
バーチャル株主総会ヘルプデスク

●当社は、バーチャル株主総会の開催に当たり、合理的な範囲で通信障害等への対策を行いますが、
　株主様がご利用のパソコン・スマートフォン等の不具合や、株主様ご自身の通信環境等を原因
　として、株主様がバーチャル出席できない場合や議決権を行使できない場合もございます。
　当社として、このような通信トラブルにより株主様が被った不利益等に関しては一切の責任を
　負いかねますことをご了承ください。
●ライブ配信の撮影、録画、録音、保存、SNSなどでの投稿等はご遠慮いただきますよう、
　お願い申し上げます。
●バーチャル出席に対応している言語は、日本語のみとなります点、ご了承ください。

0120-590-064
受付時間：2022年3月3日（木）～3月18日（金）
株主総会当日　午前9時～配信終了まで

午前9時～午後5時まで
（土日祝を除く平日）

配信視聴について

03-6722-6065
受付時間：株主総会当日
　　　　 午前9時30分～配信終了まで

株式会社Jストリーム

5 お問い合わせについて

4 その他の注意事項について

バーチャル株主総会にご出席いただきますと、議長が指定する時間内に、オンライン上でご質問
を提出いただけます。ご質問に関するご注意事項は招集ご通知の5頁に記載しておりますので
ご参照ください。動議につきましてはバーチャル出席株主様からのご提出は受け付けない
ことといたします。なお、当日、会場出席株主様から動議が提出された場合など、招集通知に
記載のない件について採決が必要になった場合、バーチャル出席株主様は事前に議決権を行使
して当日出席しない株主様と同様に、棄権又は欠席としてお取り扱いいたします。

3 ご質問及び動議について

バーチャル株主総会にご出席いただきますと、決議事項の採決時にオンライン上で議決権を
行使いただけます。議決権行使に関するご注意事項は、招集ご通知の4頁及び6頁に記載して
おりますのでご参照ください。

2 議決権行使について

株主総会当日の議事進行の様子は、パソコン・スマートフォン等によりライブ配信でご確認いた
だくことができます。バーチャル出席を行うためには、以下環境でのご利用を推奨いたします。
なお、バーチャル出席に必要となる通信機器類及び通信料金等の一切の費用については、株主様
のご負担となります。株主様がご利用のパソコン・スマートフォン等の不具合や、株主様ご自身
の通信環境等を原因として、株主様がバーチャル出席できない場合や議決権等を行使できない場
合もございますので、事前行使のうえご出席ください。

1 バーチャル出席に必要な環境について

ご注意事項など

PC

Windows Mac Android iOS

モバイル

OS

ブラウザ※1

Windows 10, Windows 8.1 MacOS 最新版 Android 5以上 iOS11以上
Microsoft Edge, Google Chrome
Mozilla Firefox

Safari Chrome Safari

※1 最新バージョンにてご覧ください

本総会の目的事項に関し、事前にご質問いただくことが可能です。株主様のご関心が高い事項に
つきましては、本総会で取り上げさせていただく予定です。前頁「ログイン方法のご案内（手順）」
をご参照のうえ、以下に記載の事前質問受付期間にログインください。ログイン後、画面上部
３つのボタンのうち、真ん中のボタンより事前のご質問をご提出いただけます。
事前質問受付期間2022年3月7日（月曜日）午後0時から2022年3月15日（火曜日）午後6時まで

事前質問の受付
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https://web.lumiagm.com/

772-532-154

バーチャル株主総会とは、インターネット等の手段を用いて株主総会に出席いた
だくものです。株主様は、株主総会の議事進行をライブ配信でご確認いただくと
ともに、質問のご提出及び議案（動議を含まない）への採決（議決権行使）を行
うことができます。
なお、通信環境の影響により、ライブ配信の画像や音声が乱れ、あるいは一時断
絶されるなどの通信障害が発生する可能性がございます。このような通信障害が
発生した場合、通信障害の復旧を待たず会場出席株主様のみで株主総会を続行す
る場合がございます。
万が一、通信障害等が発生した場合には、当社ウェブサイト（https://pepabo.
com/go/shareholder/）にて速やかに株主の皆さまへお知らせいたします。株
主様におかれましては、当社ウェブサイトをご確認いただき、招集ご通知及び本
紙「ログイン方法のご案内（手順）」をご参照のうえ、改めて本総会にバーチャ
ル出席をお願い申し上げます。

1 配信サイトにアクセス

2 言語選択で「日本語」を選 択する

3 ミーティングIDをご入力

4 ID・パスワードをご入力

ID・パスワードをご入力後、
（バーチャル株主総会に出席する）
を押してください。

開会時間となる
2022年3月19日（土曜日）午前10時00分までお待ちください

ログイン方法のご案内（手順）

配信日時
2022年3月19日（土曜日）午前10時00分より

（ログイン開始時間 午前9時 30分より）

GMOペパボ株式会社
定時株主総会（バーチャル株主総会）

ログイン方法のご案内

ID　　　　    株主番号 8ケタ（ハイフンはのぞく）

パスワード    ご登録の郵便番号 ７ケタ（12月末時点）

ご視聴には、ID（株主番号）のご入力が必要となります
（その他必要情報は次頁以降をご参照ください）。
株主番号は議決権行使書を投函する前に必ずお手元にお控えください。

ログイン時に必要な情報について（株主番号）

株主番号は、議決権行使用紙に記載の
15ケタの番号のうち、
中央8ケタ番号です。

株主番号 メモ欄（8ケタ）

議決権行使書

ログインID
XXXX-XXXX-XXXX-XXX
パスワード
XXXXX

株主番号8ケタ

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

上記ミーティングIDを
ご入力後（ログイン）
ボタンを押してください。
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