とは
日経メッセ大阪2021では、オンライン展示会「リテールテックOSAKA Online 2021」「フランチャイズ・ショー大阪 Online 2021」を
同時開催いたします。
本オンラインシステムはシンプルで分かりやすい直感的なデザインを採用し、製品情報や動画、パンフレットなどさまざまな情報を掲
載できるほか、出展者と来場者の名刺交換やオンラインチャット、セミナーのライブ配信など様々なコミュニケーション機能を搭載し
ています。
出展者の皆様は、これらの機能を使って新規顧客や見込客との接点を持つことができます。また、遠隔地の小売業・流通業やフラン
チャイズ加盟希望者などへのご招待も簡単に行っていただくことができます。
商談の実施や効果的なリードの獲得を効率的にサポートします。リアルな会場で開催する「リテールテックOSAKA 2021」「フラン
チャイズ・ショー大阪2021」と併せてのご参加をお待ちしております。

開催概要
6月→10月に延期開催決定！
名

称：日経メッセオンライン
「リテールテックOSAKA Online 2021」
「フランチャイズ・ショー大阪 Online 2021」
会
期： 2021年10月26日（火）～11月4日（木）【10日間】
主
催：日本経済新聞社
出展規模：40社（両展示会の合計、見込み）

「リテールテックOSAKA 2021」「フランチャイ
ズ・ショー大阪 2021」をインテックス大阪で初開
催します。当初6月の開催予定でしたが、新型コロ
ナウイルスの感染拡大状況に鑑み、10月に開催を延
期いたしました。これに伴いオンライン展示会も10
月26日（火）～11月4日（木）に延期し、あらため
て出展者を募集します。ぜひ出展をご検討ください。

日経メッセオンラインとは
日経メッセ大阪 2021 （「 リテールテックOSAKA 」「フランチャイズ・ショー大阪」）はインテックス大阪でのリアル展示会と、オンライ
ン展示会を同時に開催するハイブリッド展開を行います。新しく開発したオンライン展示場プラットフォームで実施する「日経メッセオンラ
イン」は、ウィズコロナ時代に対応した、新しい産業展示会です。時間や場所の制約がなくなることから、リアル展示会の想定来場者層に加
えて、リアル展示会の開催期間に会場まで来場することができない方々へのアプローチも可能です。日経本紙広告をはじめとする日本経済新
聞社のリソースを用いたハイブリッドならではの多角的なプロモーションにもご期待ください。
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出展対象分野
●トータル流通情報システム
本部管理システム、店舗管理システム、チェーン管理システム、情報共有システム、海外進出支援システム、MDシステム、販売管理システム、
棚割りシステム、流通BMS、受発注システム、インボイス対応、インバウンド対応、クラウドコンピューティングサービス、通信ネットワーク、
情報セキュリティ など

●決済・キャッシュレス
POS端末、タブレット／モバイルPOS、レジ、ドロア、プリンター、電子レシート、バーコードリーダー、スキャナー、決済端末、入金機、
両替機、券売機、QRコード決済、電子マネー、クレジットカード、プリペイドカード、仮想通貨決済、生体認証決済、決済ネットワーク、
決済代行サービス、送金サービス、後払いサービス、CLO など

●デジタルサイネージ・店頭販促
デジタルサイネージ、キオスク端末、ビーコン、位置情報システム、電子棚札、電子POP、電子スタンプ、電子クーポン、ポイントプログラム、
ウェブチラシ、来店客向けアプリ、VR、AR、接客ロボット、遠隔接客、ライブ販売、仮想試着システム、映像コンテンツ制作・配信、
タッチパネル、POP印刷プリンター、ラミネーター など

●AI・データ活用
顔認証、画像認識、映像解析、店内動線分析、需要予測、自動発注、ダイナミックプライシング、顧客データ分析、購買データ分析、
エリアマーケティング、データベース構築、ビッグデータ分析、データマイニング、可視化ツール、マーケティングオートメーション、
顧客管理・CRM、カスタマーサポート、マーケティングリサーチ など

●EC・デジタルマーケティング
ECサイト構築、越境EC支援、オムニチャネル、O2O、アフィリエイト、ソーシャルメディア活用、動画マーケティング、コンテンツ制作、
オウンドメディア、ウェブ接客、メール配信、アクセス解析、SEO、アドテクノロジー、リスティング広告、ダイレクトマーケティング、
インサイドセールス、カスタマーサクセス など

●物流・IoT
仕分けシステム、ピッキングシステム、搬送システム、包装システム、自動倉庫、パレット・コンテナ、フォークリフト、マテハン機器、
トラック、3PL、フルフィルメント、物流サービス、ICタグ・RFIDシステム、ハンディターミナルなどの情報機器、物流管理システム、
輸送管理システム、在庫管理システム、宅配ロッカー など

●働き方改革
人事クラウドサービス、人材採用支援、勤怠管理、人事評価、給与計算、給与前払いサービス、シフト自動化、従業員エンゲージメント、
店員教育、マニュアル作成・翻訳、外国人就労支援、eラーニング、ビジネスチャット、接客・清掃などのロボット、遠隔接客、
チャットボット、セルフレジ、無人店舗、防犯対策 など

●業種別ITソリューション
アパレル MD計画、生産管理、仕入管理、SKU管理、在庫管理、販売管理、店舗・EC統合管理、
ささげ業務支援などの各種システム 外食 飲食店向けPOSレジ、決済、券売機、オーダー、顧客管理、予約管理、ウェイティング、勤怠管理、
宅配支援などの各種システム サービス業 ホテル・旅館向けシステム、理美容サロン向けシステム、サブスクリプション支援、
シェアリング支援、C2Cプラットフォーム など

