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1 マニュアルの種類 
MeetingPlazaには次のマニュアルがあります。目的に応じて参照してください。 
 
はじめてWeb会議を予約するときには、 

  はじめての予約マニュアル 
  ⇒本書です 

 
はじめてWeb会議に参加するときには、 

  はじめての会議マニュアル 
 
機能や操作方法を詳しく知りたいときには、 

  利用者向けリファレンスマニュアル 
 
会議室や利用者の管理について知りたいときには、 

  システム管理者向けリファレンスマニュアル 
 
上記マニュアルの補足、付属資料 
  リファレンスマニュアル補足 
  会議室における主催者、講演者権限 
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これらのマニュアルは、次の方法で参照できます。 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.meetingplaza.com 
にアクセスして、［サポート］を選択します。 

「操作マニュアル」をクリックします。 「MeetingPlaza 

ASPサービス専用マニュアル」中に、上記のマニュア

ルのリンクがありますので、クリックしてください。 

これらのマニュアルは、HTML と PDF ファイルです。

PDFを閲覧するには Adobe Reader等が必要となり
ます。 
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3 はじめに 
このたびは、Web 会議システム MeetingPlaza をご利用いただき、誠にありがとう

ございます。 
本書は、はじめてMeetingPlazaの会議室を予約する方のために、予約の方法お
よびその変更とキャンセルについて、簡単に説明したものです。 
本書の内容を良くお読みいただき、MeetingPlazaの利用にお役立てください。 

3-1 MeetingPlazaの基礎 
はじめに、MeetingPlazaについて簡単に説明します。 

① Web会議とは？ 

パソコン（Web ブラウザー1）、マイク・スピーカー、カメラなどを使用して行う、インターネットを介し

た遠隔会議です。 

② MeetingPlazaで何ができるか？ 

MeetingPlazaには、次のような豊富な機能があります。 
 音声、映像、文字チャット、ホワイトボードを使って、同じ会議室の参加者とコミュニケーション
をすることができます。 

 同じ会議室の参加者同士で、Microsoft PowerPointなどの電子ファイル、参加者のパソコンで
動くアプリケーションプログラムの画面、インターネット上のホームページを、同時に見ること

ができます。 

③ 会議に参加するために必要な機器 

MeetingPlaza を利用するためには、パソコン、インターネット接続、音声機器が必要です。Web カ
メラの使用はオプションですが、使用するとお互いの様子を確認しながら会議が行えますので、ぜ

ひ用意してください。 
必要な機器の詳細を以下に示します。 

                                                  
1 インターネットを閲覧するためのプログラム。Internet Explorerなど。 
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OS Windows 2000 ／XP ／Vista ／7 

CPU PentiumⅢ 700MHz以上 

（Pentium 233MHz以上でも可能） 

ハードディスクの 

空き容量 

20MB以上 

必要なメモリ Windows 2000、XP ： 256MB以上 

Windows Vista、7 ： 1GB以上 

Webブラウザー Webブラウザー Internet Explorer 6.0 以上 

／Fireｆox2.0／Opera 9.0 以上 

パソコン 

インターネット接続 ADSL、B フレッツなどのブロードバンド 

（28.8Kbpsのモデムでも利用可能） 

音声機器 ヘッドセット ／マイク・スピーカー 

／マイク・スピーカー内蔵型エコーキャンセラー 

映像機器 （オプション） Web カメラ ／i-Link（IEEE1394）で接続可能なデジタルビデオカメラ 
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3-2 MeetingPlazaの会議室予約とは？ 
MeetingPlaza の会議室予約には、専用の予約システム（以下、会議スケジューラと呼びま
す）を使います。 
以下に会議スケジューラの特徴を示します。 

① 自分だけが予約できる専用の会議室があること 

MeetingPlaza の会議室を予約できる人（以下、会議室管理者と呼びます）は、会議スケジューラ
にいつでもログインし、予約をすることができます。 
会議室は、各々の会議室管理者専用のものです。一人の会議室管理者は、重複した時間帯に

自分の会議を複数予約することができます。 

② 会議の参加者一人一人に、URLが払いだされること 

MeetingPlazaの会議室を予約する際、参加者の名前と電子メールアドレスを登録します。予約が
正常に処理されると、MeetingPlaza は参加者一人一人に対し、その会議でのみ有効な URL（会議
と参加者を識別する情報を含む）を、電子メールで送付します。参加者はこの URL を使ってアクセ
スしなければ、会議室に入室することができません。 
この URLは次のような形式です。 
（例） 
http://xxxxx.xxxxxxx/oc/oneclick.cgi?URL=vccp://xxxxx.xxxxxxx////1089021997_LKS1PQye&U

