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開催概要

Hall3 Hall2 Hall1

Hall5 Hall4Hall6

東京ビッグサイト東２～5ホール, 会議棟 / 開催規模1,300小間（予定）

東3ホール

東4・5ホール

東3ホール 東2・3ホール

◆会期：
・メイン会期：
2022年1月26日（水）～28日（金）
・オンライン展示期間（予定）：
2021年11月26日（金）～2022年2月28日（月）
・プレイベント（予定）：
2022年1月12日（水）～19日(水)

◆開催形態
東京ビッグサイト東2～5ホール＆会議棟
+オンライン

◆開催規模（予定）
・出展者小間数：700社/1,300小間
・来場参加者数：40,000名 ※同時開催展/オンライン参加含む

うち東京ビッグサイト来場者：30,000名

プレイベント(予定)

メイン会期

オンライン展示期間

東5ホール



リアルを軸とした、ハイブリッド開催の特徴

リアル オンライン

メリット：本気度の高い来場者とのビジネス機会
対面商談

デメリット：
・時間/場所などスケジュールや会場までの交通の制約
・コロナ禍でのリスク、渡航制限/出張規制の影響

メリット：効率的にリードを獲得できる
営業を加速するDXサポートツール

デメリット：
・臨場感・体験に乏しい
・Webサイトとの差別化が難しい
・閲覧時間の短さ

幅広いリード獲得 どこからでも参加

実展示から顧客の
反応を見る

新規顧客開拓体験価値

アライアンスや共同開発
オープンイノベーション

ビジネス共創 アーカイブ化潜在顧客獲得

ターゲットとする
来場者とのビジネス機会

コミュニケーションを
通じて広がる新たなニーズ

リアルタイムフォロー

既存領域以外から広く
興味の高い潜在顧客を拾う

国内外や地域の交通や
災害リスクの影響小

時間軸に関わらず
Webに掲載できる

オンラインの閲覧者
をリアルタイムで獲得

両者の利点を生かし「新たな生活様式に即した」
ハイブリッド展示会は、

・出展者のビジネスチャンスをDXで最大化
・コロナ禍でのリスクを低減

出展者/来場者や関係者が、安全かつ安定的に開催可能な開催形態です。



新たなビジネス
チャンスの創出

◆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から、興味関心の高い来場へアプローチする機会

商談確度

面積=ビジネスマッチング接点
面積=ビジネスマッチング接点

展示会前 期間中

従
来
の
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展示会前 期間中

◆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。

フォローアップ

商談
確度

フォローアップ

オンライン展示機能

ハイブリッド
展示会

展示会

オンライン展示会

来場者データ × 製品への興味関心

ポイント1

閲覧者情報をタイムリーに取得
展示会開催前から来場者に

アプローチ可能

プレイベント
による動員

ポイント2

ポイント3

関心の高い来場者を
効率的に展示会に動員す
ることで、より質の高い
ビジネス機会を提供

≠

DX

※1 動画は公式ホームページ掲載原稿としてご登録いただいた製品・サービスのご紹介動画となります。



3つのオンライン展示機能のご紹介

充実した展示情報の発信

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

１
商談機会の最大化

-ビジネスマッチングシステム
-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



１．充実した展示情報の発信 - 豊富な自社コンテンツをオンライン上で発信 -

会社名

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・サービス紹介文
×××××××××××××××××××
××××××××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

●事前アポイントの受付

●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。

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

出展者検索サイト

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。



２．商談機会の最大化 - 来場予定者との事前アポイント設定 -

オートレコメンド機能

ビジネスマッチングシステム

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(Cisco 

Webex Meeting)にて実施いた

だけます。



３．資料/動画閲覧者情報の取得 - 潜在的な顧客層を見逃さずにフォロー -

出展者マイページからいつでも
資料/動画閲覧者情報のリストをダウンロード可能

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

JTBコミュニケーションデザイン

JTBコミュニケーションデザイン



ご希望の出展形態をお選びいただけます。

• 東京ビッグサイトにブース出展する出展プラン

• ブース出展した場合、オンライン出展機能が無料で付帯する大変お得な出展プランです。ハイブリッド展示

会のすべての機能をフルにご利用いただけます。

• 6月30日まではキャンセル料がかからずにじっくりご検討いただける、仮申込が可能です。また展示会によっては

申込先着順で小間位置をお選びいただけます※主催者決定の展示会やエリアがございます。 ご希望の小間位置をご選択いた

だくため、お早目の申込みをご検討ください。

1. ブース出展

• オンラインのみで出展する出展プラン

• 出展製品数とPRメニューの内容に応じた３プランでご出展いただけます。

• 出展製品に関する資料や動画をアップロード可能なほか、閲覧者の情報もリアルタイムに取得いただけます。

2. オンライン出展

•出展者セミナー 以下の2種類をご用意

①東京ビッグサイトのセミナー会場で講演する出展者プレゼンテーション（45分/30分）

②オンラインのみでセミナーを実施し、閲覧者情報を取得するオンラインセミナー

•出展効果さらに高めるPRプランをご用意しております。

[オプション] セミナー/サポートプログラム



1.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。

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)

