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初期設定マニュアル⽬次

DTEN. Confidential. The content of this presentation is proprietary and confidential information of DTEN. It is not intended to be distributed to any third party without the written consent of DTEN.
The specifications and information regarding the products in this manual are subject to change without notice. Functionalities/Extend features depending on both Zoom Room Software and DTEN Firmware updates

作成時の最新バージョン､Zoom Rooms 5.7.0, FW 2.6.1 にて説明しています

......................................................  3
......................................................   4
.......................................................   5
.......................................................   6
.......................................................  7

.......................................................   8
.......................................................   12
.......................................................   13

.......................................................    15

.......................................................    16

.......................................................    17
.......................................................   17
.......................................................   20
.......................................................   23
.......................................................   25
.......................................................   27
.......................................................   28
.......................................................   29

.......................................................   23....................................................... 30  
.......................................................   31

(1)  Time Zoon の設定
(2) ネットワークの接続
(3) システムの初期設定とソフトウェア更新
(4) 利⽤規約･ プライベートポリシーの同意
(5) アクティベーション

(5-1) Orbit 登録
(5-2) アクティベーション ‒ A
(5-3) アクティベーション ‒ B

(6) Zoom 初期画⾯
(7) ⽇本語化
(8) Zoomサインイン

(8-1) Zoomアカウントとのペアリングによる⽅法
(8-2) Zoomアカウントでのサインインによる⽅法)
(8-3) アクティベーション･ コードによる⽅法
(8-4) 展開コード (Deployment Code)による⽅法)

(9) ルームパスコード(ルームPIN) の設定
(10) ルームパスコード(ルームPIN) が分からなくなった時
(11) ⽇本語化した Zoom Rooms デスクトップ画⾯
(12) ⾳声コマンドを使わない設定
お問い合わせ先



Confidential 3

(1) Time Zoneの設定
• 本体起動後、Time Zone設定画⾯が表⽰されます
• あらかじめ､⽇本標準時間が選択されていますので､それをクリックします

👈
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(2) ネットワークの接続

① 有線LAN接続
• Time Zone設定後、⾃動的にネットワーク接続を開始します。

② 無線LAN接続
• “Select Wi-Fi Network instead”をタップ
• 利⽤可能な Wi-Fiネットワーク が表⽰されます。
• 接続する Wi-Fiネットワーク名（SSID）をタップ
• Passwordを⼊⼒
• Joinをタップし、Wi-Fiネットワーク接続を開始します。

※ 社内のセキュリティ管理の制約等で、インターネットに接続できない場合や
ネットワーク検索が⻑く続く場合には、スマホのテザリング機能を利⽤して、
セットアップまで完了させることをお勧めします
（プロキシ/IPの設定は、後から設定することも可能です）

ZZZZZ
ZZZZZ
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(3) システムの初期設定とソフトウェア更新

• ネットワーク接続が開始されると、システムの初期設定、
ソフトウェア更新のダウンロードを開始します

※ネットワークの通信速度により異なりますが、
完了までに15〜20分程度かかります
電源を切らずに、そのままお待ちください



(4) 利⽤規約・プライバシーポリシーの同意

• システムの初期設定とソフトウェア更新が完了すると、
利⽤規約・プライバシーポリシーの同意画⾯が表⽰されます

• □にチェックを⼊れて、I Agreeをタップ
• 同意後、DTEN Orbitの登録に進みます
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Activate Your DTEN

Go to DTEN.COM/ACTIVATE and input the code.

By continuing, you agree to the DTEN Terms of Use
and Privacy Policy Agreement

I have read and accepted the DTEN Terms of Use and Privacy Policy

I AgreeI Agree



(5)アクティベーション
アクティベーション 画⾯が表⽰されます
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Orbit にサインインしていない場合

P.13 ‒ 16 の (7-1) Orbit 登録 の⼿順にて登録を⾏って下さい

既に､Orbitへのアカウント登録を⾏っている場合

P.17 からの⼿順 (7-2) アクティベーション-A にて
簡単に登録出来ます

他に P.19  (7-3) アクティベーション-B の⽅法もあります

DTEN Orbit にユーザーアカウントを登録することにより､
1年間の製品保証およびDTEN Orbitサービスをご利⽤いただけます
必ず使⽤開始後､1ヶ⽉以内に登録してください

