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イベントの選択

無償参加

（Esri ユーザー会）
1 日参加

（Esri ユーザー会）

Esri 教育向け

ユーザー会
展示のみ

（Esri ユーザー会）

ステップ 2 にて参加日を
お選びください。

プレカンファレンスセミナー（有料）

その他イベント

Esri 教育機関向けユーザー会 
(EdUC)

6/25 土 ) - 28( 火 )
Esri ビジネスサミット
6/25( 土 ) - 28( 火 )

※１：UC Complimentary $0: 特定のライセンスの保守がユーザー会期間中有効。
「Complimentary Pass（無償参加枠）」は、特定のライセンスの保守が有効な場合のみに適用されます。詳細は無償参加枠ガイド
ラインをご参照ください。無償参加枠には、6/27 ～ 7/1 までの Esri ユーザー会参加費、プレナリーセッション、マップギャラリー、
各種セッション・事例発表、Esri・企業展示、特別展示、野外パーティーへの参加費が含まれます。昼食は含まれません。

参加するイベントを選択し、「NEXT」をクリックしてください。

※１
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アカウントログイン

ユーザー名

パスワード

←アカウントの新規作成

既にアカウントをお持ちの方は、ユーザー名とパスワードを入力しログインしてください。（5 ページへ）
アカウントをお持ちでない方は、「Create a new Esri Account」（アカウントの新規作成）をクリックしてください。

アカウントの新規作成

名

姓

名前とメールアドレスを入力して「Create an Account」（アカウントの新規作成）をクリックしてください。
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アカウントの新規作成

taro_esri@0000consultant.com

入力したメールアドレスにメールが送信されます。受信メールを確認してください。

Esri Accounts<accounts@esri.com> より以下の様なメールが届きます。
「Activate Your Account」（アカウントを有効化させる）をクリックしてください。

アカウントを有効化させる

3



全ての項目に記入をし、ライセンスの同意にチェックを入れ、「Create」（作成）をクリックしてください。
（アルファベットでの記入になります。）

アカウントログイン
ユーザー名　（6 ～ 24 文字のアルファベット、数字、記号「＠」と「 _ 」の組み合わせ）

パスワード　（最低 8 文字、かつアルファベットと数字が必ず１字入ること）

パスワード（確認用）

企業 / 団体名

住所

市区町村

国を選択

都道府県を選択

郵便番号

電話番号

質問を選択

答えを記入

プロフィール

本人確認用の質問　（パスワードを忘れた時など）

ライセンス同意

● ライセンス規定に同意
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ユーザー名、パスワードを再入力し、「SIGN IN」（サインイン）をクリックしてください。

登録者を選択し、「CONTINUE」（続き）をクリックしてください。

サインイン

登録者の選択

ユーザー名

パスワード

本人
その他の人
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個人情報

参加するイベント

セクション
　①参加するイベント名と金額の表示。「EDIT MY EVENTS」（イベントの編集）をクリックすると編集できます。
　②参加する日にチェックを入れてください。
　③全ての項目に記入してください。
　④質問にお答えください。

以上の全てを確認し、「REVIEW & PAY」（内容確認と支払）をクリックしてください。

参加日

個人情報 緊急連絡先情報

あなたについて

バッジの表記
参加者 出展者

ユーザー会への参加は初めてですか。

昨年の Esri ユーザー会へ参加されましたか。

業種を選択してください。

職種を選択してください。

企業 / 団体の種別を選択してください。

米国 Esri 社との関係を選択してください。

緊急連絡者氏名
続柄
電話番号

緊急の場合は上記番号に連絡
（チェックを入れてください）

※ Esri 顧客 ID 番号は以下をご確認ください。
①ライセンスコンファメーション：製品購入時に同封
②「保守登録手続き完了のお知らせ」：保守更新手続き完了の際に送付

①

②

③

④

Esri 顧客 ID ※

先に入力した情報を元に
自動的に表示されます。
編集可能です。
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内容確認と支払

編集

セクション
①「I authorize Esri to charge my credit card」（クレジットカードでの支払）にチェックを入れます。
　　（日本から申し込みをする場合、支払はクレジットカードのみとなっております。）
② 備考があれば 1,000 文字以内で記入してください。
③ ①でクレジットカードでの支払いにチェックを入れると、クレジットカード情報入力欄が現れます。
　情報を入力し、「Continue」をクリックしてください。

④ 個人情報の取扱いに関する同意条項が現れます。内容を確認し、チェックを入れて下さい。

備考

登録解除
発注書 / 小切手
※日本のユーザー様向けには受け付けておりません。

←クレジットカードでの支払

クレジットカード情報

支払方法

カードの種類
カード番号
カード名義人氏名

有効期限 / 月
有効期限 / 年

]
①

②

③

④
個人情報の取り扱いに関する同意条項
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参加登録のキャンセルについて

※参加登録キャンセル期日：2016 年 6 月３日（金）以降は参加登録費の払い戻しは致しません。予めご了承ください。

※１．Attendee Acknowledgement
・「Esri ユーザー会」は Esri 社が開催するプライベートイベントであり、本イベントに関するすべての権利は Esri 社の独占的財産です。
・Esri 社では、Esri ユーザー会の撮影を行います。本人に許可なくまたは保証なく、個々の参加者の画像をマーケティングや販売促進目的で利用する場合があります。
・Esri 社の許可なく、商用目的での音声・ビデオ・写真等の録音や撮影、またそれらの配信を禁じます。
・Esri ユーザー会に関する資料・物品は米国輸出規制法に準じます。
・参加登録でご提供いただいた個人情報は、「Esri Privacy Policy」に従い Esri 社社員が閲覧する場合があります。
・ご提供いただいた個人情報は第三者団体へ提供されることはありません。
・個々の参加者は、他の参加者を尊重しプロフェッショナルマナーでの行動を心掛けてください。
・18 歳未満の参加者は、事前に「Youth Group」としての承認が必要となります。

キャンセル規定に同意

※１
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⑤ Cancellation Policy( キャンセル規定 ) の文言が現れます。キャンセル規定の内容を確認し、「キャンセル規定
に同意」にチェックを入れてください。

⑥「SUBMIT( 送信 )」ボタンが現れます。内容を全て再確認の上、クリックしてください。

⑤

⑥



登録完了にはお時間がかかります。7-10 営業日以内に登録完了メールが、登録したメールアドレスに届きます。
登録完了メールより変更点や、チェックインの情報を確認してください。

「PRINT THIS REGISTRATION」（登録情報の印刷）より、参加登録情報を印刷することをおすすめします。

登録ありがとうございます

登録 ID
アカウントユーザー名
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