ID=usertest&PASS=MNhlkdIj&X=100%25&Y=100%25&TEMPLATE=Standard/Standard 

③ 各種の通知が電子メールで送信されること 

MeetingPlaza の会議室予約は、その多くの操作が電子メールの送信に結びついています。会議
室の予約、変更、キャンセルなどの操作を行うたびに、その通知が電子メールで、会議室管理者や

参加者に対して送信されます。 
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3-3 必要なパソコン環境 
MeetingPlaza の会議室を予約するためには、次に示すプログラム、機能が必要です。いず
れも一般的なWindowsパソコンで利用できるものです。 

 
Internet Explorer 6.0 以上 

Fireｆox2.0／Opera 9.0 以上 

Webブラウザー 

JavaScriptが動作可能なこと 

電子メールプログラム 

インターネット接続 

3-4 本書の見方 
本書では、会議スケジューラの画面を説明するとき、「」と［］を次のように使い分けます。 
「」を使う箇所： 画面に表示されている文を説明するとき 
［］を使う箇所： 画面に表示されている選択肢や設定値を説明するとき 
 
（画面の例） 

 
 
（説明の例） 
「開始日時」を［今すぐ開始］に設定します。 
 
また、本書では、記述内容に関連するヒントや注意を、次のように示します。 

ヒントまたは注意の内容 
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4 簡単な予約手順 
この章では、予約のための準備、簡単な設定による予約、さらにその予約に対

する変更とキャンセルについて説明します。 

4-1 予約の前に準備するもの 
会議スケジューラで会議室の予約をするために、事前の準備が必要なものについて説明し

ます。 

① 会議スケジューラの URL、ユーザーID、パスワード 

会議スケジューラで会議室の予約をするためには、所定の URL にアクセスし、ユーザーID とパ
スワードを入力してユーザー認証をします。この URL とユーザーID、パスワードは、システム管理
者によって行われる会議室管理者登録時に、次のような電子メールにより通知されます。 

 

（電子メールのタイトルの例） 
 MeetingPlaza電網会議 アカウント発行のご案内 
 

（電子メールの本文の例） 
ユーザーID（ログイン ID）、パスワード、URLが記述されている部分を赤枠で示します。 
 

会議室管理者 ○○○ 様 
 

会議予約可能なアカウントを発行しましたのでお知らせします。 
 

○会議室管理者 ID:                     300 
○開始日:                             2008年 1月 10日 
○会議予約システムのログイン ID:       xxxxxxxx 
○会議予約システムのパスワード:       yyyyyyyy 
○会議室タイプ:                       10 Users 
 

会議予約システムの URLは次のとおりです。 
 
http://xxxx.xxxxxxx/confmgr/enter.cgi 
 

会議予約システムのマニュアルを読むためには次の URLにアクセスしてください。 



9 

 
http://xxxx.xxxxxxx/mpcontents/mp2d/help_cs_j/main.html 
 

会議予約システムでは、会議予約の他、パスワードや電子メールアドレスの変更も行えます。 
 

このメールでお知らせするパスワードは平文で送信していますので、セキュリティのため、速やか

に変更することをお勧めします。 

② 参加者の名前と電子メールアドレス 

参加者の名前と電子メールアドレスを確認しておいてください。 
参加者の名前は会議室に入室した際に参加者の各々の映像の下に表示され、電子メールアド

レスは会議室に入室する URLを配布するのに使われます。 
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4-2 予約の手順 
会議スケジューラのURL、会議スケジューラにログインするための IDとパスワード、参加者
の名前と電子メールアドレスが用意できたら、会議室を予約することができます。 
以下に、その手順を説明します。 

① 会議スケジューラにログインする 

下の図のように、URLが含まれた電子メールを開いた状態で、該当のURLをダブルクリックして
ください。Webブラウザーが自動的に起動します。 

 

 
 

