
ウェブセミナーの登録・参加の手順 



Englishとなっている場合、クリックして 
日本語に変更してください。 

お知らせしたURLをクリックすると、登録画面に入りますので、 
【登録】ボタンを押してください。 



項目を入力して、【送信】ボタンを押してください。     * は入力必須項目です。 



messenger@webex.com から、登録承認メールが送られてきます。 

ウェブセミナー開催前、メールに記載されている「ここを
クリック」またはURLを貼り付け、参加します。 

※主催者がウェビナーを開始していない場合は、まだ参加でき 
     ません。開始までお待ちください。 

mailto:messenger@webex.com


【今すぐ参加】をクリックしてください。 

イベントがすでに開始されている場合は、【今すぐ参加】
が表示されますので、クリックしてください。 
 
イベントが開始されていない場合は、薄いグレー表示に
なっており、クリックできません。 



WebEx が起動します。 

赤い丸の辺りをクリックしてください。 
設定の変更 をクリックしないようご注意ください。 
 
 

音声の接続が完了すると、 
「接続済み」と表示されます。 



音声が小さい場合（音声を大きくする） 

PC側スピーカーの音声を大きくしても音量が小さい場合は、 
メニューバーから【通話】→【スピーカー/マイクの音声テスト】
をクリック後、スピーカーの設定を行ってください。 
 
※参加者の方は、マイクは使用しませんので、マイクの設定
は不要です。 
 
 



ご質問がある場合は、“チャット”をクリックし、メッセージを送ってください。 

ウェブセミナー開催中に回答できる
質問であれば、お答えしますが、内
容により終了後、ご連絡する場合が
あります。 

質問は“Q&A” ではなく、 “チャット” 
からお願いします。 



ウェブセミナーを終了する。 

メニューバーから【ファイル】をクリックし、【イベントから退席】をクリックします。 



最後に、ウェブセミナーに関するアンケートのご記入をお願いいたします。 

【イベントから退席】 をクリック、または、タブ、ウィンドウを閉じると、自動的にアンケート画面が表示されます。 
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■質疑応答は、チャットにて対応させていただきます。 
 
     ウェブセミナー開催中に回答できる質問であればお答えしますが、内容により終了後、 
     ご連絡する場合などがあります。 
 
 
 
 
 
ウェブセミナーに関してご不明な点、ご意見などございましたら、下記までご連絡ください。 
 
株式会社JEOL RESONANCE 
ソリューション・マーケティング部 
販促チーム  大西昭男 
TEL ：03-6262-3575 
Mail：jri-pr@j-resonance.com 
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