●店舗の感染症対策
飛沫感染防止用品、各種非接触（タッチレス）機器、体温検知システム、サーモグラフィ、体調管理システム、入店カウントシステム、
混雑状況表示システム、入店客数制限システム、入店予約システム、ドライブスルーシステム、店内ナビゲーションシステム、
消毒・洗浄・清掃資材、食品衛生 など
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来場対象
業種・業態
小売業
百貨店、総合スーパー、食品スーパー、コンビニエンスストア、生協、ホームセンター、
ディスカウントストア、アウトレットモール、ショッピングモール、商店街 など

専門店
ファッション・アパレル、高級ブランド、食料品、ドラッグストア、100円ショップ、
書店、CD ／ DVDショップ、スポーツ用品、家電量販店、雑貨・インテリア、
リサイクルショップ、旅行業、自動車ディーラー、カー用品、ガソリンスタンド など

卸売業・商社
食品、日用雑貨、酒類、医薬品、スポーツ用品 など

通信販売事業者
ネット通販、カタログ通販、テレビ通販 など

外食業
レストラン、ファーストフード、喫茶・コーヒーチェーン、居酒屋、
ラーメン・焼肉・寿司・中華料理、ファミリーレストラン、中食、弁当、宅配サービス など

サービス業
ホテル・旅館、テーマパーク、アミューズメント、レンタルショップ、クリーニング、
美容サロン、学習塾、スポーツクラブ、温浴施設、シェアリングサービス など

運輸・物流業

所属部署
●経営者
●役員
●経営企画・戦略
●販売促進・マーケティング
●広報・宣伝
●商品・MD
●情報システム
●EC運営・ウェブ制作
●カスタマーサービス
●物流
●店舗運営
●店舗開発
●店舗設備・建設
●人事･労務
●総務・経理・財務
●環境・CSR
など

倉庫、物流センター、配送、交通 など

メーカー
アパレル、食品・飲料、医薬品、日用雑貨、家電 など

デベロッパー、コンサルタント、シンクタンク、SP会社、広告会社 など
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出展対象分野
フランチャイズ本部（FC本部）
1.FC本部／サービス・小売業
●介護／福祉サービス ●生活支援・代行サービス ●健康関連・ボディケア・リラクゼーション ●学習塾・カルチャースクール・幼児教育など各種教室
●レジャーサービス（カラオケ、インターネットカフェ ほか） ●クリーニング ●理容・美容 ●リペア・修理・リフォームサービス
●自動車整備・修理 ●リース・レンタルサービス ●地域ポータル・情報サービス ●住宅・建築、不動産関連
●その他サービス（DPE・印刷、運輸・倉庫、貸しオフィス、冠婚葬祭サービス、ホテル、ペット関連サービス ほか）●コンビニエンスストア
●リユースショップ・中古品販売 ●ディスカウントストア、100円ショップ ●宅配・無店舗販売
●専門店（衣料品、飲食料品、自動車・バイク・自転車関係、省エネ・節電機器、家具・インテリア用品・生活雑貨、医薬品・化粧品、書籍・文具、
CD・DVD・ビデオ・ゲームソフト、スポーツ用品・玩具・楽器、時計・メガネ・光学機械、花・植木、ペット・ペット用品、印鑑・名刺作成、携帯電話関連用品 ほか）

2.FC本部／飲食・フードサービス業
●ファストフード（ハンバーガー、麺類、カレー、お好み焼き、和洋スイーツなど）
●レストラン（和食・洋食） ●居酒屋・バー ●宅配フード ●パン・ベーカリー

●ラーメン・うどん・そば
ほか

●カフェ・スイーツ

フランチャイズ本部以外のビジネスパートナー募集
3.フードサービス開業支援ビジネス
●飲食・フードサービスのビジネスパートナー募集

4.代理店・ビジネスパートナー募集
●販売代理店・特約店募集（各種製品・サービスの販売代理店・特約店、小売り・サービスなど各種流通業向け製品・サービス・システム、各種ショップオーナー募集 ほか）
●業務・技術提携先募集（アウトソーシング関連、各種ニュービジネス提案

ほか）

●店舗開店・ニュービジネス開業のための情報提供

ほか

フランチャイズ支援ビジネス、コンサルティング、情報、海外関連など
5.特別企画 「ウィズコロナ」対策
●新たな課題である感染症との共存を意識した店舗運営、緊急災害時に負けない店づくり、危機管理などに関する製品・設備・システム・サービス、
テクノロジー、コンサルティング、情報提供サービスなど

6. FC支援ビジネス、店舗開発、コンサルティング、情報
●フランチャイズ本部向け製品・設備・システム・サービスの紹介
●店舗開発、立地戦略のための情報提供

●フランチャイズ本部向け人材派遣・採用サポートサービス

●人手不足・少子高齢化・インバウンド対応などの課題解決のための製品・設備・システム・サービス

●フランチャイズ本部設立コンサルティング、フランチャイズ加盟相談、海外展開の相談 ほか

7.海外関連
●海外FC本部・代理店の日本展開（エリアフランチャイズ・加盟募集）
●海外関係機関・関連ビジネス

●インバウンド対応FC

●日本のFC本部・代理店の海外展開
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来場対象
日本経済新聞社では「日本経済新聞」をはじめ、流通・サービス業界では圧倒的な支持を集める「日経MJ」、豊富な企業情報を掲載
する「日経産業新聞」、会員数が460万人を超える「日経電子版」などの多彩なメディアから記事、広告を多数掲載。フランチャイズ
ビジネス、ニュービジネスに関心の高い個人はもちろん、新規事業・事業多角化を検討する法人の意思決定層を集客します。
主催者からのダイレクトメールやメール配信など多角的なマーケティングも実施します。

