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Miroアカウント登録⽅法

チームの新規作成/切替をする・ボード設定確認を⾏う
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ボード内を検索する/ボードの表⽰⽅法を変更する
全てのボードを確認する・新規ボードを作成する

ボードに名前やロゴをつける

アクセス権限を管理する

各機能の説明

Miroを上⼿に使うヒント「テンプレート機能」
ボード内マップの使い⽅

Jira�Softwareとの連携
Slackとの連携
Google�Driveとの連携
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MIRO（ミロ）とは？

Miroとはホワイトボード型オンラインコラボレーションツールです。
中⼩企業からエンタープライズ企業、⼤学などの教育現場まで幅広い層

で導⼊・活⽤されています。企画会議のアイデア出しでのコラボレーシ

ョンはもちろん、新⼊社員へのオンボーディング研修やスライドショー

を活⽤したプレゼンテーション等、様々な⽤途にコミットした製品にな

ります。

はじめに
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Miroアカウント����
Miroを使うためにはアカウント登録が必要です。
ここではアカウントの登録⽅法を解説します。

3.Miroから受信した６桁の数字コードを⼊⼒します。
※コードが届くまで数分かかる場合有

2.新規登録(sign-up�Free)を選択し、必要項⽬
を⼊⼒します。

⼊⼒後登録(Get�started�now)を選択します。
※Googleアカウント等での登録も可

1.Miro公式サイト上部にある新規無料登録
(Sign�up�Free)を選択します。
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http://miro.com/


5.部署やチーム名、あなたの職場でのポジシ
ョンを⼊⼒します。また、会社規模(従業員
数)を選択し、登録完了(Set�up�and
continue)を選択します。

4.数字コードの⼊⼒が完了したら、登録する
メールアドレスを確認する(Confirm�your
email)を選択します。

6.これで登録完了です。
ボードユーザーの追加は、ボードリンクをコピ

ーするか、招待状メールを送信(Send
invitations)で追加できます。ユーザーの追加
がない場合スキップを選択してください。
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① ②

③

Miroのボードを知ろう
この章ではMiroの基本的な使い⽅を3つのエリアに分けて解説します。

①チームやプロジェクトの追加/切替をする
 ボード設定等を⾏う

②�ボード内を検索する/ボードの表⽰⽅法を
変更する

③作成したボードの⼀覧を確認する
 ボードの追加を⾏う

プロジェクト新規作成にスキップする→ P8
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① ②

③

チームアイコン�チーム切替

＋ボタン���チーム作成 

�チームの新規作成/切替をする・ボード設定確認を⾏う

部署やチーム毎にボードを使い分け

る事が可能です。

また、閲覧/編集できるボードやチー
ムもアクセス権限を持つ管理者が管

理をする為、外部ユーザーとのコラ

ボレーションも可能です。
プロジェクトを��作成・��作成する 

Miroデフォルトボード

チーム��の��/�更/��チーム作成

現在開いているチームのボード⼀�

お気に�り��したボード⼀�

テンプレート⼀�

消�したボード⼀�（��30⽇�まで）

バックアップをアップロードする

1

※��チームの作成はエンタープライ
ズプランのみ利⽤可�です。
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プロジェクトを追加する場合は、「追加」（＋Add）を選
択し、プロジェクト名を⼊⼒してください。

新しく作成するプロジェクト内に既存のボードを移動する

場合、プロジェクト名の下にある「ボードを追加する」

（＋Add�board）を選択し、同期するボードを選択してく
ださい。

ユーザーを追加する場合はその横の「ユーザーの追加」

（Add�members）を選択してください。

プロジェクトの新規作成

プロジェクトに参加していないチームユーザー（新規ユーザーを含

む）にも閲覧を許可する場合は設定をオンにしてください。 

チーム内で新しいプロジェクトが発⾜した際やプロジェク

トでボードの管理を⾏いたい場合等に、有効な設定になり

ます。プロジェクトの追加は、管理アドミン以外のユーザ

ーも可能です。
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確認したいボードの検索や、ボードの

表⽰⽅法を変更する事が出来ます。

また、⾃分のアカウントの設定やMiro
のフィード/ヘルプの確認ができます。

マイアカウント��

ボード�索

リスト�⽰

フィード

ヘルプ

グリット�⽰

Last opened:��閲�⽇順
Last modified:��更�⽇順
Alphabetically:アルファベット順
Last created:��作成⽇順

Owned by anyone:作成された�ボード
Owned by me:⾃�が作成したボード
Not owned by me:他ユーザーが作成したボード

① ②

③

9

�ボード内を検索する/ボードの表⽰⽅法を変更する2



① ②

③

① ②

③

業務の⽤途別にボードを作成する事が

でます。

新規作成する場合は�＋�New�board�を
クリックすると作成してください。

また、この画⾯で今まで作成された全

ボードを確認する事ができます。

現在アクティブなボードには閲覧⼜は

編集しているユーザーのアイコンが表

⽰されます。

現在閲�/��
しているユーザー

プロジェクト

ロゴ/��

お気に�りボード

��ボード作成 ボード�
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全てのボードを確認する・新規ボードを作成する3



