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Indico.UN Profile Creation 
Indicoアカウント作成の手順



• From the event registration page.

Click on the Apply now.

Profile creation 

First, follow the below steps to verify and 
validate your email. 

まず、以下の手順でEメールとその有効性を確認して
ください。

イベント登録ページから、「Apply now」をクリックしてく
ださい。

https://indico.un.org/event/1000070/


• If you are not logged-in, the

system will prompt you to log-in.

• If you do not have an Indico

account yet, please click on the

link “create one here” to start the

account creation process.

• Enter a valid e-mail address, then
click on Send me a verification
email.

ログインしていない場合は、ログインを促すメッセージ
が表示されます。

Indicoのアカウントをまだお持ちでない場合は、
「create one here」というリンクをクリックして、アカウン
ト作成プロセスを開始してください。

有効なEメールアドレスを入力し、「Send me a 
verification email」をクリックしてください。

https://indico.un.org/login/


You should have received the email 
verification link. 
Note that the link will be valid for one 
hour. 

• Go to your e-mail inbox and click
on the verification link.

確認メールのリンクが届いているはずです。
リンクの有効期限は1時間ですのでご注意ください。

メールの受信トレイにアクセスして、確認用のリンクを
クリックしてください。

リンク先をクリック
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• The link directs you to the page
Create a new Indico profile.  An
on-screen message informs you
that your email address has been
successfully validated.

• Fill out the Indico profile basic
information form

• Click on Create my Indico profile
button.

Note: Normally, once you click on Create 
my Indico profile, the system will log you 
in. 

リンクをクリックすると、「Create a new Indico profile」のページに移動します。
メールアドレスが正常に認証されたことを画面上のメッセージでお知らせします。

Indicoのプロフィール基本情報フォームに必要事項を入力します。

「Create my Indico profile」ボタンをクリックします。

注：通常、「Create my Indico profile」をクリックすると、
システムがログインします。

メールアドレス

名*

姓*

所属

ユーザーネーム*
（メールアドレス）

パスワード*

パスワード（確認用）*

・少なくとも１２文字にしてください。
・大文字と小文字で構成してください。
・数字を含めてください。
・スペースは含めないでください。
・共通パスワードは含めないでください。
・パスワード（確認用）と同一のものを入力ください。

パスワード入力に当たっての注意事項



Register For An Event 
イベントへの参加登録



• From the event registration page, you should see the button “Apply
now”, kindly click on it.

• If you are already logged, in some elements of your personal data will
be prefilled. (If you are not already logged in, system will ask you to
login.)

• In the form, all fields marked with * are mandatory.

• Once you have completed the form, click on the Apply button to
submit your registration.

Do not forget to attach note verbal or official letter 

(+ registration form, as required) with your 

registration. 

イベント登録ページから「Apply now」ボタンが表示されま
すので、クリックしてください。

既にログインされている場合は、個人情報のいくつかの要素が入力されます。
(まだログインしていない場合は、システムがログインを要求します。)

フォームでは、*が付いている項目は必須項目です。

フォームに必要事項を入力したら、「Apply」ボタンをクリックして登録を完了させてください。

（政府代表等の）登録の際には、口上書又は公式文書（必要に応じて登録フォーム）を忘れずに添付してください。

【注意】individual expertsの場合は、上記に代わり、UNODCからの招待メール（PDF形式）のアップロードが必要です。

会場参加
オンライン参加

顔写真のアップロード*

顔写真の撮影

顔写真の編集

代表参加の分類（プルダウンから選択）

性別（プルダウンから選択）*

名*

入力してここをクリック

入力画面イメージは次のページも御参照ください。

https://indico.un.org/event/1000070/
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• Once registered, the system will display a message that your
registration is awaiting approval.

登録が完了すると、システムに「登録が承認待ちです」というメッセージが表示されます。

• At the same time, you will receive an e-mail notification acknowledging 
receipt of your registration.

同時に、あなたの申請が受領されたことを知らせるメールが届きます。

• Once your registration is approved by the event organizers, you will 
receive an additional approval e-mail with all the relevant information.

イベント主催者（国連）によって登録が承認されると、関連情報が記載された追加の承認
メールが送信されます。

プルダウンからIndividual Expertsを選択

顔写真のアップロード

顔写真の撮影

顔写真の編集

肩書き（プルダウンから選択）*

性別（プルダウンから選択）

名*

姓*

代表者であればYesを選択

生年月日*

住所

都道府県*

国（プルダウンから選択）*

電話番号 入力する場合は国番号から入力
日本は（+81）

Indico登録済みのメールアドレス

個人のウェブサイト

パスポート番号*

パスポート国籍*

パスポート有効期限*

参加役割（スピーカー又はオブザーバー）を特定してください。＊

役職肩書き（プルダウンから選択）

選択肢になければ入力して特定してください。

UNODCからの招待メール（PDF形式）をアップ
ロードしてください。
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※登録画面には，本ガイドに記載のない欄もありますので，Individual ExpertsのためのINDICO登録方法（別添）も併せてご覧ください。




