
2 枚数を をクリック、 １ にする。

有料行事の場合は、支払い方法を選択する。
（クレジットカード、コンビニ、ＡＴＭ、ＰａｙＰａｌ）

3  ログインへ進む をクリックする。

1

※イメージ

1 詳細を確認いただき チケットを申し込む を

クリックする。

詳細 には、申し込み方法や
当日のスケジュールが記載されています。

必ずご確認ください！

表⽰や項⽬が異なることもありますが、登録の流れは同じです。
【詳細】は必ずご確認いただき、こちらは参考にお読みください。

インターネットエクスプローラーは
対応しておりません。

マイクロソフトエッジ、
グーグル・クロームなど
ご利⽤ください。

１ ２

３

チケット選択 画面

財団賛助会員
または
一般、会友 に
分かれています。

注意

【オンライン⾏事】会員登録とチケットお申し込み⽅法１/６
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ログイン 画面

4

新規登録 画面

中村花子

ｘｘ＠ｘｘｘ.ｘｘ.ｘｘ

５

枠内を
クリックすると、

入力モードになります。

入力の基本
表示名

5 新規登録 画面になります。

▶ 表示名 （公開名、お好きな名前で）

▶ メールアドレス （全て半角）
（入力間違えに注意！）

▶ パスワード （全て半角）

●8文字以上 ●数字

●英小文字 ●英大文字

●特殊文字（！？＃＋－ など）

６ ３箇所を上記のルールで入力すると

 同意して新規作成 ボタンの色が
グレーから緑に変わる。クリックする。

4

確認です。
入力が合っていれば、無視してください。

５

下記、５つの条件でパスワードを設定する。

新規登録

新規登録後 は↑
こちらから

ログイン します。

4 ログイン 画面になります。 新規登録 の文字をクリックする。 4

例 ： Tempu-123

６
６

【オンライン⾏事】会員登録とチケットお申し込み⽅法２/６

ご入力ください。
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7 主催者からの事前
アンケート 画面になります。

下へスクロール しながら

項目全てを入力。

８  確認画面へ進む を

クリックする。

主催者からの事前アンケート 画面

7

8

ご確認 画面

９
９

10 10

姓 （全角カナ）で入力

名 （全角カナ）で入力

ｘｘ＠ｘｘｘ.ｘｘ.ｘｘ

中村花子

※イメージ

項目は
変わります

9 ご確認 画面になります。

▶ 姓 （全角カナ)
▶ 名 （全角カナ)

▶ メールアドレス
▶ 表示名

10  チケットを申し込む をクリックする。

7

8

【オンライン⾏事】会員登録とチケットお申し込み⽅法３/６

有料行事の場合は、
８の次に、支払いに関する画面
に移ります。
流れに沿ってお進みください。

４箇所 入力
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１１ お申し込みありがとうございます。

詳細のメールが
送信されました。

メールソフトを開いてください。

ｘｘ＠ｘｘｘ.ｘｘ.ｘｘ

１２ 登録いただいたメールアドレス宛に

ピーティックス（tickets@peatix.com）から、以下の件名でメールが届きます。

メールを開いてください。

件名 【Peatix】 ＋ 講演会名 ＋ チケットお申し込み詳細

メールテキスト内、真ん中あたりにある

をクリックする。

12

イベント視聴ページに移動

メール テキスト

12

メールソフトを
開いてください

※メールが届かない場合、迷惑メールフォルダに
届いていないか、
ドメイン指定許可（@peatix.com）などを行って
ください。
ドメイン指定については、ご利用の携帯電話会社
やメールアカウント先へお問い合わせ下さい。

【オンライン⾏事】会員登録とチケットお申し込み⽅法４/６

4



13 ピーティックスが新たに開きます。

イベント視聴 画面になります。

 ログインして視聴する をクリックする。

１４ ログイン 画面になります。

登録している メールアドレス を入力し、
 次に進む をクリックする。

15 パスワードを入力して進む 画面になります。

パスワード を入力し、 同意してログイン をクリックする。

１６ イベント視聴 画面になります。

 イベントに参加 をクリックする。

イベント視聴 画面

15

16

ログイン 画面

パスワード 画面14

15
15

イベント視聴 画面

13

15

16

【オンライン⾏事】会員登録とチケットお申し込み⽅法５/６
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1７

ウェビナー登録 画面が開きます。

▶ 名
▶ 姓
▶ メールアドレス
▶ メールアドレス再入力

（入力間違えに注意！）

 登録 をクリックする。

Zoom (no-reply@zoom.us) からメールが届きます。 以上で完了です。

件名 行事 ＋ ご登録ありがとうございました

ウェビナー登録が完了しました
Zoom ウェビナー登録 画面

Zoom 画面

ハナコ

ｘｘ＠ｘｘｘ.ｘｘ.ｘｘ

ナカムラ

ｘｘ＠ｘｘｘ.ｘｘ.ｘｘ

17

登録完了

新規登録、
Zoom視聴

視聴登録

当⽇

ここをクリックして参加

こちらを
クリックでも
参加できます。

1８

予定の時間に（詳細をご確認ください）

リマインダーメールが届きます。

入室時間になりましたら、URLをクリックしてご入室ください。

当⽇

17

1８

４箇所 入力

【オンライン⾏事】会員登録とチケットお申し込み⽅法６/６

メール テキスト
※Zoomアプリのダウンロードはお忘れなく！
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申し込んだ行事は、ログインした後の、こちらの画面で確認することができます。

 イベントに参加 ボタンから

『Zoom ウェビナー登録』 などの
視聴のための登録ページへ移ります。

 イベントに参加 ボタンがない場合、設定は不要です。
必ず申込み詳細と案内メールの確認をお願いします。

参加でのお願いが記載されていることもあります。

開催予定

Zoomの登録を忘れた！
申し込み後に届いた詳細メールが見つからない場合は、

 イベントに参加 ボタンからZoom登録をお願いします。

定刻後 は、こちらからも（Zoom登録後）視聴する画面へ入室できます。

当⽇

チケット

表示名

表示名（登録時に入力した名前）を
クリックすると、メニュー内容が表示します。

ログイン後、トップ 画面

マイグループ / イベント
申し込んだチケットが表示する。

アカウント設定
メールアドレスやパスワードの変更を
再設定するページ。
退会もこちらからです。

申し込んだ⾏事について

※Zoomアプリのダウンロードはお忘れなく！
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