
全体構成および機能紹介



(公財)板橋区産業振興公社、板橋区、いたばし産業見本市実行委員会は、11月12日(木)～13日(金)に板橋区立文化会

館・グリーンホールで開催予定であった「第24回いたばし産業見本市－製造と加工技術展2020－」をオンラインで開催

することといたします。

「第24回いたばし産業見本市Online－製造と加工技術展2020－」では、web上での名刺交換やリアルタイムで画面越

しに顔を合わせて会話できるビデオチャット等の商談機能を活用して高度な情報交換を行うことが可能です。また、動

画や資料掲載を通じて製品・技術をご紹介いただけます。さらに、セミナーのweb配信や同時開催の企画等を展開し、

ご参加いただく皆様に実りある商談を実現いただける見本市をめざしてまいります。

オンライン見本市の特徴

ログデータの取得【各画像データ、動画データの閲覧数】は出展者マイページ内で確認ができ、会期中（アーカイブ

期間を除く）でも、データの差し替えが可能。来場者が何に興味があり、何を必要としているか、ひと目でわかります。

来場者のアクセスが自由になったことにより、今まで会場に足を運べなかった区外の方や、遠方の方等、来場者の増加

が期待できます。板橋区の魅力を区外へもアピールすることができ、商談の機会が広がります。

時間や場所の制限がないため、来場者を増やすことが可能1

来場者の動向を数値化し、効果測定が可能2
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パソコン1

ノートパソコン、デスクトップパソコンどちらで
も対応可能です。
カメラ機能＋マイク機能があるものが推奨機材と
なります。
※運営事務局でのレンタル（有料）も可能です。

必須

WEBカメラ2

ご用意いただいたパソコンにカメラ機能が搭載さ
れていない場合に、ご手配いただくものになりま
す。
※運営事務局でのレンタル（有料）も可能です。

必須

PC接続用音声マイク3

パソコンにマイク機能が搭載されていない場合に、
ご用意いただくものになります。
※運営事務局でのレンタル（有料）も可能です。

必須

マイク付きイヤホン5
推奨

周囲の音や場所にとらわれることなくやり取りを
可能にする推奨アイテムです。
来場者とのやり取りがスムーズに行われるように
なります。

通信環境4

通常の通信環境が整っていれば、やり取りが可能
です。（光回線等）
携帯電話のデザリングも使用可能となりますが、
Wifi環境下のほうが、動きがスムーズです。
※Wifi環境＝ルーター使用の通信環境
※運営事務局でのレンタル（有料）も可能です。

携帯電話・タブレット6

ご用意した商談機能は、携帯電話やタブレットで
も、使用可能です。
Wifi環境を推奨しますが、外出先など急な商談が
入った場合には、ご活用下さい。
※wifi環境＝ルーター使用の通信環境

必須

2
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出展者一覧
1

○出展者名：出展者カテゴリー別5０音順

主催者企画セミナー
２

○主催者企画セミナー：３種類掲載

オンライン見本市の見方
４

○「バーチャルブース」の機能紹介
○「コンテンツサーチ」の機能紹介
○「資料請求・お問合せ」について
○「各種商談機能」について
○「主催者企画セミナー」の視聴方法について

主催のご挨拶
３ 開催概要

５

○開催概要

1 ２ ３

４ ５

６ ７ ８

出展者一覧ページへ移動 各種検索ページへ移動

６ ７ ８

セミナー動画ページへ移動

※画像はイメージです。変更になる可能性があります。



4※画像はイメージです。変更になる可能性があります。



5

検索バー

社名表示

ロゴ表示（任意）

一言PR（必須）

出展者情報ページを別ウィンドウで表示

資料請求・お問い合わせフォームの表示

出展者一覧ページへ戻る

コンテンツ一覧

出展者マイページ内→「オンライン見本市データ登録」

→出展者基本情報登録にて登録

出展者マイページ内→「オンライン見本市データ登録」

→出展者基本情報登録にて登録

（ロゴ表示にあわせて、テキストで社名を入れることも可能です。）

【各社のバーチャルブース】

※画像はイメージです。変更になる可能性があります。

※B・Cをあわせて５点まで
の登録が可能です。
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いたばし産業見本市では円滑な商談につなげる為に以下の５種類の出展者⇔来場者間で使用できる機能を予定しております。

名刺交換機能

来場者が名刺交換をクリックし送信すると、当該企業の画面に名刺が届きます。

テキストチャット機能
来場者がテキストチャットをクリックすると、ビデオや音声はなしで、文字のみで出展者と
会話ができます。スマートフォンのラインのようなイメージとなります。

