
※セミナー参加にはご自身のPCやスマホ・タブレットが必要になります。
※アプリのダウンロードや参加にあたってのデータ通信料金は、
参加者様のご負担になります。ご了承ください。
※パブリックスペースでご覧になる場合はイヤフォンなどをつけ、周りに配慮
していただくようお願いいたします。
※セミナーに係る著作権、肖像権は全てハローワークに帰属します。
※WebexはCisco®が運営しています。ハローワークでは一般的な使い方以外は
お答えできません。また、電話によるサポートも行っておりません。

(030520）



目次

オンラインセミナーは、Cisco社のWebexを利用しています。
Webexの使い方についてはCisco社にお問合せ下さい。
Webexサポートページ → https://help.webex.com/ja-jp/

オンラインセミナーの参加手順

1.ハローワークにてオンラインセミナー参加申込をし、参加申込パスワードを入手

2.スマートフォン、タブレットで参加する方はアプリをダウンロード

3.Web上でオンラインセミナーの申込をする。（参加許諾メールが送信されます）

4.参加許諾メールの受信確認をする

事前準備

セミナー開催日当日
1.参加許諾メールのイベントに参加をクリック（セミナー開始30分前から参加可能）

2.セミナーを受講

3. セミナー終了後、アンケートを回答し、終了。

オンラインセミナーの参加登録方法

オンラインセミナーへの参加方法

スマートフォン・・・・・・・・・・・・・４～５ページ
らくらくスマホ・・・・・・・・・・・・・７～８ページ
タブレット・・・・・・・・・・・・・・・１０ページ
パソコン・・・・・・・・・・・・・・・・１２～１４ページ

スマートフォン・・・・・・・・・・・・・１６ページ
らくらくスマホ・・・・・・・・・・・・・１６ページ
タブレット・・・・・・・・・・・・・・・１７ページ
パソコン・・・・・・・・・・・・・・・・１８～１９ページ
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※セミナー「前日」までにすること

※セミナー「当日」にすること



スマートフォンからの事前登録方法



1.参加登録方法（スマートフォン） 開催日前日までに行って下さい。

ハローワーク窓口（または電話）にて参加登録をし、パスワードを取得後、
Webexアプリをダウンロードし、参加したいセミナーのQRコードを読み込みます。

ハローワーク窓口
（または電話）で
お申込み。

※※※※

窓口（または電話）にて
登録パスワードをご案内
します。

参加したいセミナーのQRを
読み込みます。

QRで読み取ったURLにアクセスし、パスワードを入力後、メールアドレスを入力。
PCで参加する場合はPCのメールアドレスを入力して下さい。
（下図はiPhoneです。Androidの画面は違う場合があります。）

アプリをダウンロード
します。
※PCで参加する場合は
必要ありません。

▶ ▶ ▶

Step
１

Step
２

▶

①登録をタップ ②パスワードをタップ
③独自パスワードを選択
をタップ

（出てこない場合もあります）

▶

▶

④パスワードを入力し
OKをタップ

⑤今はしないをタップ
（出てこない場合もあります）

⑥メールアドレスを入力
し、次へをタップ

▶
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1.前ページからの続き（スマートフォン） 開催日前日までに行って下さい。

氏名を入力し、送信をタップしたら、メールが届きます。
メールの参加ボタンをタップし、アプリが開くか確認して下さい。
（PCから参加する方はアプリの確認は必要ありません。）

Step
３

①姓、名を入力し
送信をタップ

②イベント登録完了の
画面を閉じます

③メールを確認し
イベントへ参加をタップ

④許可を促すメッセージ
は全て許可して下さい

⑤イベントはまだ開始
されていませんの画面が
出たら、事前準備は完了
です。

▶ ▶

▶

メールは消さないで！
このメールはセミナー当日
参加する時に使います。
大切に保管ください。
また、参加する際に
イベント番号や
パスワードが求められる
場合がありますので、
メール本文に記載されて
いるイベント番号や
パスワードを控えていて
下さい。

イベントID、パスワードを使って参加したい場合は下記より操作方法をご覧ください。
https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/webex/how-to-use.html

※上記動画ではビデオをオンにするよう促しますがハローワークが
主催するセミナーではビデオ、音声は繋がりませんのでご注意く
ださい。
※なお、セミナーを録画したりＳＮＳ等へのアップロードは固く
禁止しています。 5