※2019年「フランチャイズ・ショー」アンケート結果より

※2019年「フランチャイズ・ショー」アンケート結果より

※2019年「フランチャイズ・ショー」アンケート結果より

5

日経メッセ オンラインのメリット

日経メッセオンラインの6つの特徴

多彩なコンテンツを
簡単に掲載
自社の製品やサービスの情報を掲載する
ことができます。説明テキストや画像に
加えて、動画や資料PDFなど様々な素材
を使った表現が可能です。管理画面のプ
レビュー機能で、仕上がりを確認しなが
ら簡単な操作でコンテンツを登録するこ
とができます。

自社セミナーをライブ配信

展示会ならではの雰囲気を届けるにはセ
ミナーのライブ配信が効果的です。
YouTubeやVimeoを利用して、簡単にセ
ミナーをライブ配信することができます。
事前録画の配信も可能です。新しく、来
場者がセミナーの事前予約をできるよう
になりました。

来場者情報の獲得と
分析をサポート

新機能と新デザインで
来場者の回遊を促進

自社と名刺交換した方だけでなく、自社
ブースに来場した全来場者の情報もご提
供できるようになりました。資料のダウ
ンロードやセミナー視聴といった行動履
歴の提供や、履歴をもとにしたスコアリ
ングも可能になり、優先度の高い来場者
の識別を支援します。

ブースをめぐるポイントラリー、来場者
の関心にあわせた出展者のレコメンド、
そして来場者招待などの新機能を活用す
ることで、自社ブースへの回遊を促進で
きます。サイトのデザインも刷新して視
認性を向上。色のカスタマイズで企業カ
ラーに合わせやすくなりました。

※利用できる機能は出展プランによって異なります

能動的に来場者と
コミュニケーション
来場者とのさまざまなコミュニケーショ
ン機能をご用意しています。出展者から
ブース来場者に話しかけることができる
新しいチャットシステムや、複数の来場
者に一括してメッセージを送信する機能
を活用して、能動的に来場者にアプロー
チできます。

リアル展示会との連動で
出展効果を拡大
リアルとオンラインの来場登録を一元化し
て、リアル展示会の登録者はそのままオン
ライン展示会に参加できるようになります。
さらに、QRコードサービスを利用するこ
とでリアル来場者との名寄せも可能となり、
統合したマーケティングを展開できます。
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日経メッセ オンラインのメリット

日経がもつリソースを活用し、
上質かつ多彩な来場者を集めます
◆ 日経グループのメディアを中心とした広報・宣伝活動
日本経済新聞をはじめ、日経産業新聞、日経MJ、日経電子版、テレビ大阪等に社告や記事、広告特集など本展に関
する情報を掲載し、影響力のあるビジネスパーソンの誘致を行います。

◆ 来場ターゲット層への
ダイレクトなアプローチ
日本経済新聞社が所有するデータベースから、過去来場者をは
じめ小売業のトップやマネジメント層など来場ターゲットを抽
出し、招待状をお送りするほか、メールマガジンでの広報も実
施します。

◆ 来場者数
5,000人（ 「リテールテックOSAKA Online 2021」「フラン
チャイズ・ショー大阪 Online 2021」のID数合計見込み ）
リアルとオンラインの来場登録を一元化して、リアル展示会の
登録者をそのままオンライン展示会に参加できるようにします。
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日経メッセ オンライン

全体イメージ

日経メッセオンライン

様々なメディアから誘導
日経メッセオンライン
TOPページ

各展示会TOPページ

出展者ブースページ

過去来場者などへの
メールマガジン

公式WEBサイト

来
場
登
来
録
場
者
登
録

リテールテックOSAKA
フランチャイズ・ショー大阪
公式WEBサイト

主催者セミナーの紹介＆各展示会の紹介

出展者一覧＆出展者セミナー枠の掲出

名刺交換機能、動画掲出、製品情報掲出、
オンラインチャットなど
※画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。

来場登録の流れ
基本情報登録
個人情報の入力
展示会独自の項目の登録
登録された情報は出展者ブース
ページでの名刺交換に利用されます。

登録完了メール
株 式会 社〇 〇

入

場

日経 太郎

メールアドレスが確定
〇〇〇〇〇〇〇〇
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日経メッセ オンライン

TOPページ ①
A-1

メインビジュアル

イベント全体のビジュアルを掲出することにより展示会の
イメージを表現します。

A-1

A-2

最新情報トピックス情報

イベント全体の最新情報を掲出します。

A-3

A-2

展示会場／カテゴリーの入口

「リテールテックOSAKA」「フランチャイズ・ショー大阪」
への入口です。

A-3

A-4

出展者セミナーの入口

会期中に実施する「出展者セミナー」への入口です。

リテールテックOSAKA

フランチャイズ・ショー

◆インターネット上に 公開されますので、
来場登録なしでアクセス、視聴できます。
◆来場者登録ページに移動できます。
◆トピックス欄に最新情報を掲出します。
◆出展者一覧、カテゴリー一覧から来場者登録を
経て、出展者ページに遷移します。
◆出展者セミナーへの入口があります。