Activate Your DTEN

Go to DTEN.COM/ACTIVATE and input the code

R   W   G   7
A new code will automatically generate every five minutes

I have a code. Click here to activate

Continue Later



(5-1) Orbit登録

ここからは、端末（パソコン、スマホ、タブレット等）と、Mate を交互に操作します

端末操作（IE以外のブラウザを使⽤して下さい）
https://dten.com/activate にアクセス

DTEN Orbitの表⽰画⾯に従い、メールアドレスを⼊⼒し、
Next をタップ

Mate に表⽰された4桁のコードを⼊⼒
（コードは5分間隔で更新されます。）

ここで登録したメールアドレスに、確認メールが配信
されます
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https://dten.com/activate


(5-1) Orbit 登録 (続き) 

端末操作（メール）
DTEN <notifications@dten.com>より、②のメールアドレスに
確認メールが配信されます

メール本⽂の Verify Email Address をクリック

※(使⽤されているメーラーにより) 緑枠でリンク表⽰されない場合には、
下線部のリンクをブラウザにコピーペーストしてください
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(5-1) Orbit 登録 (続き)

• 端末操作（ブラウザ）
⑦ DTEN Orbitのユーザーアカウントを新規作成します。

ユーザーアカウント名、パスワードを設定し、Nextをクリック

⑧ DTEN Orbitのユーザーアカウント登録が完了しました
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(5-1) Orbit 登録 (続き)
DTEN Orbitサービスとは、ファームウェア更新など、ご⾃⾝でD7の設定をコントロールできるサービスです

• 登録が完了しますと、https://orbit.dten.com/profile からログインすることで、ベーシック版を無料で
ご利⽤いただけます
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https://orbit.dten.com/profile


(5-2)アクティベーション-A
Orbit に⼊り､ 画⾯左側の PERSONAL > Profile > DTEN Device をクリックします
⾃分の管理下にある DTEN製品が表⽰されている画⾯の右上､ Add deviceをクリックします
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👈
表⽰された Add deviceに､D7に表⽰されている 4桁のコードを⼊⼒します
(⼩⽂字でも構いません)

この⽅法が最も簡単です
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(5-3) アクティベーション-B

Add devices

アクティベートしたい D7の台数分､
Activation Codeを⽣成する

Orbitにログインして､Manage Device の画⾯右上の
Add devicesをクリック
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(5-3)アクティベーション-B (続き)

Click here をクリックして､
Orbitに表⽰された6桁のコードを
D7に⼊⼒する

この⽅法は､Adminとして全てのDTEN デバイスを⼀括して
管理するのに⾮常に有効です



(6) Zoom初期画⾯
• DTEN Orbit のアクティベートが完了（またはスキップ）すると、Zoom初期画⾯が表⽰されます
• Zoom Rooms のサインインを始める前に､⽇本語化します (後からでも結構ですし､もちろん英語のままでも構いません)
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(7) ⽇本語化

1. スクリーンのボタン以外の任意の場所を
⻑押しします

2. Switch Languagesが
表⽰されます

3. > マークをクリックし､
⽇本語を選択します

⽇本語に切り替わり



(8-1) Zoomアカウントとのペアリングによる⽅法
ZoomアカウントとD7とのペアリングを⾏います。

D7 操作
⻘いSign In (サインイン)ボタンをクリックし、
6桁のコードを表⽰させる

端末 (PCなど) 操作（IE以外のブラウザを使います）
https://zoom.us/pair にアクセス

メールアドレスとパスワードを⼊⼒し、サインインをクリック

(8) Zoom サインイン

Zoomへのサインインの⽅法は4通りありますが､
DTEN製品を初めて使⽤される場合には､分かり
やすいので､8-1 の⽅法を推奨いたします
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👈

PCのブラウザ画⾯

サインイン👈

サインイン

https://zoom.us/pair


(8-1) Zoomアカウントとのペアリングによる⽅法 (続き)

端末 (PCなど) 操作（ブラウザ）
D7 に表⽰された6桁のコードを⼊⼒し
続⾏をクリック

使⽤するルーム を選択し、完了をクリック
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👈



(8-1) Zoomアカウントとのペアリングによる⽅法 (続き)

端末 (PCなど)
成功と表⽰されます

D7 操作
D7 にポップアップウィンドウが
表⽰されますので
“はい､私です” をクリック
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デスクトップが⽇本語に



(8-2) Zoomアカウントでのサインインによる⽅法

Zoom アカウントでサインインします

ここをクリック
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メールでサインイン ⼊⼒する欄をクリックすると､
キーボードが表⽰されます