お使いの電子メールプログラムによっては、電子メールに含まれるURLをダブルクリック

するとセキュリティの警告が現れる場合があります。これは、お使いの電子メールプログラ

ムの動作であり、URLの異常を示すものではありません。 

URLに正しくアクセスできると、次のようなユーザー認証の画面が表示されます。ＩＤとパスワード

を入力し、  （ログイン）をクリックしてください。 
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ユーザー認証の画面が表示されず、「ページが見つかりません」と表示された場合は、

URL に正しくアクセスできなかった可能性があります。その場合は、電子メールに含まれる

会議スケジューラの URL を「コピー」して、Webブラウザーのアドレスエリアに「貼り付け」を

し、Enterキーを押してください。 

 

ＩＤとパスワードが正しく、かつ有効なものであれば、次のような画面が表示されます。 

 
 

このカレンダーのような画面が表示されれば、会議スケジューラへのログインは成功です。 
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カレンダー画面が表示されない場合は、6-1 トラブルシューティング をご覧ください。 

 

パスワードを 5回連続で間違えた場合、「ユーザー認証でエラーが発生しました。 

アカウントはロックされています。しばらく待ってからお試しください。」と表示されます。 

 
 
ロックは 15分後に自動解除され、再試行が可能になります。 
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② 会議の予定日を指定する 

カレンダー画面が表示されたら、会議を開催したい日付の  （鉛筆マーク）をクリックします。
カレンダー画面の月あるいは年を変更したい場合は、画面中央の「前月」「翌月」をクリックするか、

画面左の年月リストから選択して  （Go）をクリックしてください。指定した月のカレンダーが表
示されます。 

後の章で述べる予約の変更とキャンセルを行い易いように、明日以降の日付を選択して

ください。 

 

 （鉛筆マーク）をクリックすると、次のような会議予約の画面が表示されます。 
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③ 会議予約情報を入力する 

会議予約の画面が表示されたら、「会議情報」以下の項目を順に入力していきます。 
「開始日時」に会議を開始したい時刻、「終了日時」には会議を終了したい時刻を設定してくださ

い。「終了日時」は、時刻設定のほかに、  （チェック）の位置も変えなければならないことに注意
してください。 
「通知日時」は会議室に入室する URLの送信日時の指定です。［予約してから 0分後に通知］と
すると、予約が完了してすぐに URLが送信されます。 
「直前の再通知」は URL の送信を、会議開始直前のどのくらい前に行うか、という指定です。開

始○○分前という指定をします。 
「議題」と「参加者へのメッセージ」は会議室に入室する URLと一緒に電子メールに記述されるも
のです。日本語の会議案内のみを送信すれば良い場合には、「日本語」に適当な文を入力してくだ

さい。 
「音声品質」は会議室の音声品質を指定します。［normal］が携帯電話程度の音質、［good］がそ

れよりも少し良い音質、[very good]はさらに良く、電話よりもクリアに聞こえる音質です。 

良い音質設定にするとデータ量が増えるため、速度の遅いネットワーク（例えばモデム

回線や ISDN 回線など）で利用する参加者がいる場合には、[very good]ではなく［good］を

お勧めします。 

「会議画面の選択」は、会議室の画面構成を指定するものです。いくつか種類がありますが、標

準的なものとして、［標準画面］を選択しておきましょう。 
以上の入力をすると、次のような画面になります。 
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会議スケジューラの画面は、15 分間画面遷移（画面の移行、切り替わり）がないとタイム

アウトします。タイムアウトすると、ログインからやりなおす必要がありますので、ご注意くだ

さい。 

例えばこの画面であれば、15 分以内に必要な情報を入力して、次の画面に移行しなけ

ればなりません。 

④ 参加者情報を入力する 

「会議情報」を入力したら、次は「参加者リスト」を入力します。 

 
 

「参加者リスト」には、「主催者」と書かれた行と、１から順に番号が振られた参加者用の行があり

ます。それぞれ、三つの入力エリアと  （チェックボックス）があります。 
「主催者」として登録すると、会議室に入室した時、会議を制御するための特別なコマンドを実行

できるようになります。 
どちらも 1番目の「E-mailアドレス」の入力が必須です。2番目の「E-mailアドレス」に電子メール

アドレスを入力すると、1番目の電子メールアドレスに送信するものと同じ会議案内の電子メールが
送信されます。 
主催者の「氏名」と「E-mail アドレス」は、会議室管理者の氏名と電子メールアドレスが自動的に

設定されますが、変更することは可能です。 

「記録可」のチェックボックスを  （オン）にすると、その参加者は、会議室において会議の模様
を録画できるようになります。録画を許可したいユーザーには  オンにしてください。 

