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EventHubは交流したい相手と商談のアポイントメントが取れるイベントツールです。

お手持ちのPC、スマートフォンからアプリをダウンロードせずにご利用いただけます。

出展企業様向けユーザー利用マニュアル

イベントページ概要



参加登録・基本情報の設定
まずは登録をしてプロフィールを編集しましょう！



登録メールアドレスにサイトへの招待メールが届きますので、お好きなパスワードを設定してログインください。

プロフィール内容にはご登録いただいた情報等（例：名前・企業名）を予め設定しておりますが、追加のプロフィール情報、

画像登録、スケジュールはご自身で設定してください。尚、情報はいつでも変更可能ですのでご安心ください。

パスワード設定 ログイン プロフィール編集

参加登録・基本情報の設定

方法：主催者からの招待



メールアドレスは日頃ご利用されるメールアドレスを設定ください。

イベント主催者様や参加者・出展者からのメッセージを受信した際にご登録のメールアドレスにお知らせを送信いたします。

ユーザー基本情報 メールアドレス・PW変更

参加登録・基本情報の設定

メールアドレス・パスワード変更



企業情報の編集
ブースに足を運んでもらえるよう、内容を充実させましょう！



イベントページには、来場者が自由に閲覧できる、企業紹介ページがあります。

企業紹介ページでは、企業の紹介テキストやリンク、画像、動画、ダウンロード資料を掲載することができます。

企業名をクリック 企業ページ閲覧

企業情報の編集

企業ページとは？



画面右上にあるご自身のお名前をクリックし、「企業情報編集」から編集ができます。

この時、「企業情報編集」が表示されない場合は、主催者へお問い合わせください。

企業情報編集 情報を入力

企業情報の編集

企業ページの編集方法

編集をクリック

企業ページの内容が充実していると、
アクセス数が増加します！



企業情報の編集

掲載できる情報、ファイル

① 企業ロゴ：推奨サイズ縦128×横128(px)

② ラベル：15文字以内

③ 会社名：100文字以内

④ 会社説明：3000文字以内（URLのリンク生成可、ハイパーリンクは非対応）

⑤ 会社URL100文字以内

⑥ 動画・画像：ファイルサイズは次のページをご覧ください

ファイルの説明文：100文字以内

⑦ ダウンロード資料：ファイルサイズは次のページをご覧ください

ファイルの説明文：100文字以内

サムネイル：設定可能

文字数のカウントについて

Wordの文字数は「英単語数＋日本語の文字数」でカウントされるため、

「https://eventhub.com」のような文字は「1文字」としてカウントされます。

（※This is a pen⇒4文字）Wordの［校閲（タブ）＞文字数カウント］をご覧

いただくと、「文字数（スペースを含める）」「行数」のカウント数が閲覧

でき、両項目を足した文字数を3000文字以下にする必要があります。



企業情報の編集

数：合計10個まで

動画ファイルサイズ：1つ300MBまで

動画ファイル形式：MP4、MOV、WMV、AVI、FLV等
画像ファイルサイズ：1つ50MBまで

画像ファイル形式：画像ファイルは全てアップロード可（ただし、

Gifのアニメーションは1枚の画像となって表示されます）

画像ファイル：縦250 × 横250 (px)
※動画のサムネイルは自動で設定され、変更ができません。

動画のアップロードにお時間がかかっている場合は、
1度イベントページを更新し、アップロードが完了している

かご確認ください。

数：3個まで

ファイルサイズ：1つあたり50MBまで

形式：制限なし

サムネイルの画像推奨サイズ：縦300×横400(px)
サムネイルの画像形式：jpeg,png

ファイル形式、サイズ



動画の視聴、プログラムの確認



メインエリアからイベント動画を視聴いただけます。

複数の動画が組み込まれているイベントは、動画下のプルダウンより動画を選択いただけます。

動画の視聴、プログラムの確認

をクリックし、視聴動画を選択ください。
ブラウザによっては以下操作も必要となります。

①再生ボタンのクリック
②ミュートの解除

動画の音声が聞こえない場合はこちら
動画が再生できない場合はこちら

イベントの動画を視聴する

https://eventhubcustomersupport.zendesk.com/hc/ja/articles/900006812363
https://eventhubcustomersupport.zendesk.com/hc/ja/articles/900006636503


