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ブラウザ版：マネジメント研修会の参加方法 

2022/11/9 一部修正 

（公財）日本産業廃棄物処理振興センター 

１．研修会当日までの流れ 

研修会は、オンライン会議システム Webex（Cisco 社）を用いてライブ配信形式（あらかじめ研修会の開始

時間・終了時間が決められている形式）で開催します。 

研修会には、講義映像を見るモニターと講義音声を聞くためにスピーカーが必要になりますが、 

受講者自身を写すためのカメラは不要です。 

 

（１）接続方法を選ぶ 

・Webex への接続方法は、「アプリ版」と「ブラウザ版」があります。 

・操作方法が簡単な「アプリ版」での受講をお勧めしておりますが、アプリ版をダウンロードできない等の

理由で「アプリ版」をご利用できない場合は、「ブラウザ版」でもご参加いただけます。 

 ・アプリ版：マネジメント研修会の参加方法 

 

（２）Webex 接続テストを行う 

・開催日時までに必ず通信の接続と映像・音声（スピーカ）の接続テストを実施してください。 

※ 個々のパソコン・通信環境による不具合については当センターでは対応できないことをご了承ください。 

 

（３）Webex に接続して当日研修会に参加する 

・当日は、下記の手順に従って Webex に接続して参加してください。 

なお、一社から複数人をお申込みされている場合で、一画面で共有して参加される場合は、当日ご一

緒に参加される方の「受講番号」「氏名」を事務局までご連絡ください。Webex ログイン時の名前欄に入力

いただく「受講番号」により当日の出欠席確認を行うため、名前欄に受講番号がない場合は、欠席となり

「受講証明書」を交付できない場合があります。 

https://www.jwnet.or.jp/contact/workshop/toiawase.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

事前準備 アプリ版をダウンロード 

アプリ版をご利用できない場合 

ブラウザ版で接続テスト アプリ版で接続テスト 

アプリ版で受講 

当日 

 マイページから受講証明書 

約５営業日

ブラウザ版で受講 
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２．研修会当日までの準備 

開催日時までに、マイページにログインして Webex へログインするための 「ミーティング番号」「ミーティ

ングパスワード」をご確認し、通信の接続と音声（スピーカ）の接続テストを実施してください。 

※個々のパソコン・通信環境による不具合については当センターでは対応できないことをご了承ください。 

※ブラウザは「Google Chrome」又は「Microsoft Edge」をご利用ください。 

 

（１）接続テストを行う日を決める 

ブラウザ版で接続テストができる日時は、以下の日程となります。 

接続テスト 

実施日時 

ミーティングリンク ミーティング番号

※ 

ミーティング

パスワード 

2022/11/10(木) 

13 時～15 時 

https://jw.webex.com/jw-

jp/j.php?MTID=mb78fd13f6606b3610c149454360767cf 

2510 054 3068 kennshu 

2022/11/17(木) 

13 時～15 時 

https://jw.webex.com/jw-

jp/j.php?MTID=m53890377afe95d425d3b5c8b70d3e060 

2518 975 5007 kennshu 

2022/11/22(火) 

13 時～15 時 

https://jw.webex.com/jw-

jp/j.php?MTID=m471a40845d516c0247ce761dcdb06947 

2516 071 9441 kennshu 

2022/12/1(木) 

13 時～15 時 

https://jw.webex.com/jw-

jp/j.php?MTID=med503ad3c8df4105fd77713a22281f76 

2515 494 0197 kennshu 

2022/12/8(木) 

13 時～15 時 

https://jw.webex.com/jw-

jp/j.php?MTID=m997ac83855356fbf35a9ee1dbd0a44ab 

2519 641 4487 kennshu 

2022/12/13(火) 

13 時～15 時 

https://jw.webex.com/jw-

jp/j.php?MTID=mc750750eaefaed2cb31e4d878ccfb36b 

2511 446 0561 kennshu 

2022/12/20(火) 

13 時～15 時 

https://jw.webex.com/jw-

jp/j.php?MTID=m35cfb0685186dcfc64bdc4ff46fcf335 

2516 181 9025 kennshu 

2023/1/12(木) 

13 時～15 時 

https://jw.webex.com/jw-

jp/j.php?MTID=m074499b7d1fb232e528d7dcf6721774c 

2519 736 8915 kennshu 

2023/1/17(火) 

13 時～15 時 

https://jw.webex.com/jw-

jp/j.php?MTID=m95772111040f81df810c17ea263f3ac0 

2516 562 6466 kennshu 

2023/1/26(木) 

13 時～15 時 

https://jw.webex.com/jw-

jp/j.php?MTID=m37200b1a43e82a6a3dadf4dfa92e4874 

2514 407 0627 kennshu 

2023/1/30(月) 

13 時～15 時 

https://jw.webex.com/jw-

jp/j.php?MTID=mac8aa4dc64189c10450931da1b7eb232 

2519 658 2252 kennshu 

2023/2/2(木) 

13 時～15 時 

https://jw.webex.com/jw-

jp/j.php?MTID=m36a3cf9b8c3af6a9709f70143d6db899 

2515 588 5440 kennshu 

2023/2/9(木) 

13 時～15 時 

https://jw.webex.com/jw-

jp/j.php?MTID=m8600108942b769ef6e82fecf069b3e4a 

2516 928 5466 kennshu 

2023/2/16(木) 

13 時～15 時 

https://jw.webex.com/jw-

jp/j.php?MTID=mf9cbb398aba85fdd8f18f5c6684c4260 

2517 698 3143 kennshu 

2023/2/21(火) 