ビデオチャット機能
来場者がビデオチャットをクリックすると、リアルタイムで、画面越しに顔を合わせて会話でき
ます。スマートフォンのビデオ通話のようなイメージとなります。

ボイスチャット機能
来場者がボイスチャットをクリックすると、リアルタイムで、音声のみで会話できます。
スマートフォンの通話のようなイメージとなります。

コールバック機能
出展者が離席中の場合、来場者からの問い合わせに後程改めて連絡をさせていただく機能です。 ※画像はイメージです。商談機能の使用方法は

変更になる可能性があります。
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名刺交換機能

来場者が名刺交換をクリックし送信すると、当該企業の画面に名刺
が届きます。

１．名刺交換機能を選択すると以下の画面が出てきます。

２．必要事項を入力し、
登録を行います。

３．登録が完了すると、出展者情報と
交換することができ、
名刺交換が完了です。

テキストチャット機能
来場者がテキストチャットをクリックすると、ビデオや音声はな
しで、文字のみで出展者と会話ができます。
スマートフォンのラインのようなイメージとなります。
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来場者側画面
・出展担当者が大きく表示されます
・右下に来場者も表示されます

出展者側画面
・来場者が大きく表示されます
・右下に出展担当者も表示されます

ビデオチャット機能
来場者がビデオチャットをクリックすると、リアルタイムで、画面越しに顔を合わせて会話できます。スマートフォンのビデオ通話のよ
うなイメージとなります。
※来場者からアプローチがあった場合には、出展者のほうに電話のような音がなり着信を知らせる仕組みになっています。

※画像はイメージです。変更になる可能性があります。
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コンテンツサーチ

50音別出展者名検索

出展カテゴリー検索

SDGｓ項目検索

キーワード検索

出展者マイページ内 → 「オンライン見本市」
データ登録より、画像・動画登録時に「出展カテゴリー」「SDGｓ項目」を選択することで、
検索時にヒットするようになります。

掲載内容の登録方法

■項目

コンテンツサーチでは出展者情報ページをいち早く検索するほか、出展カテゴリーやSDGｓ項目、

キーワード検索によって画像や動画単位での検索結果を表示することができます。

目的の製品・技術・サービスを簡単に探し出すのに便利な機能です。

SDGs項目

※画像はイメージです。変更になる可能性があります。

光学・精密関連 機械（一般機械等） 鉄鋼・金属 化学

プラスチック 電気・電子 印刷関連 医療･健康･福祉関連

環境問題 IT・情報関連 その他製造業 中小企業支援

企業グループ／共同受注

出展カテゴリー
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コンテンツサーチ

出展者情報ページでは、バーチャルブースで紹介するコンテンツに加えて、会社情報や外部への「資料・詳細ページ」へのリンクを貼ること

が可能です。

資料請求・お問合せボタン

バーチャルブースページを表示

出展者情報

出展者マイページ内
→「オンライン見本市」データ登録
→出展内容登録にて登録

出展カテゴリー

出展者マイページ内
→「オンライン見本市」データ登録
→出展内容登録にて登録

SDGｓ項目

出展者マイページ内
→「オンライン見本市」データ登録
→出展内容登録にて登録

一言PR

出展内容紹介

出展者マイページ内
→「オンライン見本市」データ登録
→出展内容登録にて登録

コンテンツ

出展者マイページ内
→「オンライン見本市」データ登録
→出展者製品画像データ・パネルデータ登録

または、動画データ登録
※カテゴリーごとに表示されます。

資料・詳細ページリンク

出展者マイページ内
→「オンライン見本市」データ登録
→「資料・詳細ページリンク」登録
※出展者が管理運営するホームページ内の各資料に
リンクします。
※リンクされたページは別ウィンドウで表示されま
す。

SDGs

※画像はイメージです。変更になる可能性があります。

出展カテゴリー 光学・精密関連

光学・精密関連
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資料請求・お問い合わせボタン

各所に設置された「資料請求・お問い合わせ」ボタンを来場者がクリックすると、
入力フォームが開き、出展者へ連絡することが可能です。資料請求・お問い合わせを受けた出展者には、
メールで案内します。また、来場者の個人情報は出展者マイページからダウンロードをすることができます。

