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【2022 年 6 月版】JA・JENCO に関するアップデート 

ボビー氏の zoom 内容の共有 

 
お世話になります。2022 年 6 月 14 日に開催されたボビー氏の zoom 内容を書面にまとめて

共有いたします。 

いただいた質問に対する回答は追ってアップロードいたしますので今しばらくお待ちください。 

 

メンバー様から会社に対する質問がサポートフォームに届いた場合は会社本部に確認後、情

報サイト内「よくある質問」に回答させていただきます。 

全ての質問には回答できない場合がございますのでご理解ください。 

また、更新までお時間いただく場合もありますのでご了承ください。 

 

※こちらは公式メモではありません 

 

メンバー様への情報共有について 

 

※現在、日本のサポートで把握している全ての情報はテレグラム・LINE オープンチャットでの

アナウンスもしくは情報サイトに掲載してあります。 

リーダー様のみに情報が行き渡ることはありません。 

現在はメンバー様、リーダー様ともに同一の情報を同じ形で配信されています。 

リーダー様・ご紹介者様と連絡が取れず困っているメンバー様が多くいらっしゃると聞いてお

ります。 

リーダー様・ご紹介者様に関してはご自身のメンバー様へテレグラムチャンネル LINE オープ

ンチャット・情報サイトの URL の共有のご協力をお願いいたします。 

会社からの最新情報はテレグラムチャンネル・LINE オープンチャットでのアナウンス・情報サ

イト内資料・情報サイト内「よくある質問」より確認ください※ 

 

「テレグラムチャンネルの登録方法がわからないためどうにかして欲しい。」との問い合わせ

をいただいたため、2022 年 4 月 18 日のアナウンスより LINE オープンチャットの発信も再開

いたしました。 



 

⚠LINEのオープンチャットでは一部の参加者様による妨害行為のため、アナウンスアカウント

からの発言ができなくなり、配信を中断しておりました。 

以前のような妨害行為が繰り返されましたら、オープンチャットでの配信が一時的にできなく

なる可能性もありますので、テレグラムチャンネルも同時に登録をお願いいたします。 

オープンチャットへ参加される場合は参加のルールをお守りください 

参加ルールを守れない参加者様が多数いらっしゃいますが、ルールを守れない場合はオー

プンチャットを退出いただきます。 

質問がある場合はサポートフォームへ投稿されてください。⚠ 

 

テレグラム登録方法は下記になります。 

 

テレグラムチャンネル登録方法資料 

【http://jenco.team/pdf/news_20211224_001.pdf?1.1】 

 

※テレグラムのダウンロード方法から記載しております。 

 

テレグラムチャンネル登録 URL 

【https://t.me/jajencojapansupportgroup】 

 

※こちらからテレグラムチャンネルに参加していただけます。 

 

情報サイト 

【http://jenco.team/】 【http://jubileeace.jp】  

サポートフォームに寄せられた質問への回答は 

こちらのサイト【http://jenco.team/】 のみに掲載してありますのでご注意ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 



《ボビー氏の zoom 内容》 

 

・挨拶 

 

【トピック】 

 

・取引業者に関して 

・JA JENCO の払い戻しに関して 

・AQN に関して 

・AQN のコラボレーションに関して 

・今後のアナウンスについて 

 
【挨拶】 

 
皆さんこんばんは。久しぶりに皆さんの前でお話しできることを嬉しく思います。 
この数ヶ⽉皆さんの前に出てお話ができず申し訳ありませんでした。 
たくさんのことが同時に起こっており、特に取引業者との法的⼿続きが進んでいたため、み
なさんの前で説明などを控えるようにとの指⽰を受けていました。 
以前のようにみなさんの前でお話しできず、申し訳ありませんでした。 
 
そして、今納得のいく条件での出⾦できない状況が⻑く続いて皆様にたくさんのご迷惑を
おかけしていることにお詫び申し上げます。 

そして昨年11⽉に3名の⼤切な友⼈であるリーダーと⽇本スタッフが⾦商法違反で逮捕さ
てしまったことは、私も本当に⾟かったしですしなにもできない⾃分がとても無⼒に感じ
ましたし、とても後悔しています。 

