


今年上期において失われた貴社の商談・成果発表活動などのお客様との関係構築や
情報アップデートを実現いただくために、オンライン上にてご来場者/ご出展者

とのコミュニケーションの機会をご用意いたしました。

2021年以降の貴社事業拡大に向けた貴重な機会となります。
ぜひをご参加をご検討ください。



全体イメージ - オンライン上でブース出展同等のコミュニケーション機会を実現します -

資料配布

オンライン

製品紹介

商談 セミナー

来場者出展者



オンライン出展の4つの特徴

潜在的な顧客データを取得可能

・資料DL者データ
・動画視聴者データ

最低限の予算
で

最大限の効果

期間は会期3日間の前後を含む

約3か月

時間

情報費用

情報発信機会の充実・商談機会の最大化・来場者情報の取得をオンラインで実現させます。

地方や海外など、

来場が出来ない方々へ
コンタクト可能

オフィス・自宅など、

どこからでもコンタクト可能

また

場所



トライアル スタンダード

オンライン出展 2つのプラン

次年度を見越し、
顧客層との関係構築を図りたい

￥100,000(税別) ￥600,000(税別)

ブース出展同等の情報発信と
見込み顧客獲得を目指したい

◆ 最大10種の製品情報

（資料・画像・動画）をPR

◆ 来場者データの取得

◆ 事前商談アポイントシステム
（ビジネスマッチングシステム）の活用

◆ 最大3種の製品情報

（資料・画像・動画）をPR

◆ 事前商談アポイントシステム
（ビジネスマッチングシステム）の活用



オンライン出展 3つの機能のご紹介

情報発信機会の充実

-最大10件製品情報掲載が可能
-動画コンテンツのアップ
-カタログ資料のアップ

１
商談機会の最大化

-事前商談アポイントシステム
-オンラインテレビ電話機能
-自動スケジューリング機能
-潜在顧客自動レコメンド機能
-全登録者へのアプローチ

２

閲覧者情報の取得

-資料ダウンロード者情報
-動画コンテンツ視聴者情報

３



ポイント！

■ダウンロードしたご来場者の情報を出展者

マイページからご確認いただけます。

１．情報発信機会の充実 - オンライン上での自社発信コンテンツ数を拡充しました -

資料DL

出展の見どころ
×××××××××
××××××××です。×××××可能です。

製品・サービス紹介文
××××××××です。×××××可能です。

製品・サービス詳細
・カテゴリー
・応用分野 など

製品・サービス紹介文
××××××××です。×××××可能です。

製品・サービス
写真

製品・サービス詳細
・カテゴリー
・応用分野 など

・社名 ・住所
・TEL ・メールアドレス
・URL など

-事前アポイントの受付
-最大10件製品情報掲載が可能
-動画コンテンツのアップ
-カタログ資料のアップ

PR動画の掲載
製品・サービス

写真

製品・サービス紹介文
××××××××です。×××××可能です。

会社名
小間番号：

会社名
小間番号：

製品・サービス紹介文
××××××××です。×××××可能です。

会社名

製品・サービス
写真



２．商談機会の最大化 - 来場予定者との事前アポイントの設定が可能です -

オートレコメンド機能
（潜在的な顧客/パートナーをレコメンドします）

自動スケジューリング
(日程調整はシステムが行います)

出展者からアプローチが可能

ポイント！

■商談は、展示会場内またはオンラインテレビ会議

（Cisco Webex meeting）にて実施いたします。



JTBコミュニケーションデザイン

３．来場者情報の取得 - 潜在的な顧客層を見逃さずにフォローいただけます -

ポイント！

■閲覧履歴一覧をダウンロード可能です。

閲覧者情報の取得
-資料ダウンロード者情報
-動画コンテンツ視聴者情報

※来場者情報は社名/部署名/氏名/電話番号/メールアドレス/住所を予定しています。



特徴

ブース出展
オンライン展示
- スタンダード -

オンライン展示
-トライアル -

企業(9㎡）360,000円
企業(4㎡) 180,000円

独法・公的機関・学校100,000円
(税別/1小間)

600,000円 (税別) 100,000円 (税別)