Zoomポータルにログインし､『+ルームを追加』をクリック
Roomの名前､場所 (例えば Tokyo Office 3F) などを設定します

Zoom ポータルから､先にroomを作製しておきます
社内で階層構造でRoom管理している場合には､この⽅が分かりやすいです

注意: D7 を会議室に設置して不特定多数の⽅が
使⽤される場合には､Zoom Rooms ライセンスが
必要です
個⼈が､⾃宅などで使⽤される場合には､パーソナル
Zoom Rooms (PZR) でもサインイン出来ます
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(8-2) Zoomアカウントでのサインインによる⽅法) ‒ 続き

+ルームを追加👈



1. メールアドレス､パスワードを
⼊⼒し､サインインをクリック

3. Zoom ポータルで､他のZoom Rooms機器と合わせて
⼀元管理が出来ます
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2. 前のページで作成した
ルームを選択

abc@def.co.jp

xYz123

👈

(8-2) Zoomアカウントでのサインインによる⽅法) ‒ 続き



(8-3) アクティベーション･ コードによる⽅法
Zoom ポータルで⽣成した､16桁のZoom Rooms Activation Codeを
D7 に⼊⼒ します

Zoom ポータルでの⽣成に
ついては､次ページを参照して下さい

ここをクリック
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16桁のコードを⼊⼒すると､
D7 にポップアップウィンドウが表⽰されますので、
“はい､私です” をクリック

アクティベーションコードを⼊⼒

👈



Zoomポータル (zoom.us) にログインし､
管理者 > ルーム管理 > Zoom Rooms から､
ルームプロファイルのタブで､

Basic で表⽰される アクティベーションコード
(Activation Code) を⽬のアイコンをクリックし
て16桁のコードを表⽰させます
新たに再作成する事もできます
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(8-3) アクティベーション･ コードによる⽅法 (続き)

👈



(8-4) 展開コード (Deployment Code) での⽅法
次のページの⽅法で､Zoom ポータルで⽣成した､4桁のDeployment Codeを D7に⼊⼒ します

D7 に ポップアップウィンドウが
表⽰されますので、“はい､私です” をクリック

Zoom ポータルでの⽣成に
ついては､次ページを参照して
下さい

ここをクリック
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展開コード

👈



Zoomポータル (zoom.us) にログインし､
管理者 > ルーム管理 > Zoom Rooms から､
ロケーションの右の編集ボタンをクリック

Basic で表⽰される展開コード (Deployment 
Code) を､⽬のマークをクリックして4桁のコー
ドを表⽰､ないし新たに⽣成する
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(8-4) 展開コード (Deployment Code) による⽅法 ‒ 続き

展開コード👈

編集👈



(9) ルームパスコード(ルームPIN) の設定 (パーソナルZoom Roomsアカウントの場合のみ表⽰されます)

ルームパスコード(ルームPIN)は、スクリーンロック設定､解除や様々な設定変更などで使⽤します

6桁のパスコードを設定します
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確認の為、同じパスコードを⼊⼒します

注意 : Zoom ポータルにアクセスするための
パスワードや､ミーティングパスコードとは
違います
覚えやすいコードにする事をお勧めします

設定変更しようとする時に
⼊⼒が必要になります



(10) ルームパスコード(ルームPIN)が分からなくなった時
ZRアカウントでサインインした場合､Zoomポータルで
予め､⾃分で設定していなければ)､適当なコードが初期設定
されます

D7の様々な設定を変更する時にはルームパスコードを
⼊⼒する必要がありますので､確認し､早めに⾃分で
設定変更する事をお勧めします
確認⽅法は､Zoom ポータル (Zoom.us) にログインし､
画⾯左側のZoom Roomsから､⾃分のルームを選択して
Room Settings をクリック
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👈

👈

ルームのパスコードで､確認と変更が出来ます

ß よく有ります!!
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初期設定が終わり､Zoom Roomsのサインインが完了するとと､この様なデスクトップ画⾯になります

(11) ⽇本語化した､デスクトップ画⾯
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ZR 5.7.0 から⾳声でミーティングが始められるのですが､英語のみの対応です

この⾳声認識アイコンをクリックしておけば､上の様なメッセージが出なくなります

👈

(12) ⾳声コマンドを使わない設定



l お問い合わせ先
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DTEN support (Global) :

Email: support@dten.com

Chat: dten.com

Phone: +1 866-936-3836

DTEN サポート(⽇本) :

Email: kurotaki.shinichi@dten.com
Phone: 03-5532-7234

mailto:support@dten.com
mailto:kurotaki.shinichi@dten.com

