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はじめに
本資料はDNPが開催するTeamsライブイベントの配信にご参加いただく方向けに作成されています。
セミナーはPC/スマートフォンからご視聴いただけます。

・ PCから視聴される場合は、Teamsアプリ・ブラウザから視聴できます。
・スマートフォンから視聴される場合は、Teamsアプリが必要になります。
・安定した視聴のため、アプリ版からの接続を推奨しています。
・PCは、Windows7、Mac OS X10.0以降の端末からご参加ください。
・ブラウザ版ではChrome (直近の 3 バージョン)、Microsoft Edge RS2 以降、

Firefox (直近の 3 バージョン)、をご使用ください。

・スマートフォンはAndroid 4.4 以降、iOS 10 以降の端末からご参加ください。
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※本資料は2020年10月時点の情報で作成しています。Teamsの仕様変更により画面内容や操作方法が変わる可能性があります。
※本資料中に掲載されている製品名、システム名は、各社の登録商標または商標です。



２つの接続方法と手順一覧
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手順 PCから参加 PCから参加 スマートフォンから
参加

01 OS：Windows7～、Mac OS X10.10～
ブラウザ：Microsoft Edge・chrome・firefoxを使用

アプリをインストール

02 メール内のセミナー参加URLをクリック

03 『このブラウザーから視聴を続ける』or『代わりにwebで視聴する』
をクリック アプリを起動し『ゲストで参加』をクリック

04 『サインイン』or『匿名で参加』をクリック お名前（フルネーム）を入力 または アカウントを選択

06 視聴開始

ブラウザ版
Teamsアプリをインストールできない方

アプリ版（推奨）

P5～ P8～



接続方法 ブラウザ版（PCのみ）１/３

お送りしたメール内のURLをクリックしてください。

--------------------------------------------

この度は、DNP P&I セミナー●●●●●●●にお申し込みいただきまして、ありがとうございます。

配信URLを以下にお知らせします。
ブラウザ（Microsoft Edge、Chrome、Firefox、safari）またはTeamsアプリに、URLをコピーして貼り
付け、ご参加ください。
＊URLに改行が入ったり、途中で切れないように、ご注意ください。

https://＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

…

--------------------------------------------

※上記の案内メール文はサンプルです。セミナーによってメール文は異なります。
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URLをクリックしてアクセス

https://%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A


接続方法 ブラウザ版（PCのみ） ２/３
下記の画面が表示されましたら『代わりにwebで視聴する』または『このブラウザーで続ける』をクリック。

※ブラウザによって表示される画面は異なります。
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接続方法 ブラウザ版（PCのみ） ３/３
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Microsoftアカウントをお持ちで
ない場合は『匿名で参加』をク
リック

『サインイン』または『匿名で参加』ボタンを押してお待ちください。

サインインして参加した場合は、アカウント名が表示されます。※アカウント名の変更方法はP18をご参照ください。

アクセスができない場合は、セミナーお問い合わせ先、または営業担当までお問い合わせください。

『サインイン』をクリック
アカウント名は入室後Q＆A機能を
使用した際に表示されます



接続方法 アプリ版 １/３
事前にアプリ版のダウンロード・インストールを完了させてください。

＜アプリダウンロードページ＞

https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
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PC版ダウンロードリンク

モバイル版ダウンロードリンク
リンクからアプリをダウンロード

https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/microsoft-teams/download-app


接続方法 アプリ版 ２/３
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お送りしたメール内のURLをクリックしてください。

--------------------------------------------

この度は、DNP P&I セミナー●●●●●●●にお申し込みいただきまして、ありがとうございます。

配信URLを以下にお知らせします。
ブラウザ（Microsoft Edge、Chrome、Firefox、safari）またはTeamsアプリに、URLをコピーして貼り
付け、ご参加ください。
＊URLに改行が入ったり、途中で切れないように、ご注意ください。

https://＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

…

--------------------------------------------

※上記の案内メール文はサンプルです。セミナーによってメール文は異なります。

URLをクリックしてアクセス

https://%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A%EF%BC%8A


接続方法 アプリ版 3/３
URLをクリックすると自動的にアプリが起動します。

アカウントの有無に応じて、参加方法を選択してください。

アクセスができない場合は、セミナーお問い合わせ先、または営業担当までお問い合わせください。
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→