A-4
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日経メッセ オンライン

TOPページ ②

A-5
A-5

注目出展者を掲出

注目出展者の見どころ情報を掲出します。
● 社名
● 見どころタイトル
● 見どころ画像

A-6

プレミアムプラン対象
スタンダードプラン対象

日経オンライン展示場の説明

日経オンライン展示場の使い方を説明します。

A-6
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展示会 TOPページ

◆出展者一覧から出展者ページに遷移します。
◆開催中の出展者ライブセミナーを掲出し、
イベントのライブ感を演出します。

リテールテックOSAKA

B-1

B-2
B-1

出展者検索

フリーキーワードとジャンルで検索が可能です。
検索結果ページでは下記の情報が表示されます。
・ 出展者名 ・紹介文 ・ 企業ロゴ

B-3
B-2

B-4

出展者情報の掲出

全出展者を出展プラン順に紹介します。
＊上からプレミアムプラン（大サイズ）、スタンダードプラン
（大サイズ）、ベーシックプラン（小サイズ）、シンプルプラン
（小サイズ）の順でランダムに掲出されます。

B-3

バナー広告の掲出

プレミアムプラン対象

出展者の広告を掲出し、出展者ページへ誘導できます。

B-4

出展者ライブセミナーの掲出

来場者がアクセスした時点で開催中の出展者セミナーを
紹介します。
※画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。
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出 展 者ブースページ ①

C-1

出展者メインビジュアル

出展者独自のビジュアルが掲載可能です。画面両脇の矢印から
隣のブースへ行くことができ、来場者の回遊を促します。

C-1

● 社名

C-3

C-2

● メインビジュアル画像

出展者最新トピックス

出展者の最新情報を掲出します。

C-2

C-3

出展者セミナーライブ配信

+

を活用

来場者に向けてセミナーをライブ配信することができます。

C-5

● セミナータイトル
● サムネイル画像
※閲覧条件として名刺交換を設定できます。
※プランにより同時に掲出できる数が変わります。

C-4
C-4

チャット機能

来場者と出展者がリアルタイムなコミュニケーションをとる
ことができます。

C-5

ブースの見どころ掲載

出展者のメッセージや画像を見どころとして登録できます。
ここで登録された内容は各展示会TOPページの紹介欄（B-2）にも
掲載されます。
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出 展 者ブースページ ②

C-6

お気に入り機能

出展者をお気に入りに登録できる機能を設け、
関心を持った出展者ブースへの再訪問をしやすくします。

C-7

来場者データ提供・名刺交換（ベーシックプラン以上）

自社ブースにアクセスした来場者情報はCSVファイルでダウンロー
ド可能です。それに加えて、来場者と出展者の名刺交換を設定する
ことができます。
●各コンテンツの視聴条件に名刺交換を設定することができます。
●競合他社を名刺交換から排除することができます(プレミアム/ス
タンダードプラン限定)。

来場者情報

出展者情報

来場者名
ライジョウシャメイ

日経メッセ株式会社

C-6
C-7

visitor@nex.Nikkei.com
nikkeimesse@nex.Nikkei.com

● 名刺交換ボタンを押すと、来場者情報と出展者情報がそれぞれ
表示され、名刺交換が行われます。
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出 展 者ブースページ ③

C-8
C-8

C-9

動画の掲出

製品紹介動画や、プレゼンテーション動画を掲載できます。
● 動画タイトル
● サムネイル画像
※閲覧条件として名刺交換を設定できます。
※プランにより掲出できる数が変わります。

C-9

製品紹介への入口

製品やサービスの紹介ページを登録し、製品写真や特徴などの
詳細を掲出することができます。
● 製品タイトル ● 製品サブタイトル
製品紹介は別ページ
● 製品概要
● 製品画像
で掲載します。
※閲覧条件として名刺交換を設定できます。
※プランにより掲出できる数が変わります。

C-10
C-10

出展者によるアンケート実施

質問項目は出展者側で自由に設定可能です。
結果は出展者マイページから、リアルタイムでダウンロードできます。
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出 展 者ブースページ ④

C-11

C-11

企業概要

企業情報を自由に項目を設定して掲載できます。自社サイトへの
リンクも可能です。

C-12

企業パンフレット等のダウンロード

パンフレットのPDFファイルを掲載できます。ダウンロード条件
として名刺交換を設定できます。

C-12

C-13

お問い合わせフォーム

来場者から問い合わせが入るとメールで通知されます。
問い合わせ内容は出展者マイページから、リアルタイムで
ダウンロードできます。

C-13
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出 展 者ブースページ ④

C-14

C-14

おすすめの出展者の掲出

同じジャンルで登録されている出展者または、来場者の関心に
マッチする出展者が表示されます。

C-15

C-15

注目の出展者の掲出

プレミアムプラン対象
スタンダードプラン対象

回遊を促すために、
「おすすめの出展者」と、
「注目の出展者」を掲出！
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製品情報ページ

①

C-9-1
C-9-1

製品のメインビジュアル

製品やサービスの大きなビジュアル画像の掲載が可能です。
● 製品タイトル
● 製品サブタイトル
● 製品概要文
● 製品ビジュアル画像

C-9-2

C-9-2

製品の特徴情報

+

を活用

+

を活用

● 特徴見出し
● 本文
● 画像/動画（最大3点）

C-9-3

製品の詳細情報

● 詳細見出し
● 本文
● 画像/動画（最大5点）

C-9-3
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製品情報ページ

C-9-4

②

C-9-4

製品バリエーション

製品のカラーバリエーション等が掲載できます。
● 型番
● 画像

C-9-5
C-9-5

製品のスペックやサイズなどを自由に項目を設定して掲載できます。
● 製品のスペック
● 製品のサイズ など

C-9-6
C-9-6

C-9-7
C-9-8

製品のスペック・サイズ

製品カタログダウンロード

製品カタログPDFファイルの掲載が可能です。

C-9-7

出展者ページへ

C-9-8

製品一覧へ
自社が掲載中の他の製品へ
誘導することができます。
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料金表
シンプル