らくらくスマホからの事前登録方法



QRを読み込んだらWebサイトを閲覧し、パスワードを入力し、メールアドレスを
入力して下さい。

1.参加登録方法（らくらくスマホ） 機種によっては対応していない場合もあります。
開催日前日までに行って下さい。

ハローワーク窓口（または電話）にて参加登録をし、パスワードを取得後、
Webexアプリをダウンロードし、参加したいセミナーのQRコードを読み込みます。

ハローワーク窓口
（または電話）で
お申込み。

※※※※

アプリをダウンロード
します。

▶ ▶

Step
１

Step
２

▶

▶

▶

Gmailを使う事を
オススメします！

らくらくスマホをご利用の
場合、キャリアメールを
利用するとメールの中身が
表示されない場合がある
ので、Gmailをご利用
いただくことをオススメ
します。
Mailの設定について
はハローワーク
ではお答え
できません。

①参加したいセミナーの
QRコードをスキャン

②ウェブサイトを閲覧
をタップ

③登録をタップ

④パスワードを入力し
OKをタップ

⑤メールアドレスを入力
し、次へをタップ 7

窓口（または電話）にて
登録パスワードをご案内
します。



1.前ページからの続き（らくらくスマホ）開催日前日までに行って下さい。※機種に
よっては対応していない場合もあります。

姓、名を入力し、送信をタップし、このイベントへの登録が完了しました。
この画面が出たら、メールを確認し、メールにあるイベントに参加ボタンを
タップし、アプリが開くかご確認下さい。

Step
３

▶ ▶

メールは消さないで！
このメールはセミナー当日
参加する時に使います。
大切に保管ください。
また、参加する際に
イベント番号や
パスワードが求められる
場合がありますので、
メール本文に記載されて
いるイベント番号や
パスワードを控えていて
下さい。

▶

④許可を促すメッセージ
は全て許可して下さい

⑤イベントはまだ開始
されていませんの画面が
出たら、事前準備は完了
です

①姓、名を入力し送信を
タップ

②完了画面が出たら一旦
画面を閉じる

③メールを開き、
イベントに参加を
タップ

らくらくスマホではWebexがインストールできない場合があります。
らくらくスマホでは、スマートフォン側のアプリの制限がかかっており
インストールできなかったり、アプリが立ち上がらない可能性があります。
その場合はハローワークでは対応できませんので販売店へお問合せください。
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タブレットからの事前登録方法



1.参加登録方法（タブレット） 開催日前日までに行って下さい。

ハローワーク窓口にて参加登録をし、パスワードを取得後、Webexアプリをダウンロード
し、参加したいセミナーのQRコードを読み込みます。

ハローワーク窓口
（または電話）で
お申込み。

※※※※

参加したいセミナーのQRを
読み込みます。

Webexのサイト上より、パスワードを入力し、メールアドレス、姓名を入力し、送信。
（下図はiPadです。Androidの画面は違う場合があります。）

アプリをダウンロード
します。▶ ▶ ▶

Step
１

Step
２

①登録をタップ ②パスワードを入力 ③姓名メールアドレスを
入力し送信をタップ

④メールを開き
イベントに参加をタップ

⑤同意や許可が求められた
場合は許可します

⑥イベントは開始されて
いませんと表示されたら
成功です。

メールは消さないで！
このメールはセミナー当日参加する時に使います。大切に保管ください。
また、参加する際にイベント番号やパスワードが求められる場合がありますので、
メール本文に記載されているイベント番号やパスワードを控えていて下さい。

メールの受信確認をし、イベントに参加よりアプリが開くか確認します。Step
３
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窓口（または電話）にて
登録パスワードをご案内
します。



パソコンからの事前登録方法



1.参加登録方法（パソコンから登録） 開催日前日までに行って下さい。

ハローワーク窓口（または電話）にて参加登録をし、パスワードを取得後、
沖縄労働局のホームページにアクセスします。（アプリをダウンロードする必要はありません。）

ハローワーク窓口
（または電話）で
お申込み。

※※※※

▶ ▶

Step
１

Step
２

沖縄労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/

沖縄労働局のサイトにアクセスして下さい。

沖縄労働局HPの右側フレームの「ハローワークからのお知らせは、こちらから」をクリック。

「ハローワーク八重山」をクリック。Step
３
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窓口（または電話）にて
登録パスワードをご案内
します。



