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Jubliaは、イベント参加者がオンラインミーティングしたい相手を検索し、ビ
デオ会議を簡単にセットできるマッチングシステムです。

1

Jubliaはイベント当日だけではなく、３月10日から24日までご利用いただけます。
新しいオンラインでのネットワーキングをJubliaでご体験ください。

Jublia（ジュブリア）＠FIN/SUM2021 利用マニュアル
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ご利用方法 –ご利用の流れ

2

利用登録
Jubliaの利用を希望した方がご利
用対象となります。

検索
会いたい相手の
条件を入力し検索

確定メールの受信
リクエストを送った人/承
諾した人、双方にミーテ
ィング確定のメールが届
く

ログイン情報受領
対象者宛にログイン情報
がメールで届きます。

設定
自身のミーティング可能なス
ケジュールを確定する
プロフィールを入力する

リクエスト送信
会いたい相手に
リクエストを送る

ミーティングの可否検討
リクエストを受けた人が、
対談の可・不可を選択。
可の場合、希望の時間を選
択する

ミーティング
確定

オンラインミーテ
ィングへ

ご利用案内

アポ確定

出展/来場申込み（イベントレジスト）完了後、 Jubliaのログインメールが届きます。
※ログインメールの配信時期目安は３月４日以降、イベントレジスト登録日の翌日です。
メールは迷惑フォルダに入る場合があるのでご注意ください
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ご利用方法 Step①–参加者のJubliaの利用許諾

イベントレジスト申込フォームで、Jubliaのご利用についての設問で「はい」を選択し
てください。この設問でご利用を希望された方々に、Jubliaへのログインメールを送信
します。なお、Jubliaの利用登録は「本人登録」に限ります。

3

▼お申込み時の設問(イメージ ※イベントレジストご利用時)

「はい」とお答えいただ
いた方のみJubliaへ登録
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ご利用方法 Step② –参加者情報の登録について

参加者のイベントレジストでのお申込み情報をJubliaに登録します。
Jubliaの検索項目として表示させたい情報をチケット申込時の設問に設定いただき、利用
申込と同時に登録する項目を入力/選択してください。

4

▼お申込み時の設問(イメージ ※イベントレジストご利用時)

＜来場目的（例）＞
・該当企業の情報をより詳しく知りたい
・協業・提携について相談したい
・スタートアップと話したい
・技術情報について詳しく知りたい
・フィンテックサポート室に相談したい

業種

＜業種（例）＞
金融業=銀行= (Financial =Bank=)
金融業=保険= (Financial=Insurance=)
金融業=証券= (Financial =Securities=)
金融業=その他= (Financial=Other=) 
フィンテックスタートアップ
(Startup=Fintech=)
情報通信業 (Information and 
telecommunications)
製造業 (Manufacturing)
コンサルティング（Consulting)
…

※イベントレジストご利用の場合、参加登録時の情報をJubliaに登録いたします。別途、登録していただく必要はございません。
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ご利用方法 Step③– Jubliaへの案内メール

Jubliaから案内メールが配信されます。メールは３月４日以降、登録日翌日に配信。
案内メールは「迷惑フォルダ」に入る場合があるのでご注意ください。

5

▼ログイン用メール（上部） ▼ログイン用メール（下部）

お名前（アルファベット表記
Jubliaの利用画面に

リンク
（スマートフォンか
らもアクセス可能）

スマートフォン
ご利用の場合

こちらのQRコード
からのアクセスも

可能
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ご利用方法 Step④– Jubliaにログインしたトップページ

6

チャット
（すでにマッチ成立済
みの人とのチャットが
できます）p21参照

イベント情報
（このトップ
ページに戻り

ます

FAQ(よくある質問）

参加者リスト
（他の参加者を
検索し、ミーテ
ィングをリクエ
ストできます）

P13～18参照

マイスケジュール
（自分のミーティ
ング可能な日時を
入れます）

P10,11,12,19参照

マイプロフィール
（ご自分の情報・
写真を入れます）

P7-9参照

FUN/SUM
公式サイト
へのリンク

推奨視利用環境は以下の通りです
PC

・ブラウザ：最新バージョンの Google Chrome、Firefox、MS Edge、Safari 

・OS: Windows 7 以降、Mac OS X 10.7 以降
スマートフォン
・iOS：最新バージョンのSafari 

・Android：最新バージョンのChrome、Edge、Opera、Samsung Browser
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ご利用方法 Step⑤–マイプロフィールの設定と入力