「記録可」のチェックボックスは、MeetingPlaza の記録再生オプションをご購入いただいて

いる場合のみ表示されます。本マニュアルでは、記録再生オプション有りとしてご説明しま

す。 

「会議案内の内容」は、会議案内の電子メールを制御するものです。「会議案内は英語」のチェッ

主催者 

参加者 

１番目の電子メールアドレスが入力必須 
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クボックスを  （オン）にすると、会議案内が英語になり、「2 番目の E-mail は携帯向け」のチェッ
クボックスを  （オン）にすると、2 番目の「E-mail アドレス」に入力した電子メールアドレスには、
短い文で、会議室に入室する URLを含まない電子メールが送信されます。 

「会議情報」と「参加者リスト」を入力したら、この画面の最下部にある  をクリックしてくだ
さい。 

 

（携帯向けの電子メールの例） 
 

電網太郎 様 
(会議室管理者 ID 300) 
 

下記の要領でMeetingPlaza電網会議による会議が開催されます。 
ご参集ください。 
 

○議題: 
会議予約のテスト 
 

○主催者 電網太郎 
 

○開始日時   (UTC+9:00) Jan 10, 2008   14:29 PM  (Asia/Tokyo)  
 

○終了日時   (UTC+9:00) Jan 10, 2008   15:29 PM  (Asia/Tokyo)  
 
 

○参加者へのメッセージ 
これは会議室予約のテストです。 
 

○電話/TV会議装置接続の識別番号 34587550 
 



17 

⑤ 入力の終了と確認 

「会議情報」と「参加者リスト」を入力し、画面最下部にある  をクリックすると、次のような
確認画面が表示されます。入力内容に誤りがないか確認し、誤りがなければ  をクリック、
もし誤りや変更がある場合は、  をクリックしてください。 

 
 

 をクリックすると、次のような画面が表示されます。 
「会議予約を完了しました」と表示された場合は、予約が正常に受け付けられたことを示していま

す。 
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⑥ 電子メールの受信 

会議室の予約が正常に受け付けられると、会議の日時までに３種類の電子メールが送信されま

す。 
主催者宛ての電子メールは、同時に会議室管理者にも届いています。 
 

 電子メール

の種類 

電子メールのタイトル

（例） 

電子メールの差出人

（例） 

宛先 内容 

１ 予約の確認 MeetingPlaza電網会議

が予約されました (10月

12日 13時 00分開始) 

会議室管理者のメー

ルアドレスの「別名」2

主催者 会議の開始・終了の日

時、議題、参加者への

メッセージ、参加者名な

ど 

２ 会議の案内 MeetingPlaza電網会議

開催のご案内 (10月 12

日 13時 00分開始) 

予約の確認と同じ 主催者と参加者 予約の確認と同じ内容

に加え、会議室に入室

するためのURLを含む
3 

３ 会議の案内

（開始直前の

再通知） 

直前のご案内： 

MeetingPlaza電網会議

開催(10月12日 13時00

分開始) 

予約の確認と同じ 主催者と参加者 会議の案内と同じ 

 
 

                                                  
2 例えば 1042816298_kMltEBoKuu@xxxxx.xxxxxxxx のような形式です。 
3 主催者には全参加者の URL とゲスト用の URL も送信されます。 



19 

 

ここまで説明した会議室の予約と電子メールの関係は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 会議室に入室する 

各参加者に届く電子メール（会議の案内）に含まれる URL にアクセスすることで、会議室に入室
することができます。 
会議室への入室と、入室した後の操作については、「はじめて会議マニュアル」、「利用者向けリ

ファレンスマニュアル」をご覧ください。 
 

会議室管理者 参加者 

会議スケジューラの URL、ユー

ザーID、パスワードが通知され

る 

会議室を予約する 

（要ユーザーID、パスワード） 

予約の確認、会議の案内が届く 

 
 
会議の案内が届く 

会議室に入室 

電子メール内の URL

にアクセス 
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4-3 予約の変更とキャンセルの手順 
一度行った会議室の予約は、内容を変更あるいはキャンセルすることができます。 
以下に、この手順を説明します。 