プログラム→ より、プログラムの内容を確認することができます。セッションをクリックすると、詳細内容

が表示されます。ご自身が参加したいセッションの管理もできます。

動画の視聴、プログラムの確認

セッションの横にあるトグル（未設定／参加）
をクリックすると、参加したいセッションの管
理をすることができます。
ご活用ください。

参加する

参加しない

※未設定にしても動画は視聴できます

プログラムの内容を確認する



交流機能の操作方法
来場者・出展者とメッセージを交換し、Webミーティングをしてみましょう！



スケジュール→ より、ご自身のスケジュールを管理することができます。

面談設定をご利用の場合は本設定を必ず実施してください。

交流機能の操作方法

ご自身のスケジュールを確認・管理する

ご都合の悪い時間帯がある場合は、あらかじめトグルをクリックし、Offに
しておくと、Offに設定した時間帯はアポイントメントのリクエストが来な

くなります。

空き・面談可能

予定あり・面談不可

商談が成立した場合は、「成立済み」と表示されます。

未成立のリクエストは「1件のリクエストが未成立です」と表示され、右に

ある下矢印のマークをクリックすると、どなたへリクエストを送信している

のかが確認できます。



「探す」タブより、イベント参加者や出展社をイベントごとに設定されたタグやキーワードで絞り込むことができます

交流機能の操作方法

交流したい参加者、出展社を探す

・ユーザー登録情報や、おすすめ等で絞り込んで検索ができます。

・アクティブ順/新着順/最新ログイン順で表示させることができます。

・ タグ検索で、絞り込むことができます。

・フリーワードで検索することができます。

※複数ワードで検索したい場合は、ワードの間にスペースをいれてください



「企業一覧」タブより、出展・スポンサー企業の情報を閲覧し、ご担当者の方にアクセスできます。

企業担当者と交流をしたい場合は、企業ページの右に表示している「メンバー」をクリックすると、交流ができるページへ遷

移します。

企業名をクリック

交流機能の操作方法

出展企業のページの閲覧、企業担当者へのお問い合わせ

メンバーをクリック



お相手のプロフィールページからプロフィールの確認と、メッセージを送信することができます。

送受信したメッセージはお相手とのメッセージボードに掲載され、メッセージを受信した場合はメールでもお知らせいたします。

プロフィールをクリック メッセージを送る
会いたい

コメントを入力して送信

交流機能の操作方法

メッセージ・会いたいリクエストの送信



お相手からリクエストが来た場合、承認・別の日時を提案・辞退を選ぶことができます。

プロフィールをクリック メッセージを送る
会いたい

交流機能の操作方法

会いたいリクエストの承認、別日の提案、辞退

承認

別の日時を
提案

辞退



すでに成立している面談（商談）の日時や場所*を変更したり、面談を取り消すことができます。

*場所はオフラインイベントの時のみ利用します

企業名をクリック

交流機能の操作方法

成立した面談（商談）の変更、キャンセル

メール・メッセージで通知

成立しているお相手のメッセージボックスの右上にある をクリックすると、

日時と場所の変更や、面談の取り消しボタンが表示されます。

変更・取り消しをした場合は、お相手へメッセージとメールで通知されます。

日時の変更は即座に反映されるため、お相手と変更日時のご相談をしましょう。



面談が成立したら、ワンクリックでWeb会議のご利用もできます。

お相手との面談時間になりましたら、「WebMTG」をクリックし、Wherebyをご利用ください。

交流機能の操作方法

面談成立時のWeb会議

WebMtgをクリック 名前を入力 映像と音声を許可 ルームに入室

イベントページのメッセージ欄にある をクリックし、「WebMTG」をクリックします。
Wherebyに遷移するので、表示する名前を入力し、映像と音声を有効、ルームに入室をクリックしてください。



Web会議ツールでは画面共有やチャットを送信することも可能です。

交流機能の操作方法

カメラのON / OFFができます

マイクのON / OFFができます

ご自身の画面を共有することができます

画面上へチャットや絵文字を表示できます

Web会議を退室します

面談成立時のWeb会議：ルームでの操作



その他機能の操作方法
・イベント概要
・紹介動画視聴
・主催者からのお知らせ
・アンケート回答



その他機能の操作方法

イベント概要、紹介動画の閲覧

イベント概要 紹介動画

イベント開催中は再生可能なので、動画が設定され
ている場合は何回でも再生可能です。

「イベント概要」タブより、イベントの詳細が見る
ことができます。



その他機能の操作方法

主催者からのお知らせ、アンケートの回答

「お知らせ」の上部に、重要なア
ンケートがピン留めされています。

「お知らせ」より随時主催者からお
知らせが届きます。

主催者からのお知らせ アンケート回答

画面右上にある のマークをクリッ
クすると、全てのアンケートが確認できま
す。

ご回答にご協力ください！



よくあるご質問、ヘルプページのご案内



よくあるご質問、ヘルプページのご案内

よくあるご質問

イベント開催中は再生可能なので、動画が設定され

ている場合は何ポジティブ
回でも再生可能です。

どのデバイス、機種で利用できますか？

EventHubは基本的にウェブサービスになりますので、パソコン・スマートフォン・タブレット全てでご利用可能です。アプリダウンロードの必要はありま
せん。

媒体:  Webブラウザ・携帯・PC・タブレットで利用可能
サポートバージョン： Android version 5 ＋, iOS version 11 ＋
サポートブラウザ： Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge最新版
サポートメーラーシステム： HTML標準規定に準ずるメーラー

詳細はこちら：利用推奨環境・ドメインについて

メールが届きません。

ご登録アドレスが合っているかご確認ください。合っている場合、EventHubからのメールがスパムメールや迷惑メールフォルダに入っていないことを確認
してください。フォルダに入っていた場合は、「@eventhub.jp」メールのドメイン許可を追加してください。特に携帯会社のメールアドレスをご利用され
ている場合は、ドメイン許可をお願いいたします。

詳細はこちら：招待メールが受信できません

動画の再生ができません

動画の再生ができない場合、考えられる要因がいくつかございます。下記ページを参考に、ご確認をお願いいたします。

詳細はこちら：動画が再生できません

https://eventhubcustomersupport.zendesk.com/hc/ja/articles/900005752383
https://eventhubcustomersupport.zendesk.com/hc/ja/articles/900005423346
https://eventhubcustomersupport.zendesk.com/hc/ja/articles/900006636503


よくあるご質問、ヘルプページのご案内

ヘルプページのご案内

参加者に向けたヘルプページです。トラブルなどございましたら、下記ページをご覧ください。

ヘルプページURL：https://eventhubcustomersupport.zendesk.com/hc/ja

https://eventhubcustomersupport.zendesk.com/hc/ja
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