◆オンライン展示機能【無料】

※共同出展者は以下の内容となります。

・最大3種の製品情報

・閲覧者データの取得
・ビジネスマッチングシステム機能

※出展小間数に関わらず一律での付帯となります。
※4㎡ブース/企画ゾーンなどは展示機能の内容異なる場合がございます、詳細は各企画ご案内をご覧ください。

◆出展スペース 1小間9㎡
※施工費別途

・最大10種の製品情報（資料・画像・動画）をPR

・閲覧者データの取得
・ビジネスマッチングシステム機能

オンライン出展-スタンダードプラン- 660,000円(税込)と同じ機能が無料でご利用可能!

1. ブース出展



ライトプラン
※初出展者のみ

スタンダード
プラン

限られた予算で出展検討したい、
顧客層との関係構築を図りたい

￥220,000(税込)￥660,000(税込)

◆ 最大10種の製品情報

（資料・画像・動画）をPR
◆ 閲覧者データの取得
◆ ビジネスマッチングシステム機能

◆ 最大1種の製品情報

（資料・画像・動画）をPR
◆ 閲覧者データの取得
◆ ビジネスマッチングシステム機能

2. オンライン出展

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

Standard/Light



プレミアムプラン

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をしっかりと行いたい。
有効なリードを数多く集めたい

￥1,650,000 (税込)

◆ 最大10種の製品情報

（資料・画像・動画）をPR

◆ 閲覧者データの取得

◆ ビジネスマッチングシステムの活用

2. オンライン出展 Premium
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

出展者検索▶
トップページに

常に表示



プレミアム
プラン

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をしっかりと行い
たい。さらにオンラインセミナーも組み合わ

せ有効なリードをより数多く集めたい

◆ 最大10種の製品情報

（資料・画像・動画）をPR

◆ 閲覧者データの取得

◆ ビジネスマッチングシステムの活用
◆オンラインセミナー45分
※会期中3日間掲載、聴講者データの取得

・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

出展者検索▶
トップページに

常に表示

オンライン
セミナー

オンラインセミナーの併用により
効率的に関心の高いの聴講を集
めまたそのリードを獲得いただけま
す。

▼前回実施時のイメージ

主催者広報により多くの来場者が閲
覧するトップページ・検索ページよりダ
イレクトリンク。オンライン出展の効
果を最大限に高めます。

￥2,200,000 (税込)

この組み合わせで
オンライン出展効果を最大化

2. オンライン出展 Premium + Online Seminar



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種類および
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 動画アップロード
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

出展料金のご案内



◆東京ビッグサイト会場内セミナー

◆オンラインセミナー

※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。

[オプション] 出展者セミナー

・掲載期間:2022年1月26日~28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)

・2022年1月26日~28日、東京ビッグサイト展示会場内でのセミナーにてプレゼンテーション
・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)

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の概要

・セミナー動画作成
（※動画の登録は10/1から可能(予定)）

・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

【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
（1/26 - 28）

【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、1/26～28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
（10/1 – 1/25）



~9月 10月 11月 12月 2022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
・プレイベント

オンラインセミナー

リアル展会期
@東京ビッグサイト

9月30日：ブース出展申込締切

12月10日: オンライン出展申込期日

10月8日～:出展者マイページにて配信

11月26日～出展者検索サイト公開

11月26日~2022年1月28日:来場登録/ビジネスマッチングアポイント取得期間

10月1日~2022年1月25日 : セミナー登録期間

セミナー情報サイト公開：11月26日~

セミナー配信期間

2022年1月26日-28日
リアル展会期

今後のスケジュール（予定）

10月25日~ : 出展者マイページ編集可能期間

11月26日～2月28日:オンライン展示期間

2022年1月12日-19日
プレイベント



お問合せ先

担当: 萩、石川

担当: 髙瀬、香田、瀬島

担当: 丸山

TEL：03-5657-0765

担当: 日比、山縣

担当: 佐野、鈴木、染谷

ENEX/DER Microgrid Japan

担当: 瀧澤、瀬島

担当: 佐野、鈴木、竹田

再生可能エネルギー世界展示会＆フォーラム

担当: 田中
TEL:03-5297-8855

info@renewableenergy.jp

https://form.qooker.jp/Q/ja/nanotechinquiry/inquiry/
https://form.qooker.jp/Q/ja/nanotechinquiry/inquiry/
https://form.qooker.jp/Q/ja/nanotechinquiry/inquiry/

