
BT MeetMe電話会議サービス
ユーザーガイド

コミュニクラウドは
BTのオフィシャルパートナーです



BT MeetMe ユーザーガイド
概要
BT MeetMeは電話上で40名までの
バーチャル会議を提供します。事
前予約は不要。いつでもどこでも、
電話上で会議を開催できます。利
用方法はとても簡単な上、固定電
話や携帯電話からアクセスできる
ので、特別な機器の準備は必要あ
りません。

BT MeetMeでは、お客様専用の
バーチャル会議室で社員同士、ま
たは顧客や取引先など、世界中ど
こからでも会議に参加できます。
部署や役職にかかわらず、出張の
時間を短縮し、より早く、重要な
意思決定ができます。

BT MeetMeはこれまでの｢対面で
の会議｣を補う、強力なコミュニ
ケーションツールです。

電話会議への参加は、電話から
コールイン番号にダイアルして、
パスコードを入力するのみです。
すぐに世界中の同僚と意見交換す
ることができます。

BT MeetMeは世界40カ国以上の国
にローカルのコルイン番号を準備
しています。参加者は最寄の番号
を利用できるので、国際電話代の
削減にも役立ちます。

このガイドはサービスの概要と、
初めてサービスをご利用いただく
際の実用的な手引きとなっていま
す。

■概要
□ご利用方法
□主催者/参加者機能
□快適にご利用頂くため
□パソコン画面共有
□トレーンニングのご紹介
□お問い合わせ

ご案内メニュー



BT MeetMe ユーザーガイド
ご利用方法
ステップ 1:

参加者に招待状を送ります。
• 会議の日付と時間
• コールイン番号
• 参加者パスコード

参加者は、主催者が会議に接続するまで
保留音を聞いてお待ちいただきます。

ステップ 2:

会議の時間になったら、コールイン番号
にダイアルし、音声メッセージに従って
パスコードの入力と名前の録音をします。
• 主催者は主催者パスコードと # を入力
• 参加者は参加者パスコードと # を入力

※ 不正利用防止のため、主催者パスコー
ドは安全に管理してください。

ステップ 3:

これで準備完了。会議を開始できます。

□概要
■ご利用方法
□主催者/参加者機能
□快適にご利用頂くため
□パソコン画面共有
□トレーンニングのご紹介
□お問い合わせ

ご案内メニューウェルカムメール

アカウント登録後に届きます。
アクセス情報とパスコードが記載されて
いるので、大切に保管してください。

再発行は、ヘルプデスクまでご連絡くだ
さい。



BT MeetMe ユーザーガイド
ご利用方法
利用できる電話機

プッシュホン式の電話であれば、
種類は問いません。

□概要
■ご利用方法
□主催者/参加者機能
□快適にご利用頂くため
□パソコン画面共有
□トレーンニングのご紹介
□お問い合わせ

ご案内メニュー



BT MeetMe ユーザーガイド
主催者 /参加者機能
主催者&参加者用機能

＊0
オペレーターアシスタント
オペレーターにつながります。

＊4
ボリューム調整
電話の音量を調整します。

＊6
ミュート（消音）オン／オフ
電話をミュート(消音)します。
–雑音を消すのに最適です。

＃0
自動音声ヘルプメニュー
会議中に利用できる電話キーパット機能
を確認できます。

主催者用機能

＃1
出席者名確認
出席者全員の名前を再生します。

＃2
出席人数確認
出席者の人数を確認できます。

＊5
プレゼンテーションモード
参加者全員の回線をミュートします。
参加者は、傍聴のみの状態となります。

＊2
音声メッセージストップ
アナウンス中のメッセージを止めます。

＊7
セキュリティモード
会議ロックをロックし、他の参加者の接
続をブロックします。

＊8
録音オン/オフ
会議を録音します(追加料金)。

＃9
主催者強制終了有効/無効
主催者が切断した時点で会議を終了しま
す。初期設定は、主催者が切断後も会議
は継続します。

＃＃
会議強制終了
出席者全員を切断します。

□概要
□ご利用方法
■主催者/参加者機能
□快適にご利用頂くため
□パソコン画面共有
□トレーンニングのご紹介
□お問い合わせ

ご案内メニュー



BT MeetMe ユーザーガイド
ダイアルアウト(主催者機能)

ステップ 1

会議上で＃3を押します。
｢ダイアルアウトで参加者を呼び出す
場合は＊1を押してください。｣
アナウンス後、＊1を押します。

ステップ 2:

セキュリティ確認のため、アナウンスに
従い参加者パスコードと＃を入力します。
｢参加者パスコードを入力後、シャープを
押してください。｣

ステップ 3:

相手の電話番号を入力後、＃を押します。
「国番号に続けて相手先電話番号を入力後、
シャープを押してください。」

例：
日本の場合、001に続いて国番号、最初
の0を除いた市外局番、電話番号を入力
後、最後に＃を押します。

#3 → 001-81-3-XXXX-XXXX →＃

※ 国番号を含めた電話番号を全て入力
してください。

元の会議に戻ります。
「只今発信しています。先方からダイアル
アウトを拒否されたり、不在、もしくは
入力した番号につながらない場合は、
会議へお繋ぎできませんのでご了承ください。
それでは会議にお戻しします。」

ステップ 4:

呼び出しを受けた参加者が会議に参加す
る場合は、＊1を押します。
「会議に招待されています。＊1を押して
ご参加ください。」

ステップ 5:

新しい参加者が会議に追加されます。

※ダイアルアウト機能は、契約内容に基づき利用
料金が発生します。

□概要
□ご利用方法
■主催者/参加者機能
□快適にご利用頂くため
□パソコン画面共有
□トレーンニングのご紹介
□お問い合わせ

ご案内メニュー



電話会議のエチケット

• 参加者に議題と会議の終了時間を明確
に伝えます。

• 会議の進行役を明確にします。

• 会議の初めに進行係は点呼を取ります。

• 主催者、参加者を問わず、発言する
場合には自分の名前を名乗ります。

• 必要に応じて参加者に＊6 でミュート
(消音)してもらいます。雑音を防ぐのに
最適です。

• 紙をめくる音や、PCのタイプ音が雑音
にならないよう注意します。

• 会議の終了時には重要なポイントを
要約し、次回の会議の日時を確認し
ます。

BT MeetMe ユーザーガイド
快適にご利用頂くため

電話会議の安全を確保するには

進行役は点呼を取ります。

＃2 出席人数確認
会議に参加している人数を確認します。

＊7 会議ロック
問題なければ、会議をロックします。
ロック後に誰かが会議へ入ろうとした場
合は、オペレーターにつながります。

＊0オペレーターアシスタント
余計な回線が接続されている場合は、オ
ペレーターに返答のない回線を切断する
よう依頼します。

＃＃会議強制終了
終了時は、強制的に全出席者の回線を切
断し、会議を一旦クローズします。
切り忘れ防止にも役立ちます。

□概要
□ご利用方法
□主催者/参加者機能
■快適にご利用頂くため
□パソコン画面共有
□トレーンニングのご紹介
□お問い合わせ

ご案内メニュー



BT MeetMe ユーザーガイド
パソコンの画面共有 (オプション)

画面共有の追加 (WebEx)

• オプションでWebEx Meeting Centerを
利用できます。

• 電話での会議に、パソコンの画面共有
やカメラの共有を追加できます。

• アカウントをご希望の方は、ヘルプ
デスク、またはコミュニクラウド
営業担当までご連絡ください。

WebJoinによる簡単アクセス

• WebExへのアクセスには、簡単アクセス
ページ｢WebJoin (ウェブ･ジョイン)｣を利用
できます。

• 予約や難しい操作不要は不要。
BT MeetMeのパスコードを入力する
だけです。

https://webjoin.com
にアクセス

アドインソフトの
インストール (初回のみ)

WebEx会議に接続

簡単 2ステップ
□概要
□ご利用方法
□主催者/参加者機能
□快適にご利用頂くため
■パソコン画面共有
□トレーンニングのご紹介
□お問い合わせ

ご案内メニュー



BT MeetMe ユーザーガイド
パソコン画面共有 (オプション)

ステップ 1

1. https://webjoin.comにアクセス

2.以下を入力
• お名前
• メールアドレス
• 主催者は主催者パスコード
• 参加者は参加者パスコード

3. ｢Join｣をクリック

□概要
□ご利用方法
□主催者/参加者機能
□快適にご利用頂くため
■パソコン画面共有
□トレーンニングのご紹介
□お問い合わせ

ご案内メニュー

https://webjoin.com/


BT MeetMe ユーザーガイド
パソコン画面共有 (オプション)

ステップ 2-1

• 初回のみ
WebExのアドインツールを
画面の指示に従ってインストール
してください。

□概要
□ご利用方法
□主催者/参加者機能
□快適にご利用頂くため
■パソコン画面共有
□トレーンニングのご紹介
□お問い合わせ

ご案内メニュー



BT MeetMe ユーザーガイド
パソコン画面共有 (オプション)

ステップ 2

• WebExに接続されます。

発表者権限の
受け渡し

ウェブカメラの
送信

共有オプション
(画面共有など)

電話会議への
接続オプション

□概要
□ご利用方法
□主催者/参加者機能
□快適にご利用頂くため
■パソコン画面共有
□トレーンニングのご紹介
□お問い合わせ

ご案内メニュー



ユーザー向けトレーニングをご希望ですか？

専門家が御社にお伺いして、BT MeetMeサービスの
トレーニングをご提供します。

詳しくは、コミュニクラウドまでご連絡ください。

コミュニクラウドジャパン株式会社

電話番号
045-550-3527

メールアドレス
contacts@communicloud.co.jp

BT MeetMe ユーザーガイド
トレーニングのご紹介

□概要
□ご利用方法
□主催者/参加者機能
□快適にご利用頂くため
□パソコン画面共有
■トレーンニングのご紹介
□お問い合わせ

ご案内メニュー



お問合せは、お気軽にヘルプデスクまでご連絡ください。

コンファレンシングヘルプデスク (日本語)

電話番号
0120-363-877

メールアドレス
communicloud.conferencing@bt.com

BT MeetMe ユーザーガイド
お問い合わせ

+61 (0)2 9231 1130
+852 2312 9999

+82 (0)2 3483 1171
+60 (0)3 7712 4597

+65 6295 6237
+886 2 2162 6528

日本以外の電話番号
オーストラリア
香港
韓国
マレーシア
シンガポール
台湾

□概要
□ご利用方法
□主催者/参加者機能
□快適にご利用頂くため
□パソコン画面共有
□トレーンニングのご紹介
■お問い合わせ

ご案内メニュー
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