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ポイント1

閲覧者情報をリアルタイムに取
得。誰がどの製品・サービス・
技術に興味があるかわかる

閲覧者やビジネスマッチングメ
ンバーへのコンタクトが可能。
タイムリーなフォローアップが

チャンスを高めます

ポイント2

ポイント3

会場まで足を運ぶ熱量の高い
お客様とのビジネス接点のほ

か、オンラインでの
閲覧もピークに

来場者データ × 製品への興味関心

ビジネスマッチングDX

展示会後

商談確度

展示会中 展示会後

新たなビジネス
チャンスの創出

展示会前

〇 期間は3日間のみ
一極集中的に多くのビジネスの出会いが期待できる。

△ 感染症の影響が大きい（出張規制など）
実質的に来場できない方とは出会えない

商談確度

ポイント4

開催後も資料は閲覧されてい
ます。行きたくても行けな
かった方へアプローチも可能

◆ビジネスチャンス
・展示会期間中（約3日間）のビジネス機会

+
・オンライン機能を活用し
展示会前後でも、興味関心の高い来場へアプローチする機会

◆ビジネスチャンス
・展示会期間中（約3日間）のビジネス機会のみ

東京ビッグサイトブース出展はオンライン展示機能が無料！
・会期3日間のブース来訪に加え、展示会開催前から出展者の資料・動画※1を閲覧し
た来場者データの取得が可能です。また、オンライン展示期間中はビジネスマッチン
グシステムを活用し出展者から来場者へメッセージ送信もいただけます。ターゲット
とする来場者へのアプローチやフォローアップとしてのご活用の他、会場に来られな
い潜在顧客も含めた質の高いビジネスマッチングを実現いたします。
・出展時オンライン機能が付帯しているため、コロナ禍であってもビジネスマッチン
グシステムがご利用可能です。

・会期3日間の展示会で一極集中的に大量の人との出会いが
期待できる。

・限られたスペース/スタッフ数/時間で質が高くかつ多くの
ビジネスマッチングを実現するためにはヒト・モノの
コストがかかる。

・リアル展示会開催だけではコロナ禍でのリスクがある。

オンライン展示会
ハイブリッド
展示会

展示会

来場者データ × 製品への興味関心

DX

1. ハイブリッド開催について ~オンライン機能概要~

ハイブリッド展示会の特徴



営業拡大・新規顧客・協業先発掘のためには、

ブース出展を中心にしたオンラインの活用が絶対的に重要です。

ブース出展とオンライン機能を活用することでビジネス機会を大幅に拡大！
展示会は、業界関係者や様々なユーザーのリアルな声を聞くことができる絶好の機会です。さらにブース出展とエリア・時間の制
限にとらわれないオンライン上での情報発信を通じて、より多くのビジネス機会を提供します。

1. ハイブリッド開催について ~オンライン機能概要~



■期間■
オンライン展示期間はリアル展示

会3日間を含め約3か月間。リア

ル・オンライン開催前後で、来場

者へ先行アプローチとフォロー
営業が可能。

■場所■

来場出来ない方へオンライン展示へ
の参加機会を提供。すべての方が展

示会に参加できる環境で商談機会が拡

大。ブース展示では、対面での製品
デモ、商談を実施。

■情報■

オンライン展示の活用で潜在顧客
データベースの構築が可能。

・資料ダウンロード者データ
・動画閲覧者データ

・製品デモ、仕様説明 ・ブースプレゼン
・ノベルティ配布 ・ブランディング
・顧客、パートナー開拓
・対面での個別相談、商談
・出展者間の交流、人脈作り 他

・製品カタログ資料掲載
・プロモーション動画掲載
・ダウンロード/閲覧者名刺情報の取得
・オンライン商談
・オンラインセミナー配信 他

ブース展示 オンライン展示
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2. 過去2回のハイブリッド開催の傾向

出展者

・ブースに来られる方は強い関心を持っておられた。
また、出展者間の意見交換も深めることができた。

・オンラインで多数のデータ収集ができてよかった。

・「新規顧客開拓」のため展示会に参加するが、リアル・オンライン・ハイブリッドと
形態も多岐にわたり、準備にかける時間・コストも増加。リソース配分に苦労している。

来場者

オンラインで
情報収集していると回答
オンラインもリアルも参加したひとのうち
来場前に行った63％、
会期後に行った18％と回答

81％

ハイブリッド開催を希望
また、38%はリアル開催を希望する
と回答

56％

来場できない方の
約7割がオンラインを活用
感染症拡大の影響による出張制限あるいは
スケジュール都合を理由にオンライン機能
を活用されていました。

70％

*来場者アンケートより

来場者はハイブリッド開催を求める声が多数。

自社のターゲットにあった見込み顧客を多く獲得できる
出展効果の高い展示会の場が必要となっています。



オンラインのみ

両方の参加者は約20%

リアルのみ

過去2年間のハイブリッド開催で、オンライン展示会の活用が、

より展示会の最新情報や業界動向を得るために重要なツール

であることがわかりました。

東京ビッグサイトの展示会場に来場する人、
オンラインへ参加する人は、よりどちらかの傾向に。

オンラインツールは東京ビッグサイトの展示会来場、オンライン参加の両者に的確にアプローチ

2. 過去2回のハイブリッド開催の傾向
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2022 2021