① 会議スケジューラにログインする 

予約の時と同じ要領で、会議スケジューラにログインします。 

② 変更あるいはキャンセルしたい日のカレンダー画面を表示させる 

会議スケジューラにログインできたら、予約した日付のカレンダー画面を表示させます。年月を

変更する場合は、前の章の②を参考にしてください。 
予約した日付のカレンダー画面には、下の画面のように、開始日時、終了日時、議題が表示さ

れます。（赤枠部分） 

 

③ 変更あるいはキャンセルしたい予約を指定する 

予約の「開始日時、終了日時、議題部分」（リンクになっています）をクリックすると、次のような予

約の確認画面が表示されます。 
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④ 変更またはキャンセルをする 

予約内容を変更する場合は「変更する」を、予約をキャンセルする場合は「削除する」をクリックし

ます。 
(1) 「変更する」をクリック 
前の章で説明した会議予約の画面が表示されます。会議情報と参加者情報には、変更前の

予約内容が入力されていますので、修正したい内容を変更し、その予約を完了させてくださ

い。 
(2) 「削除する」をクリック 

確認画面が表示されますので、  をクリックすると予約がキャンセルされます。 
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⑤ 電子メールの受信 

予約を変更またはキャンセルすると、前の予約の会議案内が既に送信されている場合、全参加

者宛てに、次のような案内が電子メールで送信されます。 
 

 電子メール

の種類 

電子メールのタイトル

（例） 

電子メールの差出人

（例） 

宛先 内容 

１ 予約変更の

案内 

MeetingPlaza電網会議

の予定が変更されました

(10月 12日 13時 00分

開始) 

会議室管理者のメー

ルアドレスの「別名」4

全参加者 以前の会議の開始・終

了の日時、議題、会議

室の URLなど 

２ 予約キャンセ

ルの案内 

MeetingPlaza電網会議

がキャンセルされました

(10月 12日 13時 00分

開始) 

予約変更の案内と同

じ 

予約変更の案内

と同じ 

予約変更の案内と同じ

 
 
 
 
 

                                                  
4 例えば 1042816298_kMltEBoKuu@xxxxx.xxxxxxxx のような形式です。 
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5 便利な機能 
より少ない入力で予約を行えるように、様々な便利な機能が会議スケジューラに

は搭載されています。詳細は「利用者向けリファレンスマニュアル」に記載していま

すが、この章で簡単に説明します。 

5-1 予約情報の再利用 
過去の予約情報を用いて、新しい会議を予約する機能です。同じ時間帯や同じ参加者で行

う会議が多い場合に利用すると便利です。 
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5-2 アドレス帳 
参加者の氏名と電子メールアドレスを登録しておき、参加者リストの作成時に簡単な操作で

参照、貼り付けを可能にする機能です。予約操作の軽減が図れます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-3 予約の雛形（テンプレート）作成 
「会議情報」と「参加者リスト」を設定したものに名前を付けて保存し、実際の予約の際に雛

形（テンプレート）として呼び出せるようにしたものです。予約情報の再利用と同じ効果が得ら

れますが、名前を付けて保存できるという点で、より使いやすくなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会議室の予約時

に参照 

会議室の予約時

に参照 
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5-4 繰り返し予約 
毎週同じ曜日、あるいは毎月同じ日に会議を開催する場合に、「テンプレート＆繰り返し予

約」より、予約の繰り返し設定を行なうことができます。 

 
 

5-5 永続的な入室用アカウントの作成 
会議のたびに発行される一時的なアカウントを使用して会議室に入室するのではなく、参

加者一人一人に永続的な ID とパスワードを発行し、それによりいつでも予約なしで会議室を
利用できるようにしたものです。（この方式を TeamRoom と呼んでいます） 
会議がいつも特定の参加者で行われる場合に、利用すると便利な機能です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ユーザー登録し、参加者ご

とに ID とパスワードを使っ

て会議室に入室 
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5-6 利用履歴の確認 
会議室の利用日時、利用時間などを、月ごとの履歴として見ることができる機能です。従量

課金制であるMeetingPlazaの ASPサービスの利用において、利用時間を確認するのに便利
です。ファイルとしてダウンロードすることもできます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5-7 会議を今すぐ開催する設定 
会議情報の入力画面で、「開始日時」を［今すぐ開始］に設定することで、「通知日時」、「直

前の再通知」を自動的に設定できます。 
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5-8 電話、テレビ会議装置での会議参加 
H.323 ゲートウェイオプションをご購入いただくと、電話を使って音声のみで会議に参加、

