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はじめに

 安定した通信環境を準備してください。

 PCでもタブレット端末、スマートフォンなどでもご参加いただけます。

 セミナー形式ですので参加者の皆様同士はお顔が見れないようになっております。

 音声は聞きやすいセミナーとするためオフになっていることをご確認ください。

 視聴の際は1デバイスでの視聴をお願いします。
ZOOMはPCやスマートフォン、タブレットなど複数のデバイスで視聴できますが、

視聴定員には上限がありますので、1デバイスでのご参加をお願いします。

 ご質問はチャットで受け賜ります。

すぐにお返事できないものについては後日HP上などでお返事させていただく

場合があります。講演中にチャットを送っていただいても大丈夫です。

セミナー終了後のご質問は事務局にメールいただきますようお願い申し上げます。

 通信上のトラブルなどで参加できない場合は06-6645-5592まで

ご連絡ください。スタッフが対応させていただきます。



参加方法（事前準備）

 セミナー開催の1週間前までに招待メールがお申し込みのアドレスに送
付されます。

 ＊10/26までにメールが届かない場合は事務局へご確認ください。

 事前に「ZOOM」のアプリをダウンロードをしておいてください。

 ZOOMを初めて利用される方は、下記URLから事前にダウンロードをお
願いいたします。

https://zoom.us/download

 ＊名前とメールアドレスを入力してご参加ください。

 手順については、以下ページで詳しく解説していますのでご参照くだ
さい。

https://zoom-japan.net/manual/pc/zoom-pc-app/

https://zoom.us/download


参加方法（リハーサル）

 リハーサルは3回準備しております。参加できる日があればご参加くだ
さい。セミナー当日とできるだけ同じ環境下でお試しください。

 リハーサルは任意です。ご希望される場合のみご参加ください。途中
参加・途中退出可能です。

 リハーサル中のご質問もチャットでお願いいたします。

 10/17（土）13：00-14：00

 10/19（月）18：00-19：00

 10/21（水）18：00-19：00

 上記の時間に参加が難しい方で接続の確認を希望される場合は事務局
にご相談ください。



参加方法（当日）

 ①事前に来ているメールのURLより参加

 ＊URLをクリックするとZOOMが起動します。

さんがあなたを予約された Zoom ミーティングに招待しています。 

 

トピック: リハーサル 1 

時間: 2020 年 10 月 16 日 06:00 PM 大阪、札幌、東京 

 

Zoom ミーティングに参加する 

https://zoom.us/j/97972800075?pwd=UStBN2FSQTdkNnVPRmhKdDhKVGxLZz09 

 

ミーティング ID: 979 7280 0075 

パスコード: 970406 

ワンタップモバイル機器 

+13462487799,,97972800075# アメリカ合衆国 (Houston) 

+16699006833,,97972800075# アメリカ合衆国 (San Jose) 

 

所在地でダイアル 

        +1 346 248 7799 アメリカ合衆国 (Houston) 

        +1 669 900 6833 アメリカ合衆国 (San Jose) 

        +1 929 205 6099 アメリカ合衆国 (New York) 

        +1 253 215 8782 アメリカ合衆国 (Tacoma) 

        +1 301 715 8592 アメリカ合衆国 (Germantown) 

        +1 312 626 6799 アメリカ合衆国 (Chicago) 

ミーティング ID: 979 7280 0075 

市内番号を検索: https://zoom.us/u/abZD9K6nsY 



参加方法（当日）

 ②ZOOMアプリを開く



 ZOOMを開いてミーティング番号

（メールに掲載されているミーティングID)・

氏名を入力します。

さんがあなたを予約された Zoom ミーティングに招待しています。 

 

トピック: リハーサル 1 

時間: 2020 年 10 月 16 日 06:00 PM 大阪、札幌、東京 

 

Zoom ミーティングに参加する 

https://zoom.us/j/97972800075?pwd=UStBN2FSQTdkNnVPRmhKdDhKVGxLZz09 

 

ミーティング ID: 979 7280 0075 

パスコード: 970406 

ワンタップモバイル機器 

+13462487799,,97972800075# アメリカ合衆国 (Houston) 

+16699006833,,97972800075# アメリカ合衆国 (San Jose) 

 

所在地でダイアル 

        +1 346 248 7799 アメリカ合衆国 (Houston) 

        +1 669 900 6833 アメリカ合衆国 (San Jose) 

        +1 929 205 6099 アメリカ合衆国 (New York) 

        +1 253 215 8782 アメリカ合衆国 (Tacoma) 

        +1 301 715 8592 アメリカ合衆国 (Germantown) 

        +1 312 626 6799 アメリカ合衆国 (Chicago) 

ミーティング ID: 979 7280 0075 

市内番号を検索: https://zoom.us/u/abZD9K6nsY 



 ミーティングパスワードをを要求されたら、
参加用URLを記載したメール内にある

 数字4～8桁の【パスコード】を入力してく
ださい

さんがあなたを予約された Zoom ミーティングに招待しています。 

 

トピック: リハーサル 1 

時間: 2020 年 10 月 16 日 06:00 PM 大阪、札幌、東京 

 

Zoom ミーティングに参加する 

https://zoom.us/j/97972800075?pwd=UStBN2FSQTdkNnVPRmhKdDhKVGxLZz09 

 

ミーティング ID: 979 7280 0075 

パスコード: 970406 

ワンタップモバイル機器 

+13462487799,,97972800075# アメリカ合衆国 (Houston) 

+16699006833,,97972800075# アメリカ合衆国 (San Jose) 

 

所在地でダイアル 

        +1 346 248 7799 アメリカ合衆国 (Houston) 

        +1 669 900 6833 アメリカ合衆国 (San Jose) 

        +1 929 205 6099 アメリカ合衆国 (New York) 

        +1 253 215 8782 アメリカ合衆国 (Tacoma) 

        +1 301 715 8592 アメリカ合衆国 (Germantown) 

        +1 312 626 6799 アメリカ合衆国 (Chicago) 

ミーティング ID: 979 7280 0075 

市内番号を検索: https://zoom.us/u/abZD9K6nsY 



PCの場合 ZOOM利用2回目以降
の場合はこちら

ZOOMの利用が初めて
の場合はこちら

＊ZOOMを開きますか？
と聞かれますので
「ZOOMを開く」を
クリックしてください



スマートフォンなどタブレット端末の場合

ZOOMインストール済
の場合はこちら

ZOOMの利用が初めて
の場合はこちら



参加方法

 研修会参加の際には氏名・
メールアドレスを登録してく
ださい。お名前やメールアド
レスで当日の参加状況を後日
照合し、各参加者の参加状況
を確認させていただきます

 名前は愛称ではなく氏名をご
入力ください。

 メールアドレスは研修会参加
申し込みのものと同じものを
ご入力ください。

オンラインセミナーの画面が表示されます。



質問の方法

 チャット機能を利用します。

 画面下の「チャット」をクリックすると右にチャット画面がでます。

 宛先を「すべてのパネリスト」（主催者側のみに表示）

「すべてのパネリストと参加者」参加しているすべての方に表示）

を選んで発言できます。

＊表示の中に「チャット」が見つからないときは ・・・（詳細）

をクリックするとチャットが選択できます。



音声が聞こえない場合は、次のことをお試しください。
①PCやスマートフォンのボリュームを確認する
②ZOOM画面からスピーカー＆マイクのテストを試してみる
③ヘッドフォン、イヤフォンを再接続してみる

ZOOM画面からスピーカー＆
マイクのテストを試す場合は、
右記のような画面から行えます。

音が聞こえないときは？