この場を借りて会社の代表として逮捕された⽅々、メンバーの皆様にお詫び致します。 

 

会社は今の全ての状況を改善するために最善を尽くしております。 

 

今起きていることに対して、⼼からお詫びを申し上げたいです。 

おそらく今多くの誤解を招いており、そのせいで沢⼭の問題やトラブルが起きていると思
います。 

この状況で皆さんに不⾃由な思いをさせてしまっているのは、私の過ちだったと思ってお
りますので改めて謝罪をさせてください。 

⼼から⼼から「わたしはぜんぜん（本当に）ごめんなさい」 



 
もちろん、また全ての皆さんにお会いできることを⼼から楽しみにしていますが、弁護⼠や
会社からの指⽰があり本⽇画⾯を ON にしてお話しできないことをお詫びいたします。 
以前のように zoom ができないことがとても悔しいですが、全てが⽚付いて、またみなさん
にお会いできるように、わたしの顔を出すことができるようになったら、またすぐに皆さん
の前に出てお話をしていきたいです。 
 
本⽇のzoomの内容ですが、沢⼭の⽅が試聴してくださっていますが、とてもシンプルです。 

この半年の間にどのようなことが起きていたのか、会社がどのようなことを進めてきたのか、
今後の予定などのアップデートです。 

 

 

【取引業者について】 
 

・バックオフィスやテレグラムなどのアナウンス等でご存知の⽅もいらっしゃるかと思い
ますが、現在私たちは取引業者との間で法的⼿続きを⾏なっております。 
・当社（ジュビリーグループ）は、弁護⼠（団体）から、数ヶ⽉後の今年の 8 ⽉か 9 ⽉に、
取引業者内の Jubilee Group の預託⾦（預けているお⾦）を取引事業者がどのように払い戻
すかどうかの予備的な判断が下される可能性が⾼いというフィードバックを受けています。 
※予備的な結論ですのでおそらく第⼀審のようなもの。 
・本⽇の午後に CEO のトニー・ジャクソンから「当社は、本件の調査結果に対して前向きで
あり、RCM 社に対する本件の反対尋問のために、今後もできるだけ多くの情報を提供していき
ます。」のような Eメールを受け取りました。 
・沢⼭の⽅がなぜ、ステーブルコイン（USDT や BTC）ではなく A QN で払い戻し（出⾦）を
⾏なっているのか疑問に思っていると思います。この理由は会社のほとんどの資⾦が取引業者
内にあるからです。現状のような形ではなく、皆様の満⾜のいく払い戻しが開始されるようにな
るには取引業者から出⾦ができるようになってからの予定です。 
・9 ⽉までにポジティブな結果（予備的な結論）が届き取引業者から出⾦ができるようになった
ら、いち早く全ての払い戻しがステーブルコインで開始できるようになります。 
 
【メッセージ】 
皆さんがとても⻑い間待っていただいていることは理解していますし、とても申し訳なく思っ
ております。ご理解とご協⼒をいただき本当に本当にありがとうございます。 
ですが、資⾦を回収し、みなさんの資⾦をステーブルコインで出⾦できるようになるまでに会社
（ジュビリーグループ）はもう少し時間が必要です。 



 
※残⾼証明について※ 
バックオフィスに取引業者から届いた残⾼証明をアップロードしております。 
この資⾦は会社が存続していくには、かなり⼤きな⾦額であり、⾮常に⼤切なものです。 
取引業者から会社に資⾦が戻り、会社が皆さんに払い戻しを⾏えるように、取引業者に対してこ
の⼤きな要求をしていることを理解いただければ幸いです。 
ご覧いただいてわかるようにとても⼤きな資⾦が取引業者内にあります。会社は現在、取引業者
に対してこの⾦額の払い戻しを請求しています。 
※残⾼証明は各⾃バックオフィスで確認されてください。 
 