Step1)来場者情報の登録

2回目以降はID、パスワードで入力を簡略化

Step2)お問い合わせ内容の入力 Step3)担当者様へメール連絡

メールには「会社名」「お問い合わせ内容」のみ記載
されています。お問い合わせ者の個人情報は出展者マ
イページ内からご確認ください。

連絡先の登録方法
出展者マイページ
→ 「オンライン見本市」データ登録
→ 出展者基本情報登録
→ お問い合わせメールアドレス

取得できる個人情報

〇住所（＊）
〇TEL（＊）
〇FAX
〇メールアドレス（＊）
〇職種
○問い合わせ内容 ＊必須項目

※ お問い合わせページを除き、主催者から出展者へ、掲載情報を閲覧した来場者の個人情報は提供いたしません。
※ 来場者がお問い合わせフォームに入力した内容は、ご担当者宛てにメールで配信されますので、各社にてご対応
をお願いします。

〇氏名（＊）
〇氏名フリガナ（＊）
〇法人名・団体名（＊）
〇所属部署名
〇役職名

※画像はイメージです。変更になる可能性があります。

出展カテゴリー 光学・精密関連
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各コンテンツ

資料請求・
お問合せ者情報

名刺交換機能

画像・動画ごとの述べ閲覧数

・出展者マイページ内にリアルタイム表示

担当者個人情報の取得

・氏名

・氏名フリガナ

・法人名・団体名

・所属部署名

・役職名

・住所

・TEL

・FAX

・メールアドレス

・職種

・氏名

・氏名フリガナ

・法人名・団体名

・所属部署名

・役職名

・住所

・TEL

・FAX

・メールアドレス

・職種
※ オンライン見本市全体の来場者数、業種などは実施報告書にて見本市終了後に報告いたします。
※会期中は来場者アンケートを実施し、アンケート結果は実施報告書に掲載いたします。
※見本市終了後は出展者アンケートを実施し、アンケート結果は実施報告書に掲載いたします。

担当者個人情報の取得
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全体スケジュール（予定）
会期までのスケジュールは右のようになります。

集中商談期間【会期】※全ての商談機能が利用可能

１１月１２日（木）～１８日（水）

アーカイブ期間※閲覧・一部商談機能のみ利用可能

１１月１９日（木）～１２月１８日（金）

ご用意いただいた資料関係は、集中商談期間（会期）と

アーカイブ期間に展示できます。

入力締切 １１月５日（木）

1週間前に入力の内容を確認するため、締切を設けます。

出展者マイページ内のプレビュー画面をみて、

確認をしていただきます。

入力開始 ９月１８日（金）～

９月１８日の出展者説明会での入力方法について
の説明後、出展者マイページがオープンし、

出展情報等の入力が可能になります。

2

1

3
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いたばし産業見本市では出展者様に、オンライン見本市を最大限に活用いただくため、様々な施策を考えております。

専門家訪問相談（年間3回まで無料）※板橋区内事業者様限定

（公財）板橋区産業振興公社では、中小企業診断士などの専門家と連携し、区内事業者様の課題に最も適した専門家が事業所に訪問して
課題解決にあたる「専門家訪問相談」を実施しています。
見本市事前準備に関する専門家訪問相談をご希望の出展者様は、（公財）板橋区産業振興公社（TEL：03-3579-2191）までお問合せくだ
さい。

有料レンタル備品の手配
オンライン見本市にご出展いただくにあたり、備品関係のレンタルを行っております。（ビデオチャット用のPCカメラやマイク等）
詳しくは９月１８日（金）の出展者説明会で公開する資料をご確認ください。

商談機能の充実
商談をスムーズに行っていただくため、商談機能をご用意いたしました。
詳しくは、P.6～P.８をご確認ください。

来場者情報の取得
名刺交換をした来場者の個人情報や、来場者が見たパネルの閲覧数など、会期終了後にも商談に使えるたくさんのデータの取得が可能です。
ぜひ、ご活用ください。



問い合わせ先

▽出展に関するお問合せ

いたばし産業見本市実行委員会事務局

（公益財団法人板橋区産業振興公社内）

〒173-0004 東京都板橋区板橋2-65-6 

板橋区情報処理センター5階

▽装飾・その他のお問合せ

iie@itabashi-kohsha.com
03-3579-2191

受付時間：平日9:00～17:00

いたばし産業見本市 運営事務局

（株式会社 日経イベント・プロ内）

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1－25

JR神田万世橋ビル16階

iie2020@nex.nikkei.co.jp
03-6812-8653

受付時間：平日9:30～17:30