3.オンライン機能活用最大のメリット

見込み顧客との接点は会期前/中/後で最大化

会期後会期前

会期中

*集計期間：2021年11月26日~2022年2月28日
集計対象：出展資料DL/動画閲覧発生日件数

会期前・後も継続的に資料DL/動画閲覧。
事前の資料DL者へのブース訪問を促す事前フォローの
ほか、ブースでご挨拶がかなわなかった方にも
会期前後のコンタクトで
新たな営業機会が生まれます。
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会社ロゴ
社名
小間番号

製品・サービス紹介文
×××××××××××××××××××
××××××××です。×××××可能です。

画像
製品
名

画像
製品
名

画像
製品
名

画像
製品
名

画像
製品
名

画像
製品
名

画像
製品
名

画像
製品
名

製品・サービス紹介文
×××××××××××××××××××
××××××××です。×××××可能です。

JTBコミュニケーションデザイン
小間番号：〇〇-××

社名or製品名クリックで
各社詳細ページへ

製品・サービス
動画掲載

JTBコミュニケーションデザイン

××××××××××××××××××。
××××××××です。×××××可能です。

製品・サービス
資料掲載

製品・サービス
画像掲載

●お問い合わせチャット
- 定型アンケートの表示/非表示

●アポイントの受付

●最大10件の製品情報掲載
- テキスト(製品・サービス紹介文)
- 画像
- 資料(PDFなど)
- 動画(URLを登録・サムネイル表示)

●資料/動画閲覧者情報の取得

★ポイント★

資料/動画閲覧者情報は

出展者マイページから随時ご確認いただけます。

動画は、出展者様にて動画作成の上、出展者マイページ
→公式ホームページ掲載原稿→フォーム覧にURLリンク
を紐づけいただく形式となります。 ※ご利用される動
画プラットフォーム（YouTube、Vimeo等）
指定はございません。

4.オンライン機能詳細-出展者オンライン展示-



4.オンライン機能詳細-資料/動画閲覧者情報の取得-

出展者マイページからいつでも
「資料/動画閲覧者情報リスト」「セミナー視聴者
リスト」をダウンロード可能。
※セミナー聴講者リストはオンラインセミナー申込者のみ

閲覧者情報として以下取得可能。
・氏名 ・会社名 ・部署/役職
・住所 ・電話番号 ・メールアドレス
・業種/職種 ・読取日
・閲覧した資料/動画のタイトル



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

アポイントやメッセージ送信で出展者からアプローチ可能

メッセージ機能

自動スケジューリング機能

システムが自動的に日程を調整・いつでも変更可能

★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にて

実施いただけます。

4.オンライン機能詳細-来場予定者・会場で会えなかった方にもコンタクト可能-

ビジネスマッチングシステム



4.オンライン機能詳細-出展プラン-

特徴

ブース出展
オンライン出展

- プレミアムプラン -
- スタンダード

プラン -
-ライトプラン –
※初出展者のみ

企業¥374,000  
独法¥198,000

(税込/1小間)

1,650,000 (税込) 660,000円 (税込) 220,000円 (税込)

①出展スペース９㎡ ● ー ー ー

②出展者オンライン展示
（出展者検索ページ）

ブース出展される団体出展/共同出展者のみ
共同出展アカウントの発行が可能です。
共同出展者の掲載件数は3種類/閲覧者デー
タ取得となります。
オンライン展示では共同出展者の設定は
不可となります。

1ページ 1ページ 1ページ 1ページ

②-1
PR出来る製品情報点数

来場者が閲覧する出展者検索サイトにて、
掲載できる製品・サービスの点数となりま
す。

●10種類 ●10種類 ●10種類 ●1種類

②-2 資料アップロード
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 ●10種類 ●1種類

②-3 資料アップロード
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 ●10種類 ●1種類

②-4 閲覧者データの取得
②-2,-3の閲覧者情報が出展者マイページ

にてダウンロードが可能です。
● ● ● ●

③ビジネスマッチングシステ
ム

● ● ● ●

④オンラインプロモーション

主催者によるオンライン展示広報
プログラムによりオンライン出展の効果を
高めます。
・公式ホームページ ロゴ掲載
・出展者検索ページ バナー掲載
・出展者発行メルマガ広告（ヘッダー）
×2回
・ガイドブック広告 1/4