「みなさん取引業者とのやり取り諸々について理解して頂けると幸いです」 
 

【JA JENCO の払い戻しについて】 
 
・取引業者から⼗分な資⾦が戻ってきて、USDT や BTC などのステーブルコインでの出⾦が始
まるまでの間、AQN は主な払い戻し源となります。 
取引業者に対する法的処置が終わり成功したら、会社（ジュビリーグループ）は皆様の資⾦の払
い戻しを成功することができます。 
・JA のジュビリークレジットや JENCO の JENCO クレジットの払い戻しは JENCO 内の CASH
ウォレットに⾏われます。 
・すべてのユーザーは、現⾏のレートで AQN に変換するか、取引業者から資⾦を引き出せるよ
うになった後、会社がさらなる払い戻し政策を⾏うまで待機するかの２つの選択をすることが
できます。 
・当社は取引業者から資⾦が戻り次第、すべてのユーザーの皆様に対して正常に返⾦できるよう
最⼤限の努⼒をします。 
・ですがもし、進⾏中の法的処置の結果がネガティブな結果に、早い段階で会社が取引業者から
資⾦を取り戻すことができなかった場合、その結果を正直にみなさんにお伝えします。 
もちろん、会社はもちろんわたし⾃⾝もこの問題が早く解決するよう、取引業者との法的⼿続き
の結果がポジティブな結果になり、みなさんにいち早くステーブルコインでの払い戻しをでき
るように、に最善を尽くします。 
 
※払い戻し・統合について分からないことがある場合はまずは情報サイト内資料をご確認くだ
さい。 
 
 



【AQN について】 
・私たちには、まだ⼤切な資産があり、それがアクアナイトです。 
アクアナイトは会社が 100％倒産しないとても重要な資産になります。 
 
AQN の最新のアップデート 
 
・Aqua Wallet サーバーアップグレードについて 
Aqua Wallet は、公式メモにあるように、サーバーのアップグレードを実施しました。これは、
アクアナイトが度重なる外部からの攻撃を受けており、サーバーのデータとユーザーのコイン
を保護し、より良い快適に使ってもらい、個⼈情報や資⾦の安全性を提供するためのものです。 
・今回のサーバーアップグレードは資⾦の安全性をより確保するのはもちろん、さらに使いやす
い様に AQUA ウォレットの機能をさらに充実させていくためです。 
※こちらのサーバーアップグレードは完了しており、現在は通常通りアクアウォレットにログ
イン可能です。 
 
・White bitからの撤退について 
White bitからメールでのお知らせを受け取った⽅もいるかと思いますが、AQN は 2022年 6⽉
24⽇以降、White bitから上場廃⽌となります。 
White bitに AQN をお持ちの⽅は取引所からコインの出⾦をお願いします。 
上場廃⽌（撤退）の理由は、AQN がすべての取引所から上場廃⽌となり、今後、AQN がより評
判の良い、より優れた取引所と取引できるようになるためです。今は取引所の名前を皆さんにお
伝えすることはできませんが、より⼤きな取引所に上場を予定しております。決定次第皆様にア
ナウンスいたします。 
これはAQNの価格設定を整理するため、新しい市場価格を定めるために全ての取引所からAQN

を撤退し、より⼤きな取引所に上場をしてより市場価格を安定させて皆様が取引しやすいよう
に安定した価格を保てるようにしていきたいからです。 

 
・AQN が交換できる場所 

現状 AQN を取引できる場所はどこかと⾔うと、ユニスワップです。ユニスワップでは引き続き D E X（ス

ワップ）をしていただけますので、6 ⽉ 24 ⽇以降に A QN を交換したいと⾔う場合はユニスワップをご利

⽤下さい。また、今後新しいもっと多くの取引所への上場も準備しておりますのでお待ちください。 

※ユニスワップの取引⽅法も情報サイト内の資料にまとめてあります。 
 
 
 



なぜ AQN が重要なのか 
 
・AQN は、多くの有⽤性とコラボレーションを可能にすることができます。 
そして、これが次に触れる「コラボレーション」を⾏う理由です。 
当社は、AQN を他の多くの企業や他の会社とのコラボレーションで利⽤し、AQN が隠れた需
要を維持し、誰もが AQN を異なる取引所で適切にキャッシュアウトできるようにしていきま
す。 
 