① 出展スペース９㎡ ● ー ー

② 出展者デジタル展示
（出展者検索ページ）

1ページ
共同／団体出展の場合のみ：
共同出展者分発行無制限

1ページ 1ページ

②-1PR出来る製品情報点数 ●10種類 ●10種類 ●3種類

②-2 New資料アップ
出展者マイページから出展製品のカタログなど（PDF）を
アップロードできます。

●10種類 ●10種類 ●3種類

②-3 New動画アップ
出展者マイページから会社PR動画や商品・サービスの
デモ動画をアップし来場者にアピールできます。

●10種類 ●10種類 ●3種類

②-4 閲覧者データの取得
●

今回限定無償ご提案
● ー

③ 事前商談アポイントシステム ● ● ●

③-1 事前アポイント取得 事前に来場者に商談を申込できます。
お目当ての来場ターゲットに事前からリーチすることができます。

● ● ●

③-2  当日商談

③-1で商談申込をした来場者・出展者と当日会場
またはシステム上にてオンラインテレビ会議
(Cisco Webex meeting)にて商談が可能です。

● ● ●

③-3  会期後フォローアップ 開催終了後、リーチできなかった来場者に連絡ができます。 ● ● ●

料金のご案内



オンライン出展者セミナーの概要

・セミナー動画作成（最大45分）
（※動画の登録は9/28から可能）

・作成動画リンク先URLを設定
・会社/製品紹介、
研究発表等、ご自由にPRできます

・セミナー動画配信（最大45分）
・配信は会期中3日間

・会社/製品紹介、
研究発表等、ご自由にPRできます

・アーカイブ動画配信（最大45分）

・配信は事後3日間

・資料請求等のご対応

【ご注意事項】

●セミナー動画はリンク先URLを
出展者マイページより登録いただく形となります。

●リンク先の形式は問いません。
●PowerPointやZoom等で作成したプレゼンデータ、
ビデオカメラまたはPC/携帯等を使っての撮影
にて制作された動画データを推奨しています。

展示会当日
（12/9 - 12/11）

事後配信
（1/13 - 1/15）

【ご注意事項】

●セミナー当日は、セミナー会場に待機していただく
必要はございません。

●Q&A等は、動画の最終ページに問合せ連絡先の
メールアドレス等を記載ください。

●配信期間は、12/９～12/11の3日間となります。
聴講者は日時指定なく聴講が可能です。

●聴講者情報がダウンロードできます。

【ご注意事項】

●当日と同じ動画または出展者が録画した動画を
アーカイブ配信します。

●配信期間は、1/13～1/15の3日間となります。
聴講者は日時指定なく聴講が可能です。

●聴講者情報がダウンロードできます。

事前準備
（9/28 - 12/4）



特徴

タイミング
出展者セミナー
＠東京ビッグサイト

出展者セミナー
＠東京ビッグサイト

オンラインセミナー

~12/9
★展示会会期

12/9~12/11
12/12~1/11

★アーカイブ配信
1/1３~1/15

250,000円/150,000円
（税別）※

100,000円
（税別) ※

500,000円（税別）
一律料金 最大45分

S-1 公式HPへの基本情報の掲
載

● ● ●

S-2 主催者メルマガ掲載 ● ● ●

S-3 セミナー会場にて講演
感染予防対策を徹底したセミナー会場の設
営・実施をいたします。

●
45分

●
30分

ー

S-4 出展者にて事前収録いただ
いたセミナー動画の配信

来場者マイページにログインした来場者はセミ
ナー動画を展示会会期中いつでも聴講でき
ます。聴講者の情報は出展者マイページより
ダウンロードいただけます。

● 3日間
今回限定無償ご提案

● 3日間
今回限定無償ご提案

●
３日間

S-5  S-4と同じ動画または出展
者にて録画いただいた動画をアー
カイブ配信

来場者マイページにログインした来場者はアー
カイブ配信用の動画を展示会後指定の3日
間聴講できます。聴講者の情報は出展者マ
イページよりダウンロードいただけます。

●
聴講者情報獲得はオプションになります。

200,000円（税別）

●
聴講者情報獲得はオプションになります。

200,000円（税別）

●
３日間

オンライン出展者セミナー料金のご案内

※セミナーの料金：各展で料金設定が一部異なります。詳細は事務局までお問合せください。

セミナー当日の収録がご希望の場合は別途オプションにて対応します。詳細は事務局までお問合せください。



9月 10月 11月 12月 1月

ブース出展申込

オンライン出展申込

出展者説明会（オンライン）

出展者検索サイト

事前来場登録
ビジネスマッチングシステム

出展者セミナー動画
（オンライン）

リアル展会期@東京ビッグサイト

申込期間：～9/15

申込期間：9/1～11/13

出展者マイページにて配信：9/24～

動画登録期間：9/28～

会期：12/9～11

今後のスケジュール

公式HPにて動画公開：12/9～11
（リアル展会期中） 公式HPにてアーカイブ配信：1/13～15

事前来場登録期間：10/26～12/11

事前商談アポイントシステム(ビジネスマッチングシステム)利用可能期間：10/26～1/15

出展者マイページ編集可能期間： ～12/9

出展者検索サイト・セミナーサイト公開期間： ～1/15