ゲストとして参加する場合 サインインして参加する場合

①

②

①お名前確認し、
フルネームで入力してください。
（漢字・カタカナ推奨）
②『会話に参加』をクリック

アカウントを選択して参加or

下記の画面が表示された場合は
アプリのインストールを行い、
再度ＵＲＬからアクセスしてく
ださい



Q&A機能の使い方（PC版）
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Q&A機能では質疑応答・DNP運営からのアナウンスなどがご確認いただけます。

画面右上の吹き出しマークをクリックしてください。

投稿時『匿名』にチェックを入れていただくことで匿名での投稿が可能です

非公開コメントとして投稿されますので、ご質問や視聴中のトラブルなどもお気軽にご投稿ください。

※コメントはセミナー中にご紹介する質問を除いて、非公開の状態で投稿可能です



Q&A機能の使い方（モバイル版）
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Q&A機能では質疑応答・DNP運営からのアナウンスなどがご確認いただけます。

画面右上の吹き出しマークをクリックしてください。

投稿時『匿名』にチェックを入れていただくことで匿名での投稿が可能です

非公開コメントとして投稿されますので、ご質問や視聴中のトラブルなどもお気軽にご投稿ください。

※コメントはセミナー中にご紹介する質問を除いて、非公開の状態で投稿可能です



Q&A機能の使い方（PC・モバイル共通）
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ご自身が投稿したQ&A一覧を確認することが
可能です。

参加者の全ての質問・DNPからの
アナウンスを確認することができ
ます。

視聴トラブル等が発生した場合は、
非公開での問い合わせ、およびチャットのや
りとりも可能です。
お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

①投稿者として表示されるお名前になります
②質問・お問い合わせ内容
③送信
※すべての質問は非公開コメントとして送信
されます。

①

②

③

投稿されたコメントには
『いいね』ボタンを押す
ことができます。
気になる質問にはぜひ
『いいね』を押してみて
ください。

最新の投稿状況を確認す
る場合は『おすすめ』タ
ブを『最新』の状態にし
てください。



注意事項 視聴ページにアクセスできない場合
下記のような画面が表示された場合は、URL等に不備が発生している可能性があります。
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①OSを最新バージョンへアップデート（ Ｗindows10、Mac OS X10.10）

②ブラウザを変えて再度アクセス（ Microsoft Edge・chrome・firefox・safari）

上記の対処をお試しいただき、それでも解決できない場合、セミナーお問い合わせ先、または営業担当までお問い合わせください。



注意事項 『ライブイベントが開始されていません』
下記のような画面が表示される場合、ライブ配信開始前です。開始時間までお待ちください。
※セミナーによっては独自の待機画面が表示される場合があります。
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注意事項 途中からの視聴・一時停止について
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動画進捗バーの一番右が
リアルタイム視聴状態で
す。

一時停止や巻き戻しを行った場合、遡った時点から視聴可能ですが、配信が終了すると続きが視聴できなくなります。

リアルタイムで視聴していただくことをおすすめします。

視聴画面右端から全画面表示



注意事項 セミナー視聴について
・セミナーの録音・録画、ならびに配信URLの転送等は禁止させていただいております。

ご招待させていただきましたお客さまへ向けた特別な内容となっておりますので、何卒ご協力いただけますようよろしくお願いいた
します。

・お客さまの通信環境によっては、音声・映像のズレが発生する場合がございます。

当日はなるべく通信環境の良い場所からアクセスしてください。
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アカウント名の変更（アカウント登録済の方）
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①Teamsアプリをダウンロード
②Microsoftのアカウントを持っている場合、『サインイン』をクリック

持っていない場合は、『無料でサインアップ』をクリック

③『個人』を選択

④苗字、名前、電話番号（ショートメールが受け取れる番号）、生年月日を入力

＊ここで入力した苗字、名前の情報がTeamsのアカウント名として表示されます。

⑤画像を任意で登録
⑥ ④で入力した名前情報が表示されます。

⑥

DNP

②

③

④～⑤
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