・Aqua Labsはこの 6 ヶ⽉間、⼤変な努⼒をしてきました。法的な⼿続きや様々な問題がある
にもかかわらず、アクアナイトでは、コインの有⽤性を⾼めるために多くのコラボレーション
を⾏い、その結果、需要を⾼めてきています。 
・AQN は、ジュビリーグループで様々なことが起こっているにもかかわらず、ライブビジネ
スであり続けているのです。AQN は現在も最も活発なビジネスです。 

 

【AQN を使っての他者とのコラボレーション】 
 

AQN を他社ビジネス内で使⽤できるように、沢⼭のコラボレーションを進めております。 
 
・このコラボレーションは会社が、法的な⼿続きを待っているだけでなく、様々なことが同時に
起こっている中で私たちが積極的に、問題を解決するための⽅法です。 
このように、AQN は⾮常に重要なプール(基金)であり、実際に企業がみんなのために問題を解
決するための⾮常に重要な武器になり得るわけです。 

 
・会社は決して⽌まることなく、多くの新しいことに取り組み続けています。 
もちろん、取引業者に対する法的⼿続きには最善を尽くしていますが、それだけではなく、さら
に多くの新しいこと、新しいコラボレーション、新しいベンチャーに取り組み、AQN の⼒を借
りて、今ある問題を可能な限り⼩さくしていきたいと⾏動に移しています。 
 
・このコラボレーションは、主に皆さんに体験していただくためのもので、強制されるものでは
ありませんし、皆さんが 100％参加しなければならないものでもありません。 
しかし、もしそれが理解できたなら、取引業者との裁判の結果を待つまでの間に AQN のリター
ンを最⼤化する可能性が広がります。 
これは別の選択肢の⼀つであり、ご⾃⾝で参加するかどうかを判断していただけます。 
 
 



【コラボレーション】 
 
① オンラインゲームのゲーミングトークン 
こちらの選択肢に関しては、興味を持っている⽅が少なかったので、今このコラボレーションは
保留になっております。 
ですが会社はパートナーと協⼒し、ユーザーがより多くのゲームに参加できるようなオプショ
ンを提供できるよう取り組んでいます。 
将来的にこのプロジェクトが稼働したら、ゲームのプレイヤーは AQN を 100％使⽤可能で、
AQN で遊ぶことができます。 
 
② コンビニエンスストアでの実⽤ 
私⾃⾝が台湾でこのプロジェクトを主導しており、多くのコンビニエンスストアでの決済に
AQN をつなげようとしています。 
今現在もまだ進⾏中で、保留になっているわけではなく、最終的な話し合いはまだ続いています。 
このプロジェクトが⼀⽇でも早く終了し、海外だけでなく⽇本でも AQN を使った買い物ができ
るようになり、AQN の流動性や価値が上がることを期待しています。 
 
③ インハウス eコマースでの実⽤ 
将来的には、AQN を利⽤してオンライン上で商品を購⼊できるインハウス eコマースも計画し
ています。 
このインハウス e コマースは、オフラインに⾏かなくても買えるようなオンライン上のものに
なります。会社は今このシステムを構築しており、この半年間の間で開始できるように計画を進
めております。 
Aqua Labsがオンライン上にショップを⽴ち上げることができたら、AQN を利⽤して、⼩さな
ものから⼤きなものまで、みなさんは AQN を使って購⼊ができる様になります。 
 
④ マンガバースでの AQN の利⽤ 
I Pを取得した漫画の NFT を購⼊する際に AQN を使⽤することが来ます。 
今回発売する NFT の IPは作者も権利を認めている会社と契約をしており、この IPを取得した
NFT を持つことは⼀つの資産を持つことができる様になります。 
興味がある⽅はマンガバースからの説明を聞かれてください。 
 
これらの全てのコラボレーションは、みなさんがお持ちの AQN をキャッシュアウトするための
⼿段をより多く提供することを⽬的としています。 
 
 