7

最初の自分の情報を入れてください。他の参加者が検索するときに便利です。

お名前や会社などチケット登録時に入力した内容がすでに反映されています。
この画面から入力内容の変更や修正も可能です。

ミーティング相手との予約設定やチャットが来たときに、どの程度、
頻繁に登録メールに通知するのかの設定を行います。
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ご利用方法 Step⑥–マイプロフィールの入力・編集・修正

8

お名前は検索をアルファベットで行うために日本語表記はでていません。この
画面で日本語氏名の入力もお願いします。

ここで写真のアップロードができ、参加者リス
トに写真付きで掲載されます。写真を登録する
とスマイルアイコンが写真に変わります。

小さな編集ボタンで氏名、肩書き、所属が編集
できます。名前はアルファベット、日本語合わ
せて24字まで入力可能です。最初はアルファベ
ット表記だけなので、その後に日本語の氏名を
入力してください。企業名、所属も編集可能で
す。

所属先サイトのURLだけでなく、自身の紹介文
も1000字まで入力可能です。ミーティング相手
に魅力的にみえる会社やご自身の紹介をご入力
ください。ここは入力するまでブランクになっ
ています。

ここから下にはチケット登録時に選択したご自
身の「業種」「興味のあるテーマ」「イベント
参加目的」「使用言語」が表記されます。
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ご利用方法 Step⑦–アカウント設定

9

ミーティング相手との予約設定やチャットが来たときに、どの程度、

頻繁に登録メールに通知するのかの設定を行います。選択しているものが緑色
で表示されます。「サマリー」を選択した場合は、週2-3回程度の通知となり
ます。それよりミーティングの頻度が高い場合は「毎回通知」にしてください。
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ご利用方法 Step⑧–スケジュールとミーティング可能日時の設定

10

オンラインミーティングの各種設定とミーティングが可能な日時を設定
します。
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ご利用方法 Step⑨–スケジュールとミーティング可能日時の設定
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タイムゾーンはデフォル
トで日本時間（UTC＋
９）に設定してあります。

ミーティングの15分前に
SMSでリマインダーのメ
ッセージをお送りいたし
ます。携帯番号のご登録
をお願いいたします。国
番号の後の090、080な
どの最初の0（ゼロ）は不
要です。

お使いのカレンダーにミ
ーティングのスケジュー
ルを同期させます。
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ご利用方法 Step⑩–ミーティング可能日時の設定

12

ミーティングが可能な日時を設定します。３月10日から３月24日（土日を
除く）までの11日間、9:00から18:00まで30分刻みで設定できます。

オンラインミーテ
ィングの時間は30分
で設定しています。
ご自身のミーティン
グ可能日時で駄目な
ところを×にして確
定させます。
左の図はデフォル

トから、午前をNGと
した画面の例です。
3月10日から24日ま
でのミーティング可
能な時間を設定して
ください。
もちろん後で修正

することも可能です。
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ご利用方法 Step⑪–ミーティング相手の検索1/2

13

ご自身の準備はこれで完了です。さっそくミーティングをしたい相手を
検索しましょう。

参加者リストでは他の参加者を表示します。お目当てのミーティング相手を検索する方法は複数あります。
①名前や専門分野などテキストを入力して検索：名前の検索はファーストネーム（下の名前、名字ではな
い）の冒頭アルファベットとなります。ご注意ください。
②すべてのグループ （チケット登録をしたチケット別）
③業種
④役職
⑤興味のあるフィンテック分野
⑥イベント参加目的
⑦使用する言語（日本語、英語、どちらも可）

検索
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ご利用方法 Step⑫–ミーティング相手の検索2/2

14

テキストを入力して検索する場合は、名前や分野などを検索フィールドに入力します。その他の検索は
プルダウンメニューや、複数選択可能なチェック方式での選択となります。

ウインドウ
を消す

検索するテキストが上のフィールドに移り、検索を開始。右側の「検索条件解
除」で新たな検索が可能になります。

入力フィールドにテキストを入れてリターンキーを押す。

「すべてのグループ」はプルダウン
の単一選択。その他の「業種」や
「興味」などは検索したいものをチ
ェックして複数の選択が可能となっ
ています。複数の条件から検索する
こともできます。

チェックの
解除
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ご利用方法 Step⑬–ミーティングの申し込み1/3