サポートプログラム

●

※オンラインセミナーをご希望の方
は

お申込みの際にプレミアムプランと
オンラインセミナーを

同時にお申込みください。

サポートプログラム サポートプログラム



4.オンライン機能詳細-出展プラン（ブース出展）-

実機やサンプルを直接見ていただく機会を確保したい。
オンラインでのコミュニケーションが難しい新しいお客様と対面でのビジネス機会を設けたい

出展者

企業 ：374,000円～(税込)

独法・公的機関・大学アカデミア ：198,000円～(税込)

◆出展スペース：1小間/9㎡～

◆オンライン機能

-最大10件の製品情報掲載枠（PDF/画像/動画）

-閲覧者データの取得

-ビジネスマッチングシステム

*ご出展小間数に関わらず同一仕様。

企画ブースなどは仕様が異なる可能性がございます。詳細はお問合せください。



◆オンライン機能

-最大1件の製品情報掲載枠（PDF/画像/動画）、 -閲覧者データの取得、-ビジネスマッチングシステム

*他社との共同出展はできません。

4.オンライン機能詳細-出展プラン（オンライン出展）-

出展者

オンライン上での情報発信と潜在的な顧客へのアプローチに注力していきたい。

スタンダードプラン ：660,000円(税込)

◆オンライン機能

-最大10件の製品情報掲載枠（PDF/画像/動画）

-閲覧者データの取得

-ビジネスマッチングシステム *他社との共同出展はできません。

出展者

特定の製品・技術の発表に注力したい。予算に限りがある。*初出展者のみ

ライトプラン ：220,000円(税込)



4.オンライン機能詳細-出展プラン（オンライン出展）-

出展者

オンライン上で圧倒的に目立ち、自社のブランディングとPRを徹底して実施したい。
有効なリードを数多く集めたい。

プレミアムプラン：1,650,000円(税込)

◆オンライン機能

-最大10件の製品情報掲載枠（PDF/画像/動画）

-閲覧者データの取得

-ビジネスマッチングシステム

*他社との共同出展はできません。

主催者による広報プログラムにより
オンライン出展の効果を最大限に高めます。

・公式ホームページ ロゴ掲載
・出展者検索ページ バナー掲載
・出展者発行メルマガ広告（ヘッダー）×2回
・ガイドブック広告 1/4

展示会トップページでの▶
ダイレクトロゴ掲出



4.オンライン機能詳細-出展プラン（セミナーオプション）-

◆東京ビッグサイト会場内セミナー

※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。

・2023年2月1日~3日、東京ビッグサイト展示会場内でセミナーを実施いただけます。
・主催者では公式HPへの基本情報の掲載、主催者メルマガでの掲載をいたします。

￥275,000 (税込)

￥165,000 (税込)

￥110,000 (税込)

メインシアター (1枠 45分/nano tech)

出展者セミナー会場 (1枠 45分)

出展者セミナー会場 (1枠 30分)

◆オンラインセミナー
・掲載期間:2023年2月1日~3日 ※期間中、公式ホームページにて公開いたします。
・1セミナー動画あたり最大45 分
・主催者では公式HPへの基本情報の掲載、主催者メルマガでの掲載をいたします。
・オンラインセミナー聴講者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。
・実施方式：出展者様にてセミナー動画を事前収録の上、セミナーシステムにURLリンクを紐づけいただきます。
※ご利用される動画プラットフォーム（YouTube、Vimeo等）指定はございません。
※アーカイブ配信実施については予定しておりません。

￥550,000(税込)



◆オンラインセミナー概要

4.オンライン機能詳細-出展プラン（セミナーオプション）-

• セミナー動画作成
• 作成動画リンク先URLを設定

・セミナー動画配信（最大45分）
・配信は会期中3日間

【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。

【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等は動画プラットフォームへの埋め込みかセミナー概要欄に連絡先を
ご記入いただく他、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、2月1日 10時～2月3日 18時の3日間となります。事前予約は必要ござ
いません。
●聴講者情報がダウンロードできます。

事前準備
（10/3 – 1/31）

会期中
（2/1 – 2/3）



~9月 10月 11月 12月 2023年1月 2月

出展申込期間

出展者説明会
（オンライン）

オンライン展示期間
・出展者検索サイト
・来場登録
・ビジネスマッチング
システム

オンラインセミナー

ブース展示会期
/東京ビッグサイト

4.オンライン機能詳細-スケジュール

9月30日：ブース出展申込締切

12月9日：オンライン出展申込締切

10月31日～：出展者マイページにて配信（予定）

10月3日～：セミナー情報入力開始

12月1日～2023年2月28日：出展者検索サイト公開期間

*閲覧者情報の取得/ビジネスマッチングシステム利用可能

11月1日～：出展製品情報登録開始

2023年2月1日～3日：
オンラインセミナー視聴期間

12月1日～：セミナー情報公開

2023年2月1日～3日