 

【JA JENCO に関するアナウンスメント・情報配信について】 

 
現在、全てではないですが、たくさんの⼈が以前のように情報を受け取ることができなくなって
しまっている状況だと⾔うことを聞いております。 
・会社の情報（公式メモ）は全てバックオフィスに掲載されております。 
・１週間や２週間に 1回は新しい情報やメモがないかバックオフィスを確認してみてください。 
・テレグラムチャンネルやラインのオープンチャットに参加して情報をGET してください。 
※現在、リーダーミーティングの開催も⾏われていないため、全ての情報はメンバーの皆さま全
てに平等に公式メモやチャットにて発信しております。 
※メンバーの皆さんからメンバーの皆さんへの情報発信は⾏われていません。全ての情報は会
社からダイレクトに受け取られてください。 
※現在、⽇本のメンバー様向けに【jenco.team】 と【jubileeace.jp】という２つのサイトを借り
て運営をさせて頂いております。公式メモやアナウンスを⾒て全て理解できない場合は、情報サ
イト内のサポートフォームを介して質問されてください。こちらにはいろいろな資料も準備し
てありますので、統合作業や AQN の出⾦⽅法などがわからない場合は資料を確認ください。 
 

！！注意！！ 

 

⚠正しい情報は JENCO 内バックオフィス・テレグラムチャンネル、オープンチャットでのアナ
ウンス、情報サイト内の資料で発信しております。様々な場所で情報を受け取られている⽅もい
るかと思いますが、全ての事項に対して誤解のない様に、メンバーの皆様は会社から発信されて
いる公式の場所で他⼈から聞くのではなく、ご⾃⾝で情報を取られてください。それ以外のとこ
ろから出ている情報は正しくない場合があるのでお気をつけください。⚠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【最後の挨拶】 
最後になりましたが、 
今、この瞬間も、現状が皆さんにとって簡単なことではないと思いますし難しいことだとわかっ
ていますが、みなさんが⼀緒に⽴ち上がってくださることを願っています。 
この⼆年間の間メンバーの皆様が私たちのことを理解し⽀えてくださったことに⼼の底から感
謝いたします。 
当社は今後も通常通りビジネスを続けていくために、より多くの計画をしています。 
ですので、会社をずっと信頼してくださっている⽅々には⼼からのありがとう」を、会社に不信
感を抱いている⼈には「会社を信頼して頂きたい」と伝えさせていただきたいです。 
なぜなら、会社はいつも、みんなの期待を裏切らないように、絶えず物事に取り組んでいるから
です。 
 
メンバーの皆様とビジネスのことを話しながら⼀緒に⾷事をしたり、お酒を飲んだりしていた
頃をとても懐かしく感じておりますし、また皆様にお会いしたいと思っております。 
ジュビリーグループは本物の会社であり、私たちは本物の⼈間であることを改めて皆さんに知
っていただけたら嬉しいです。 
 
メンバーの皆様は私たちの⼤切な財産であり、皆さまがジュビリーグループに参加いただいて
いたと⾔うデータベースが存在するおかげでたくさんのコラボレーションを実現できるように
動くことができています。私たちが進めているコラボレーションの中で気に⼊ったものがあっ
たらぜひ使ってみてください。 
 
これからも少しでも現状が改善するように精進してまいります。 
コロナが落ち着いたらまた⽇本をまた訪れてみなさんとお会いしたいと思っております。 
また、新しいアップデートがありましたらこの様な形で皆様にお伝えしたいと思います。 
本⽇はご清聴いただいき本当にありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
※今後の zoom 情報はテレグラムチャンネル・LINE オープンチャットにて発信いたし
ます。 
 

最新情報は下記サイトよりご確認いただけます。 

【情報サイト】 

 

【http://jenco.team/】 

【http://jubileeace.jp】 

 

よくある質問への回答は月に 2〜3 回更新をしております。アナウンスをお待ちくださ

い。 

※更新日：毎月 1 日,16 日頃 

※よくある質問の更新は「jenco,team」にのみ掲載されます。 