プラン
料金

内容

リアル展示会にも参加する場合
オンラインのみ参加する場合

無料

ベーシック

スタンダード

プレミアム

－

165,000円
330,000円

330,000円
550,000円

1,100,000円
1,650,000円

－

－

〇

〇

(リアル展示会
出展者限定)

注目出展者掲出

A-5/C-15

展示会TOP 出展者情報の掲出

B-2

バナー広告の掲出

B-3

－

出展者セミナー

B-5/C-3

－

出展者メインビジュアル

C-1

〇

〇

〇

〇

出展者情報の掲出

C-2/C-5/
C-11

〇

〇

〇

〇

チャット

C-4

－

－

〇

〇

お気に入り

C-6

〇

〇

〇

〇

来場者データ提供・名刺交換

C-7

－

〇

〇

〇

名刺交換ブラックリスト

C-7

－

－

動画掲載

C-8

－

〇 3点まで

〇 6点まで

〇 20点まで

製品情報掲載

C-9

〇 3点まで

〇 10点まで

〇 50点まで

アンケート

C-10

－

資料掲載

C-12

－

お問い合わせフォーム

C-13

〇

〇

〇

〇

おすすめの出展者の掲出

C-14

〇

〇

〇

〇

Googleアナリティクス連携

－

－

－

〇

〇

小サイズ

〇 ランダム掲出

〇 1点まで

小サイズ

〇 ランダム掲出
－
〇 1点まで

－
〇 1点まで

大サイズ

〇 ランダム掲出
－
〇 ３点まで

〇

〇
〇 ３点まで

大サイズ

〇 優先掲出
〇 1点まで

〇 10点まで

〇

〇
〇 10点まで

※金額は税込みです。
※コンテンツは出展者様でご用意ください。
※出展ブース設定や出展者セミナーの撮影・ライブ配信などのオプションメニューは、別途ご案内します。
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お申込み方法
出展申し込みはウェブサイトからお手続きください。
リテールテックOSAKA Online ▶▶▶ https://messe.nikkei.co.jp/rs/
フランチャイズ・ショー大阪 Online ▶▶▶ https://messe.nikkei.co.jp/fs/
リアル展示会出展者でシンプルプランの申し込みをご希望の場合、以下のお手続きは不要です。
8月下旬～9月上旬に開催するリアル展示会出展者説明会でご案内の出展細則を参照のうえお申し込みください。

STEP 1

STEP 2

出展内容を入力
上記ウェブサイト右上にある「出展申込」アイコンから出展申込みページに進み、「日経メッセ Online 出展申込ページへ」ボタンから、「出展規
約」に同意の上、案内に従って出展内容を入力し、お申し込みください。 広告代理店を通してのお申し込みの場合、主催者が認めた広告代理店に
限らせていただきます（ご不明の場合は主催者へお問い合わせください）。なお、これまでリテールテックJAPAN/フランチャイズ・ショーに
ご出展いただいている出展者も既存の出展者IDは使えません。出展者マイページからいったんログアウトしたうえで新しく入力してくださいます
ようお願いします。

出展申込書PDF をプリントアウト
出展内容を主催者事務局で確認した後、「出展申込書提出依頼」のメールを出展担当者宛てにお送りします。このときに出展者
ID をお知らせします。電子メールの案内に従って「出展者マイページ」にログインし、 STEP1 で入力した内容が印字された出展申込書 PDF を
プリントアウトしてください。 出展内容が本展示会の趣旨にそぐわないと主催者が判断した場合、申し込み受け付けを保留、出展内容の一部ま
たは出展そのものをお断りする場合があります。

STEP 3

出展申込書提出 申込締切日：2021年9月30日（木）
プリントアウトした出展申込書に代表者印（または社印）を押印のうえ、以下の方法で主催者事務局までご提出ください。
出展申込書提出締め切り：出展者ID送信日から2週間以内
①出展申込書をスキャンし、スキャンデータを出展者マイページからアップロードする
②①が難しい場合は、出展申込書の原本を主催者事務局まで郵送する
※出展申込書を郵送する場合は、必ず事前にコピーを取りお手元に保管してください。
※期限内に出展申込書を送付いただけない場合は、出展取り消しとさせていただく場合があります。

STEP 4

出展申込書の受理

STEP 5

出展料金の振り込み 入金締切日：2021年10月15日（金）
振込手数料は出展者にてご負担ください。期日までに出展者または広告代理店からの入金が確認できない場合は、申し込みを取り消すことがあ
ります。

主催者事務局から出展申込書を受理した旨、電子メール（出展申込受理メール）でお知らせします。このメールを送信した時点で出展申し込み
を受理したものとします。また、追って請求書を発送します。

