリをご利用される場合は、初回起動時にマイクとカメラへのアクセスについて許可を求められ

ることがありますが、「許可」を押下してください。



ステップ２

【点検完了の場合】



① Zoomによるリモート点検の実施後、点検完了のメールが送付されます。

リモート点検マイページ画面の【申請状況】に「点検完了」と表示されます。

以上で点検は終了となります。

ご協力いただきありがとうございました。

＜パソコン>

＜スマートフォン>



ステップ３

【再確認の場合】



① Zoomによるリモート点検の実施後、再確認をお知らせするメールが送付されます。

メールに記載されている再確認項目をご確認ください。

※リモート点検マイページ画面の【申請状況】に「再確認」と表示されます。

② 再確認は、ビデオ通話又は事業者の方による動画若しくは写真のアップロードで行います。

■ビデオ通話で実施する場合

・再確認をお知らせするメールに記載のURLから、リモート点検の予約をお願いします（P.5以降参照）。

・リモート点検の2開庁日前になりましたら、メールにてビデオ会議システムミーティング URL（Zoom 

URL）をご連絡させていただきます。

点検日時になりましたら、リモート点検マイページ又はメールに記載のビデオ会議システムミーティング URL

（Zoom URL）を押下し、リモート点検を実施してください（P.10以降参照）。

■動画又は写真アップロードの場合

・再確認項目の改善状況について、以下の手順を参考に該当の動画又は写真のアップロードを

お願いします。

【点検結果コメント】に、再確認が必要と
なる個所を掲載しています。

対策状況が分かる動画又は写真をアップ
ロードしてください。

＜パソコンによるアップロードの方法>

押下



・正常にアップロードされると以下の画面になります。

ポップアップが出現

アップロードしたファイルが反映
されます

＜スマートフォンによるアップロードの方法>

【点検結果コメント】に、再確認が
必要となる個所を掲載しています。

対策状況が分かる動画又は画像を
アップロードしてください。

次ページへ続く

押下



東京都が対策状況を確認し、結果を後日メールにてご連絡いたします。

押下

・正常にアップロードされると以下の画面になります。

ポップアップが出現



Ｑ＆Ａ



リモート点検～Q&A

A1 以下の窓口までお問合せください。

【徹底点検 TOKYOサポート事務局】

電話番号：メールに記載の電話番号までお問い合わせください。

Q1 メールが届いていない。どうしたら良いか。

A2. 以下の窓口までお問合せください。

【徹底点検 TOKYOサポート事務局】

電話番号：メールに記載の電話番号までお問い合わせください。

Q2. メールアドレスを変更した。どうしたら良いか。

A4. 以下についてご確認ください。

Q4. Zoomに入れない、Zoomに入ったが音声が聞こえない。

A3. 以下の窓口までお問合せください。

【東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター】

電話番号：03-5388-0567

開設時間：9時から19時まで（土日祝日含む毎日）

Q3. 店舗情報が間違っている、店舗情報を修正したい。

A5. ビデオ会議システムミーティング URL（Zoom URL）が正しく入力されているかご確認ください。

正しく入力されている場合、【徹底点検TOKYOサポート事務局】までお問合せください。

Q5. 時間を過ぎても点検員がログインしてこない。

➡改善されない場合は、【徹底点検 TOKYOサポート事務局】までお問合せください。

考えられる原因 対応

・通信機器の接続状況が不安定 ・通信環境をご確認いただき、電波が良好に受信

できる場所に移動するなど、お試しください。

・ビデオ会議システムミーティング URL（Zoom 

URL）が正しく入力されていない

・URLの文字が切れていないか、余計な文字や空

白が入っていないか、ご確認ください。

・ミーティング開催時刻ではない ・Zoomへは、点検の5分前から入室が可能になり

ます。ミーティング開催時刻をご確認いただき、再

度Zoomへお入りください。

・「オーディオの開始」 がオフになっている又はマイク

がミュートになっている。

・「オーディオの開始」がオンになっているか確認して

いただいたうえ、マイクがミュートになっていないか確

認してください。



リモート点検～Q&A

A6. ログイン画面の「ログインできない方はこちら」から

お手続きをお願いします。

案内に従ってお手続きをしてもログインできない場合は、

【徹底点検 TOKYOサポート事務局】までお問合せ

ください。

Q6. ログインパスワードを忘れた/紛失した。

A7. 【徹底点検 TOKYOサポート事務局】までお問合せください。

Q7. ユーザー名を忘れた/紛失した。