1.前ページからの続き（パソコンから登録）開催日前日までに行って下さい。

お知らせ一覧から参加したいセミナー情報をクリック。

参加したいセミナーの参加申込みをクリック。

Step
４

Step
５

Step
６ 登録をクリック。
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1.前ページからの続き（パソコンから登録） 開催日前日までに行って下さい。

登録用パスワードを入力して送信。

姓、名、メールアドレスを入力し、送信をクリック。

Step
４

Step
５

Step
５

▶

メールが来てる事を確認。

メールは消さないで！
このメールはセミナー当日参加する時に使います。大切に保管ください。
また、参加する際にイベント番号やパスワードが求められる場合がありますので、
メール本文に記載されているイベント番号やパスワードを控えていて下さい。
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15

オンラインセミナー
当日の参加方法

ここからのページはセミナー当日
に行う参加手順を示しています。

※セミナー開催３０分前より入室できます。



1.参加方法（スマートフォン・らくらくスマホ）

Step
１

参加登録時のメールを開くとイベント
に参加ボタンの下にイベント番号と
パスワードが記載されていますので
入力し、登録時の名前、メールアドレス
を入力して接続して下さい。

▶

ミーティング番号を入力する画面になってしまった。

開催３０分前より入室できます。

②許可を促す画面
が表示された場合
許可して下さい。

③参加をタップ ④画面が表示
されます。

▶ ▶

こんな時は？

音声が聞こえない！

音量ボタンを上げる、マナーモードを解除する、スマホを再起動し再度接続をしてみて
下さい。それでも改善されない場合はWebex、または販売店にお問合せください。

画面が途中で止まってしまう。

Wifiの接続状況、または通信環境をご確認下さい。

①登録時に届いた
メールを開き、許可
をタップ

※WebexはCisco®が運営しています。ハローワークでは一般的な使い方以外は
お答えできません。また、電話によるサポートも行っておりません。

登録時に届いたメールを開き、Webexより参加します。

16



参加登録時のメールを開くとイベント
に参加ボタンの下にイベント番号と
パスワードが記載されていますので
入力し、登録時の名前、メールアドレス
を入力して接続して下さい。

ミーティング番号を入力する画面になってしまった。

こんな時は？

1.参加方法（タブレット）
開催３０分前より
入室できます。参加時に届いた登録したメールを開き、Webexより開きます。Step

１

音声が聞こえない！

音量ボタンを上げる、マナーモードを解除する、スマホを再起動し再度接続をしてみて
下さい。それでも改善されない場合はWebex、または販売店にお問合せください。
画面が途中で止まってしまう。

Wifiの接続状況、または通信環境をご確認下さい。

※WebexはCisco®が運営しています。ハローワークでは一般的な使い方以外は
お答えできません。また、電話によるサポートも行っておりません。

▶ ▶

①登録時に届いたメール
を開き、イベントに参加
をタップ

②姓名メールアドレスが
入力されていれば
今すぐ参加をタップ

③参加をタップ

④画面が表示されます

参加ボタンが表示されない！

ブラウザで開いていませんか？
タブレットはアプリをDLし、アプリからログイン
しないと参加できません。
今一度、アプリをDLしてみて下さい。
また、登録時の姓名と違う場合も
ログインできませんので
お気をつけ下さい。
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1.参加方法（パソコン）

開催３０分前より入室できます。参加時に登録したメールを開き、イベントに参加をクリックStep
１

一時アプリケーションを起動し、ダウンロードファイルを開くStep
１

▶
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1.前ページからの続き（パソコン）

イベントに参加をクリックすると、セミナーが表示されます。Step
３

▶

参加登録時のメールを開くとイベント
に参加ボタンの下にイベント番号と
パスワードが記載されていますので
入力し、登録時の名前、メールアドレス
を入力して接続して下さい。

ミーティング番号を入力する画面になってしまった。

こんな時は？

音声が聞こえない！

音量を上げる、またはミュートになっていないかご確認下さい。

画面が途中で止まってしまう。

Wifiの接続状況、または通信環境をご確認下さい。

※WebexはCisco®が運営しています。ハローワークでは一般的な使い方以外は
お答えできません。また、電話によるサポートも行っておりません。
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（石垣市登野城55-4 TEL：82-2327）

（石垣市登野城55-4 TEL：82-2327）