開催までのスケジュール（予定）
2021年 9月 30日（木）出展申込締め切り
10月 8日（金） オンライン展示会出展者説明会（CMS入力マニュアル公開、出展情報入力開始）
10月 15日（金）出展料金入金締め切り
10月 21日（木）~ 25日（月）プレオープン（出展者のみ閲覧可能な期間）
10月 26日（火）~ 11月4日（木）会期
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ご用意いただく主な素材と仕様について（画像／動画／PDF）
※画像のサイズは、フルHDのPCでディスプレイの表示サイズ100%、ブラウザの表示サイズ100%で表示した場合の推奨サイズです。
ただし、スマートフォンやタブレットなど閲覧する端末によって異なるサイズで表示される場合があります。
※推奨サイズ以外のサイズでも掲載できますが、上下左右が切れる場合があります。文字要素などは画像の中央に配置するなど対処してください。
※＊印の画像は閲覧する端末によってはトリミングされる場合がありますので、文字要素などは画像の中央に配置するなど対処してください。
※画像、PDFデータの最大容量は16MB（1ファイルにつき）を予定しております。
掲載箇所
出展者一覧 他

コンテンツ名
出展者ロゴマーク

形式

サイズ

画像ファイル JPEG、PNG

16:9 推奨：1280x720

画像ファイル JPEG、PNG

（ベーシック）

362x256＊
展示会TOPページ

展示会トップページ用画像

800x256＊
（スタンダード・プレミアム）

出展者ブースページ

画像の場合 5:2 1800x720

出展者TOP画像または動画

画像ファイル JPEG、PNG
動画ファイル MOV、MP4

動画の場合は入稿された画角
をもとに適宜調整されます

会社の見どころ画像
プレミアムプランは総合TOPにも掲載

画像ファイル JPEG、PNG

16:9 推奨：1280x720

出展者セミナーサムネイル画像

画像ファイル JPEG、PNG

16:9 推奨：1280x720

動画サムネイル画像

画像ファイル JPEG、PNG

16:9 推奨：1280x720

企業パンフレットデータ

PDFファイル

企業パンフレットサムネイル画像

画像ファイル JPEG、PNG

16:9 推奨：1280x720

製品メイン画像

画像ファイル JPEG、PNG

16:9 推奨：1280x720

製品特長画像

画像ファイル JPEG、PNG

16:9 推奨：1280x720

製品詳細画像

画像ファイル JPEG、PNG

16:9 推奨：1280x720

製品バリエーション画像

画像ファイル JPEG、PNG

16:9 推奨：1280x720

製品パンフレットデータ

PDFファイル

製品パンフレットサムネイル画像

画像ファイル JPEG、PNG

製品ページ

最大16MB

最大16MB
16:9 推奨：1280x720

ご用意いただく主な素材と仕様について（テキスト）

掲載箇所

コンテンツ名

形式

サイズ

出展者一覧 他

出展者紹介文

テキスト

170文字

各展示会TOPページ

※見どころタイトルが表示されます

テキスト

25文字

最新のお知らせ

テキスト

200文字

見どころタイトル

テキスト

25文字

見どころ本文

テキスト

セミナータイトル／説明文

テキスト

無制限

動画タイトル

テキスト

無制限

アンケート説明文／設問

テキスト

無制限

企業パンフレット ボタンテキスト

テキスト

無制限

お問い合わせフォーム説明文／自動返信メール

テキスト

無制限

名刺交換説明文／お礼コメント

テキスト

無制限

製品タイトル

テキスト

19文字

製品サブタイトル

テキスト

27文字

製品型番

テキスト

30文字

製品概要文

テキスト

150文字

製品特徴見出し

テキスト

35文字

製品特徴見出し本文

テキスト

無制限

製品詳細見出し／本文

テキスト

無制限

製品バリエーションタイトル／型番

テキスト

19文字

製品資料PDFボタン

テキスト

24文字

出展者ブースページ

製品ページ

210文字
（プレミアムプラン：無制限）

日経メッセオンライン 出展規約

①

1.規約の履行
出展者（共同出展者を含みます、以下同じ）は日経メッセ 街づくり・店づくり総合展Online（「リテールテッ
ク Osaka Online」「フランチャイズ・ショー 大阪 Online」を以下「本展示会」と総称します）に出展するにあ
たり、本規約、主催者から提示された「出展のご案内」（出展要項）、請求書、その他主催者から個別に提示さ
れる各種書類・電子メール等の記載内容（これらを以下「本展規約等」と総称します）を遵守しなくてはなりま
せん。また、出展者は、その役員・従業員・株主・出資者等の関係者、出展を取り次ぐ広告代理店、および展示
ブースの制作・アップロード等にかかる業者・代理店、展示の運営委託先その他本展示会に関して締結する契約
の相手方（かかる契約相手方の再委託先・再々委託先等を含みます）（以下これらの者を「出展者関係者」と総
称し、出展者と出展者関係者を「出展者等」と総称します）をして、本展規約等を遵守させるものとします。出
展者等がこれらに違反したと主催者が判断した場合、主催者はその時期（オンライン展示準備期間を含みます）
を問わず、次回以降を含む出展申し込みの不受理、承諾した出展の取り消し、展示内容の削除の指示、展示内
容・方法の変更の指示、または関連サービスの提供中止を行うことができます。その際、主催者の判断基準・根
拠などは公表しません。出展取り消しとなった場合でも、出展者は本規約【4．出展キャンセル】に規定のキャ
ンセル料を主催者に支払わなければなりません。キャンセル料以上の損害が主催者またはその関係者に発生して
いる場合には、主催者は別途損害賠償を請求します。また主催者は、出展申し込みの不受理、出展取り消し、展
示内容の削除、展示内容・方法の変更などによって生じた出展者等の損害は補償しません。