13 時～15 時 

https://jw.webex.com/jw-

jp/j.php?MTID=m118400565710abdcb38ecfe8557be6fb 

2512 427 2033 kennshu 

2023/2/27(月) 

13 時～15 時 

https://jw.webex.com/jw-

jp/j.php?MTID=m34e95544078a7df89fdf4f1373841937 

2513 089 3652 kennshu 
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2023/3/2(木) 

13 時～15 時 

https://jw.webex.com/jw-

jp/j.php?MTID=mef4bd69af9d92b3a8ded3467789f0a12 

2518 687 8139 kennshu 

2023/3/7(火) 

13 時～15 時 

https://jw.webex.com/jw-

jp/j.php?MTID=mb2c72bf517110ef6197c37d1586c8db0 

2515 540 3736 kennshu 

※ミーティングリンクから参加される場合は、原則ミーティング番号を求められません。 

※研修会当日のミーティング番号とは異なりますのでご注意ください。 

※研修会当日のミーティング番号等は、マイページ内に記載されています。 

 

（３）ブラウザ版の接続テストをする 

接続テストを実施する日時にミーティングリンクから Webex にアクセスして接続テストを行う。 

※ブラウザの種類等によって画面の表示が異なる場合があります。 

 

 

 

① 「キャンセル」をクリック 

（表示されない場合はそのまま②へ） 

②「ブラウザから参加してください」

をクリック 
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③「ミーティングに参加する」を

クリック 

④名前欄に「受講番号」を入力。 

※「受講番号（“C3”から始まる 12 桁の英数字）」はマイページより

ご確認ください。 

※名前欄に入力された項目は、当日受講者共通の画面に表示さ

れます。個人名は入力しないでください。 

⑤メールアドレスを入力 

⑦「ミーティングに参加」をクリック 

⑥「次へ」をクリック 

※正しく入力できると「次へ」のボタンが黒色に変わりま

す。 

※メールアドレスの入力時に、最初又は最後にスペース

（空白）が誤って入力されているためにエラーとなるケー

スがありますのでご注意ください。 

※パスワードを求められる場合は、上記に記載のミーテ

ィングパスワードをご入力ください。 
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※詳しい利用方法等は「Webex Meetings の会議マニュアル」をご参照ください。 

https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/webex/how-to-use.html 

 

 

⑧テスト画面では左の画像と音楽を流しております。

音が聞こえて、画面が写されるか確認してください。 

⇒音楽が聞こえない場合は、「４．音声が聞こえない

場合の確認事項（最下部）」をご参照ください。 

※設定等を変更しても音楽が聞こえない場合はブラ

ウザ（Edge、Googel Chrome 等）を変更することで解決

することがあります。 

接続テストは終了です 
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３．研修会当日の参加方法 

※研修会当日は、12 時30 分より接続が可能です。 

※受付（出席確認）は、名前欄にご入力いただいた受講番号にて行いますので、受講者様による操作等

は必要ございません。ログイン後は講義開始までそのままお待ちください。 

 

（１）マイページにログインして、「ミーティングリンク」 「ミーティング番号」「ミーティングパスワード」をご

確認ください。 

 https://www.jwcenter.jp/shsmsk/MypLoginInit.cgi?fn=OP_INIT 

※マイページへのログインは、受講料入金後（原則、当日または翌営業日）に配信される「受講決定の

お知らせ」に記載されている受講番号と申込時に決定したパスワードが必要です。 

 

 

（２）マイページ内の「ミーティングリンク」をクリックして、Webex にアクセスしてください。 

 

 

① 「キャンセル」をクリック 

（表示されない場合はそのまま②へ） 

②「ブラウザから参加してください」

をクリック 
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③「ミーティングに参加する」を

クリック 

④名前欄に「受講番号」を入力。 

※「受講番号（“C3”から始まる 12 桁の英数字）」はマ

イページよりご確認ください。 

※名前欄に入力された項目は、当日受講者共通の画

面に表示されます。個人名は入力しないでください。 

⑤メールアドレスを入力 

⑧ミーティングに参加」をクリック 

⑥「次へ」をクリック 

※正しく入力できると「次へ」のボタンが黒色に変わ

ります 

※メールアドレスの入力時に、最初又は最後にスペ

ース（空白）が誤って入力されているためにエラーと

なるケースがありますのでご注意ください。 

※パスワードを求められる場合は、マイページに記

載のミーティングパスワードをご入力ください。 

 

⑦「マイク」と「ビデオ」が OFF になっていることを確認 

※マークが赤（斜線）になっていれば OFF の状態です。 

※ボタンをクリックすると ON/OFF が切り替わります。 
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★マイク・カメラについて 

 研修会中は画面下のマイクとカメラは「OFF」にしてください。 

 ・マイクを「ON」にすると、他の参加者にご自身の声が聞こえてしまいます。 

 ・カメラを「ON」にすると、画面上にご自身の顔が表示されてしまいます。 

※個々のパソコン・通信環境による不具合については当センターでは対応できないことをご了承ください。 

 

★一社から複数人をお申込みされている場合で、一画面で共有して参加される場合は、当日ご一緒に

参加される方の「受講番号」「氏名」を事務局までご連絡ください。Webex ログイン時の名前欄に入力いた

だく「受講番号」により当日の出欠席確認を行うため、名前欄に受講番号がない場合は、欠席となり「受

講証明書」を交付できない場合があります。 

https://www.jwnet.or.jp/contact/workshop/toiawase.html 

 

４．音声が聞こえない場合の確認事項 

①スピーカーの音量が０（ミュート）になっていないか 

・音が出ない状態                 ・音が出る状態 

 

  