H.323テレビ会議装置を使って映像・音声で会議に参加することができます。 
このオプションを使用し、カレンダーの画面上部にある「会議室管理者情報の変更」をクリッ

クして会議室管理者情報の変更画面を表示して、［電話参加を許可する］にチェックを付けて

会議室を予約すると、電話／テレビ会議装置用の番号が払い出されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

電話による音声参加

が可能になる 
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6 付録 

6-1 トラブルシューティング 

① 会議スケジューラにログインできない 

ユーザー認証の画面で ID とパスワードを入力して  （ログイン）をクリックす
ると、カレンダー画面ではなく下図のような画面が表示される場合、次の点をご確認ください。 

 

(1) ID とパスワードが正しいかどうか 
これらは大文字小文字が区別されます。I（アイ）、ｌ（エル）、1（イチ）は区別しにくいので注意し
てください。電子メールで送信された IDとパスワードを見ながら手で入力すると誤り易いため、
コピー・貼り付けをすると良いでしょう。 
(2) サービス開始日に至っているか 
ID とパスワードが送信された電子メールの中に、「サービス開始日」があります。この日に至っ
ていない場合はログインできません。 

② Traceback．．．と表示される 

会議スケジューラの実行で、予期しないエラーが発生したときに表示されます。 
Traceback・・・の文を全てコピーし、NTT アイティのサポート窓口に電子メールなどでお送りくださ
い。NTTアイティのサポート窓口への問い合わせ方法は、6-3 困ったときは？をご覧ください。 
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6-2 よくある質問 

① 会議室を予約したが電子メールが届きません 

電子メールは、インターネットサービスプロバイダや社内のメールサーバーによる一時的な遅延

で、到着が遅れることがあります。（数時間遅れることもあります） 
会議の案内を通知する日時は、会議開始まで十分な余裕を持たせると良いでしょう。 

② 予定の終了日時を越えても会議を継続できますか？ 

できます。ただし、一旦退室（ログアウト）してしまうと、再度入室（ログイン）できるのは、終了日

時から 1時間以内です。 

③ 予約時に参加者として登録できなかった人を会議に参加させたい 

予約したときの参加者枠に空きがある場合は、主催者宛ての電子メール（会議の案内）にゲスト

用のURLが含まれていますので、このURLで入室させることができます。URLは電子メール等の
手段で送付してください。 
また、同様に参加者枠の空きがある場合、その会議の開催時間中、会議スケジューラまたは主

催者の会議画面から、参加者の「招待」が行えます。詳しくは「利用者向けリファレンスマニュアル」

をご覧ください。 

④ 開催中の会議を終了させたい 

予約の変更・キャンセルを行う要領で、該当の予約の確認画面を表示させ、「この会議を強制的

に終了させる」をクリックします。強制終了することに対する確認画面が表示されますので、  
をクリックすると、全ての入室者が強制的にログアウトされ、入室用の URLが無効化されます。 
さらに、該当の予約の終了日時は、上記操作を行った日時に変更されます。 
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6-3 困ったときは？ 
困ったときには以下の手段で解決を試みてください。 

① マニュアルを参照する 

画面上部右にある[ヘルプ]をクリックすると、マニュアルが参照できます。 
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② MeetingPlazaのホームページを参照する 

MeetingPlazaのホームページには、様々な参考情報を掲載しています。 
http://www.meetingplaza.com にアクセスすると、MeetingPlazaのホームページが表示されます。

その中の「サポート」のメニューに、次の項目がありますので参考にしてください。 
 困ったときは？ 
 よくあるご質問 
 操作マニュアル 
 使用するポート一覧 
 クライアントプログラム 
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③ ＮＴＴアイティのサポート窓口に問い合わせる 

MeetingPlazaの開発は全てＮＴＴアイティが行っており、迅速な問題解決が可能です。 
ホームページからのお問い合わせは、「サポート」のメニューの中の、「トラブル時のお問い合わ

せフォーム」をご利用ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

サポート窓口に、電子メールまたは電話でご連絡いただくことも可能です。 
 電子メール support@meetingplaza.com 
 電話 ０１２０－７５３－６７７ （平日 9:00～18:00） 
 

スムーズなサポートのため、お問い合わせはシステム管理者経由でお願いします。 

 
 


	マニュアルの種類
	目次
	はじめに
	簡単な予約手順
	便利な機能
	付録