4.出展キャンセル
4-1.出展申込受理後は、出展者による自由な出展取り消し・解約は認められません。出展者（広告代理店が出展
を取り次ぐ場合には広告代理店を含みます）の事情により、出展の全部または一部の取り消し・解約をする場合、
出展者（広告代理店が出展を取り次ぐ場合には広告代理店）は主催者が認める方法で主催者に届け出たうえ、
キャンセル料として出展料金の全額を主催者に支払わなければなりません。
4-2.出展申込受理後はキャンセル料が発生し、出展料金の全額をお支払いいただきます。
4-3.キャンセル料以上の損害が主催者またはその関係者に発生している場合には、別途損害賠償を請求します。

5.展示ブースの割り当て
5-1. 出展者の展示ブースの割り当ては、出展申し込みの種類に応じて主催者が決定し、出展者はその決定に従う
ものとします。
5-2.出展者は、主催者が定めた展示ブースをいかなる理由があっても、その全部または一部を問わず、他の出展
者や第三者との間で交換・譲渡・貸与などすることはできません。
5-3. 主催者は、出展者の展示内容・方法に支障または問題が生じた場合、当該出展者の展示ブースの割り当てを
変更することができます。

6.各種書類の提出
2.出展にあたっての諸注意
出展者は、主催者が定める本展示会の開催趣旨に合致する製品・サービスを提供する法人・団体などに限定しま
す。主催者が、主催者が独自の裁量にて定める出展基準に従い、法人・団体および製品・サービスなどが出展に
適さないと判断した場合（下記事例を含みますが、これらに限られません）には、出展申し込み受理の保留、出
展内容の一部または出展そのものをお断りする場合があります
【出展申し込み受理の保留、出展内容の一部または出展そのものをお断りする事例】
・出展申込書その他の提出書類の記載事項に不備や虚偽の申請などがあった場合
・出展内容が本展示会の趣旨にそぐわないと判断される場合
・出展者が第三者の権利（知的財産権、肖像権など）やプライバシーを侵害していると判断される場合
・他の出展者や来場者などから苦情が予想される場合
・出展者が自ら法的整理手続きの申し立てをし、あるいは申し立てを受けている場合
・出展者が【13.反社会的勢力の排除】に定める反社会的勢力であることが判明した場合
・主催者が開催した過去の展示会で出展規約に違反したか、出展取り消しとなったことがある場合
・その他、出展が不適当と主催者が判断する場合

3.出展申し込みおよび出展料金の支払い
3-1.出展申込書は主催者が定める方法で提出するものとします。出展申込書を主催者が受領し、出展審査を経て、
主催者が出展申込受理通知を発送（電子メールまたは郵送による）した時点をもって正式な出展申込受理としま
す。本展示会に初めて出展申し込みをする場合は、「会社案内」「製品カタログ」など主催者が定める添付資料
を主催者が定める方法で提出するものとします。なお別途必要な添付資料を定める場合があります。すべての添
付資料をご提出いただかない場合、主催者は出展申し込みを保留し、または出展をお断りすることがあります。
出展申込書、添付資料その他すべての提出書類は返却しません。出展者はコピーを自ら保管するものとします。
なお出展者は、主催者が認める広告代理店に出展の取り次ぎを委託することができます。
3-2.出展申込受理の後、主催者は出展者（広告代理店が出展を取り次ぐ場合には広告代理店。特に断らない限り
本3-2において以下同じ）に出展料金を請求します。出展者は主催者が定める期日までに指定の銀行口座へ振り
込むものとします（振込手数料は出展者が負担するものとします）。主催者が定める期日までに出展料金の振り
込みがない場合、主催者は出展申込受理を取り消す権利を持ちます。（出展者（広告代理店を含みません）が広
告代理店に対して出展料金を支払い済みであるか否かは問いません。）
3-3.主催者は、天災地変、疾病、感染症の蔓延、交通機関の遅延・ストライキ、戦争、内乱、テロその他の不可
抗力のほか、主催者の責によらない事由により本展示会の開催を中止または期間を短縮する場合があります。こ
の場合、主催者に支払われた出展料金は返金しません。

出展者は、主催者が求める各種書類を指定期日までに所定の方法で提出しなければなりません。期日に遅れた場
合、主催者は申し込みを受理しないことがあります。

7.ユーザIDとパスワード
7-1. 主催者は出展者に対し、出展申込受理後、「ユーザID」と「パスワード」を発行します。出展者がオンライ
ン展示場システムを利用するには、このユーザIDとパスワードが必要です。
7-2. ユーザIDとパスワードは、出展者の責任にて、出展者の法人・団体内限りで適切に管理、利用してください。
ユーザIDおよびパスワードの他人による不正利用については、全て出展者の責任となり、主催者は一切責任を負
いかねます。
7-3. 出展者は、ユーザIDとパスワードを入力してオンライン展示場システムの利用が可能な状態にした情報端末
を第三者に利用させたり、ユーザIDとパスワードの貸与、譲渡、転売、質入、名義変更等を行ったりしないでく
ださい。

8. サービスの中断
8-1. 主催者は、以下の各号のいずれかに該当する場合、出展者に事前に通知することなく、本展示会またはオン
ライン展示場システムのサービスの全部または一部を中断することがあります。
❶ オンライン展示場システムにかかる設備を保守もしくは点検する場合、または当該設備に不慮の障害等が
発生した場合
❷ 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止した場合
❸ 天災地変、疾病、感染症の蔓延、交通機関の遅延・ストライキ、戦争、内乱、テロ、労働争議、火災、停電、
その他の非常事態により、本展示会またはオンライン展示場システムの運営が困難になった場合
❹ 本展示会またはオンライン展示場システムの内容を変更等する場合
❺ その他主催者が本展示会またはオンライン展示場システムの運営上、中断が必要と判断した場合
❻ サービス提供者（主催者の委託を受けて、または主催者と共同で、オンライン展示場システムを運営する
サービス提供事業者をいう。以下同じ）において前各号と同様の事象が発生した場合
8-2. 前項の場合、出展者は、本展示会またはオンライン展示場システムを利用できなくなったり、本展示会また
はオンライン展示場システムの利用に関する情報、オンライン展示場システム上で保存または通信した内容など
の全部または一部を失ったりする可能性がありますので、予めご了承ください。