ミーティングをしたい相手が見つかったら「ミーティングを申し込む」
ボタンクリックします。

15

Taro Fintech フィンテック太郎
CEO

フィンテック物産

Jiro Fintech フィンテック次郎
COO

フィンテック物産

Nozomi Fintech フィンテック希美
ブロックチェーン推進室長補佐
フィンテック物産

Shiro Fintech フィンテック四郎
CMO

フィンテック物産

Goro Fintech フィンテック五郎
ブロックチェーン推進室長
フィンテック物産

Saburo Fintech フィンテック三郎
CＴO

フィンテック物産

「ミーティング
を申し込む」を

クリック
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ご利用方法 Step⑭–ミーティングの申し込み2/3

ミーティングの方法は、ビデオでのオンラインミーティングだけでなく
チャットでの申し込みもできます。丁寧にメッセージも添えましょう。

16

Shiro Fintech フィンテック四郎

もう１回、「ミーティング
を申し込む」をクリック。
右の画面が出れば申し込み

完了です。

「どのように会いた
いですか」では「オ
ンラインミーティン
グ」と「チャット」
のどちらかを選択。

会いたい目的など、メッセ
ージを400字以内で書き込
めば、相手によりよい印象
を与えることができます。
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ご利用方法 Step⑮–ミーティングの申し込み3/3

送信済みのミーティング申し込みは「参加者リスト」ページ上にある
「送信済リクエスト」に表示されます。相手からの返事は「Jubliaコンシ
ェルジュ」からのメールで連絡が入ります。

17

相手がミーティングを承諾した場合、スケジュールでミーティング可能
な時間を選びます。これでミーティングの予約は完了です。送信済みの
ミーティング申し込みは「参加者リスト」ページ上にある「送信済リク
エスト」に表示されます。
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ご利用方法 Step⑯-1 –ミーティングの承諾・拒否

ミーティングのリクエストを受け取った人は、ミーティングを承諾す
ることも、断ることも可能です。

18

イベント中にJublia利用者から「丁寧な断る場合の言い回しを教えて欲しい」との問い合

わせがありました。まだこのようなシステムには皆、慣れていないので、「仕事でミー
ティングの時間がなかなかとれない」などの言い方があります。

断る

承諾する
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ご利用方法 Step⑯-2 –ミーティング時間の設定

ミーティングを承諾すると、リクエストを送った人には承諾した人の
ミーティング可能時間が表示され、そのなかからミーティング時間を
選び、ミーティングが成立します。

19

ミーティングが成立すると、送った人と受け取った人の双方へミーティング時間とオン
ラインミーティング用のURLリンクを含むメールがJubliaコンシェルジュから配信され
ます。
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ご利用方法 Step⑰–ミーティングスケジュールの確認否

20

成立したミーティングはメールだけでなくスケジュール一覧にも表示されま
す。また、成立したミーティングの変更やキャンセルも可能です。

複数日の場合は
日付選択

変更やキャン
セルはここで

ミーティングの時間に
なったらここからオン
ラインミーティングへ
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ご利用方法 Step⑱–オンラインミーティング開始

21

オンラインミーティングシステムはJubliaが提供。Zoomなどを用意する必要はありません。
マッチングが成立した１対１のミーティングに加え、それぞれが2名ずつ追加で招待でき、
計6名まで参加することが可能です。ミーティング時間は30分となっています。

Join now

オンライン
ミーティング

開始

使い勝手も他のオンラインミーティングツールと同じです。
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ご利用方法 Step⑲–チャット画面（ここでもビデオミーティング可）

22

ミーティングが成立した相手とは期間中、いつでもチャットが可能です。
チャットで合意すれば、その場でビデオミーティングもできます。予約し
たミーティングが30分で終わった時の延長ミーティングとしても使えます。

チャット可能な
相手のリスト

ミーティングが成立しました。

よろしくお願いします。ビデオミーティング待ち遠しいで
す。

何なら今からビデオミーティングを試しましょうか。

ビデオミーティング
のセットはここから

Taro Fintech

フィンテック物産

臨時ビデオ
会議開始

Jiro Fintech

Goro Fintech

文書の送信

画像の送信

オンライン名刺交換
（今回は使用できません）



Jubliaで新しいオンラインイベント
体験をお試しください。

Jublia（ジュブリア）＠FIN/SUM2021

FIN/SUM事務局