この章では、ボード内の設定やアイコンの説明や使い⽅の解説をします。

��に使ってみよう第2章

ボードに名前やロゴをつける

アクセス権限を管理する

各機能の説明

左サイドバー

上部のバー

下部のバー

Miroを上⼿に使うヒント「テンプレート機能」
ボード内マップの使い⽅
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ボードの⽤���をする

ボード�

シェアする��する

ロゴを

��する

ボードを

消�する
ボードの⼀�をロゴ

の代わりに使⽤する

Owner�作成者
Created�作成⽇
Last modified�����⽇
Location�ロケーション

②

ボードに名前やロゴをつけ

ることで、ボード⼀覧より

素早くそして正確にアクセ

スしたいボードに進むこと

ができます。

③

④

⑤

�ボードに名前やロゴをつける
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①

③

④

⑤

チーム内�∕外のアクセス権設定

ボードリンクをコピー

チーム外の招待したいユーザーの

メールアドレス⼜はTeam/slackの情報を⼊⼒

共有設定

：閲覧のみ

：閲覧とコメントのみ

：閲覧・編集可能

：アクセス権限なし

：ボードの管理者のみ

：全チーム内ユーザー

：アクセス権限を持つチームユーザーのみ

ボード内検索

アクセス権限を持っている

ユーザーのみで、閲覧また

は編集ができます。

他部署や外部とのコラボレ

ーションを⾏う際に便利で

有効な設定です。

ボード閲覧者

各
種
設
定

�
�
�

�
�
�
�

アクセス権限を管理する
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ポストイット機能

テンプレート機能

テキスト機能

⽮印/接続線機能

ちょっとしたアイデア出しに。

16のカラーから選べます。
また連続投稿（Bulk�mode）モー
ドは、アイデアを連投できます。

ワークショップや企画会議、デザ

イン選定の際等の幅広いビジネス

⽤途に対応しています。

ボードに直接書込みをする際や⻑

⽂を打込む際に便利な機能です。

背景カラーの挿⼊も可能です。

⼯程を⽰す際や、関連性のあるポ

ストを連携させたい場合等に有効

です。(接続線1種/⽮印2種)

⼿書き機能

⽂字や図形等の書込みが出来ま

す。蛍光ペンで必要箇所にマーク

をすることもできます。ペンの太

さや⾊も変更できます。

図形機能

各機能 左サイドバー

円や四⾓はもちろん、⽮印や星

型、吹き出し等10種類以上の図形
が使⽤できます。

詳細はP17へ
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コメント機能

フレーム機能

アップロード機能

ノート機能

エクスポート機能

元に戻す/やり直し

ボード内でのコラボレーションを

内容ごとにフレームでまとめる事

が出来ます。フレームサイズのも

Ａ４や⼿紙サイズ等⽤途に合わせ

ての変更が出来ます。

画像や動画などをボードにアップ

ロードする事が出来ます。⾃分の

ドライブからはもちろん、URLア
ップロードもできます。

簡単なアジェンダを作成する際に

便利な機能です。画像などボード

のデータをそのまま移⾏して使⽤

もできます。

間違った操作をしてしまった際

や、なんらかの操作のやり直しを

したい場合に有効な機能です。
(※32⼿まで)

各機能 左サイドバーと上部バー

相⼿の意⾒に対してのフィードバ

ックや質問等をコメントとして残

せる機能です。吹出しを選択する

と内容が確認できます。＠メンシ

ョン機能も使⽤できます。

ボードデータをイメージやPDF等
に、またオリジナルテンプレート

として落しこむ事が出来ます。
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スライドショー機能

ボード上でプレゼンテーション資

料を作成した場合や、フレームと

して保存したデータをスライドシ

ョーとして発表ができます。

コメント確認機能 画⾯共有機能

ボード上の全コメントが⼀括で確

認出来ます。コメントをクリック

するとコメントをしたポストイッ

ト等のデータへ⾃動ジャンプをし

ます。

⾃分の画⾯を他のユーザーへ共有

する事が出来ます。⾃分が代表し

て作業を⾏う際や、⾃⾝の成果を

発表する際等に有効な機能です。

各機能 下部のバー

タイマー機能

タイマーを設定して、アイデアや

意⾒出しを⾏う際に便利な機能で

す。制限時間を設けることで効率

且つスピーディーに業務を⾏う事

が出来ます。⾳楽も選べます♪

ボード編集履歴

ボード編集の全履歴が確認できま

す。⽇時も記載されており、いつ

変更や追加を誰が⾏ったのかを追

跡する事が出来ます。

投票機能

アイデアや意⾒の最終決定や絞り

込みを⾏う際に便利な機能です。

投票を⾏う画⾯を選択し、投票時

間や、投票券の投与を⾏い投票を

します。複数投票も可能です。
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Miroを上⼿に使うヒント
悩みからテンプレを選ぼう

Case1
アイデア収集や意⾒をグループ化したい

Case3
タスク・課題を⾒える化したい

Case2
ペルソナの動きを時系列で⾒える化したい

Case4
問題の細分化・新規アイデアの模索をしたい

・何から始めたらよいかわからない

・問題の全体像を把握したい

・課題の整理がつかない

・漠然とした課題がある

➡�親和性図法

・作業⼯程に無駄がある

・リリース予定製品の計画をたてたい

・効率よくタスクを管理したい

➡��カンバン図法

・顧客のインサイトを深く理解したい

・顧客の購買⾏動におけるフェーズを理解したい

➡�カスタマージャーニー図法 (Customer�journey�Map)

・会議が煮詰まる

・会議前のウォーミングアップ

・新しい企画を⽣み出したい

・アイデアの幅が狭まっている

➡�ブレインストーミング図法 (Random�word�brainstorming)

(Affinity�Map)

(Kanban)

17
Miroでブレストする⽅法とは？

https://blog.innoov.io/online-brainstorming-miro


① ②

③

④

�
�
�
�
�
�
�

ズーム率ズーム設定マップ表⽰/⾮表⽰ ボード全体表⽰

閲覧中エリア

ボード全体
ボードの縮⼩率やフルスク

リーン等の設定の他、ボー

ド全体の使⽤状況を確認で

きます。

ボード内マップの使い⽅
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①Miro＋�Jira

Jiraとは:�
チームのタスクやスケジュール

を共有し、タスク管理や、進捗

管理などを⾏いプロジェクト全

体の管理を⾏う課題管理ツール

です。

②Miro＋�Slack

Slackとは:�
チーム内で円滑にコミュニケー

ションを取る事ができるビジネ

ス・コミュニケーションサービ

スツールです。

③Miro＋�Google�Drive

Google�Driveとは:
画像や動画、会議資料等を簡

単・効率的に保存共有できるオ

ンラインストレージサービスツ

ールです。

第3章

最後の章では、他製品製品（アプリケーション）とMiroを連携してみましょう。3つ解説しますが、連
携が可能な製品はこの他にも多数ございます。詳しくはこちらをご参照ください。
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Miro上でアイデアを出し合い、
取り組むべきタスクが⾒えた際

に使える機能です。ポストイッ

トに書出したタスクをそのまま

簡単にタスク化し管理できま

す。Jiraと連携しているので、
内容等をJiraにもう⼀度書き直
す必要もありません。

MiroでJiraを使⽤する為にはアプリの追加ダウン
ロード設定が必要です。

Jira

2.必要事項を選択・記⼊します。
記⼊が終わったら完了（Convert）をクリック
すると、ポストイットがJiraのタスクカードへ
変化します。カードをクリックすると詳細が確

認できます。

1.タスクにしたいカードを選択し、画
⾯上部、１番左のJiraのロゴマークを
クリックします。

Jiraと連携させてタスクを作成する
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Miro上でのアクションをSlack
に通知する事が出来ます。＠メ

ンションを使ったコメントはも

ちろん、ボード上に新しい資料

が追加された場合等に通知が来

るため確認漏れが起こりにくい

業務環境を作る事が出来ます。

MiroでSlackを使⽤する為にはアプリの追加ダウ
ンロード設定が必要です。 通知の内容も時間帯指定や、＠メンションの際の通知等細かく

設定が出来ます。また、閲覧権限がまだ投与されていないユー

ザーにもSlackから招待通知を送る事が出来ます。

Slackと連携させて編集通知を届けよう
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Google�Driveに保存した資料や
画像等のデータを、Miroのボー
ドに差し込む事ができます。デ

ータの編集や上書きアップデー

トも⾏う事が可能です。

MiroでGoogle�Driveを使⽤するためには、アプ
リの追加ダウンロード設定が必要です。

ボードのアップロードアイコンをクリックし、Google�Driveを選択してくだ
さい。ログインが必要な場合はそのままDriveにログインし、アップロードし
たい資料や画像、動画等のデータを選択(Select)してください。

Google�Driveと連携させてボード上で共有・編集する
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Miroの利⽤についてご相談やご質問等ございましたら
弊社にお気軽にお問い合わせください！
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Miro製品紹介ページ
オンラインでもブレインストーミングはできる！Miroでア
イデア発散を効率的に

Miroの知られざる便利機能5選！オンラインコラボレーシ
ョンを活性化させよう

参考リンク

お問い�わせ

https://www.innoov.io/miro
https://blog.innoov.io/online-brainstorming-miro
https://blog.innoov.io/miro-unknown-features
https://share.hsforms.com/1Zi9TdAeJQH-5ymbRRUuRuQ4nl8g