9.利用環境
9-1. オンライン展示場システムの利用に必要な設備および環境（コンピューター、通信機器、ソフトウエア、高
速インターネットへの接続環境などを含みます。以下、「利用環境」といいます。）は、全て出展者の責任と費
用負担にてご準備ください。
9-2. 主催者は利用環境を改定する場合がありますので予めご了承ください。利用環境の改定は主催者が出展者に
適宜の方法で通知します。
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②

10.展示に関するルールの概要

11.個人情報の取り扱い

10-1.出展申込書に記載された法人・団体および製品・サービスのみが出展対象となります。その親会社・子会
社・関連会社その他の関係会社およびグループ・提携関係にある法人・団体であっても出展申込書に記載がない
場合は、それらの製品・サービスなどの出展や、出展ブース内 でそれらの社名などの掲出ができない場合もあ
りますのでご注意ください。
10-2.出展者が展示ブースに掲載したコンテンツは当該出展者に帰属し、主催者は当該コンテンツを自由に利用
できるものとします。また、各出展者は主催者に対し、本展示会参加者が本展示会の参加規約に基づき当該コン
テンツを利用する権利を再許諾することを許諾します。出展者は、当該コンテンツを展示ブースに掲載し、また
当該各許諾をすることにつき、著作権、肖像権等を含めて必要な権利処理をするものとします。また、当該コン
テンツにつき、出展者は著作者人格権を行使せず、また著作者をして著作者人格権を行使させないものとします。
権利処理の要否またはその方法などに関するお問い合わせなどは、関係する権利者または権利管理団体などへお
願いします。当該コンテンツに関して第三者から権利侵害の主張または照会などがあった場合は、主催者の判断
で当該コンテンツを展示ブースから削除し、または当該コンテンツを一時閲覧できなくすることがあります。当
該権利侵害に関する紛争は出展者が当該第三者との間で、自己の費用と責任で解決するものとします。
10-3.次の展示内容・コンテンツ・方法および展示ブース内・オンライン展示システム上での次の行為を禁止し
ます。禁止事項に該当し、または該当する可能性が高いと主催者が判断した場合（一旦展示された内容につき、
事後的に禁止事項に該当することが発覚し、またはその疑いが生じた場合を含む）、その裁量により改善を求め、
当該展示もしくは行為を停止し、または将来の出展をお断りすることがあります。出展者は、禁止事項該当性の
判断につき主催者が行う調査に協力するものとします。これにより生じた出展者の損害等に関して主催者は一切
補償しません。また出展者は、主催者の措置・決定に異議を述べないものとします。また、禁止事項違反行為に
より、出展者が第三者から損害賠償その他の訴えを受けた場合（出展内容に含まれる製品・サービス等について
の知的財産権に関する紛争を含む）、出展者が自らの責任と費用において解決してください。
❶ 第三者の権利（知的財産権を含む）を侵害し、または侵害するおそれのある内容・コンテンツ・方法・行為
❷ 虚偽・詐欺・なりすまし、模造品・サービスに該当または関連するもの
❸ 展示会の趣旨に反するか、または関連しないもの
❹ 誤解を招くもの、ナンセンスなもの、閲覧者に不快感を与えるもの
❺ 有害コンテンツ（わいせつ、児童の保護／福祉に反する、衝撃的な内容、暴力的内容、ヘイトスピーチ、
反社会的内容などを含む）
❻ 犯罪（名誉棄損を含む）、犯罪の準備・助長、誹謗中傷、いやがらせ、いじめ、第三者に対する加害、人
権侵害、これらの肯定・助長、奨励など
❼ 禁制品の肯定、助長、奨励など（銃・麻薬・危険ドラッグなどを含む）
❽ 不適切な内容のリンクの設置またはリンクの不適切な方法による設置
❾ 物品・サービスの販売自体を主目的とするもの、参加者に強制し、または参加者を欺いて物品・サービス
を購入させるもの
❿ 公序良俗に反するかまたは反するおそれのある行為
⓫ 政治活動、選挙活動、宗教活動、その他特定の思想・信条の活動
⓬ 他の出展者等や参加者などに対し迷惑のかかる行為（強引なセールス、勧誘、誹謗中傷、営業妨害または
それらに類する行為などを含む）
⓭ オンライン展示場のシステム、ソフトウエア等に対する攻撃、修正、改変、複製、蓄積、削除、その他当
該システムに損害を与える行為（コンピューターウイルスを含むプログラムその他の有害プログラムの使用
を含む）、その他本展示会またはオンライン展示場システムの正常な運営を妨げる行為
⓮ その他、本展規約等に違反すること（10-4の違反を含む）、およびその肯定、助長、奨励
⓯ その他、前各号に準じて主催者またはサービス提供者が不適当と判断する行為
10-4.出展において製品・サービス等の比較表示を行なう場合は、原則として自社／組織および自社／組織関連
グループ企業の商品･製品･技術等を比較することとし、他社／組織の商品･製品･技術等と比較表示する場合は当
該他社／組織の許諾を得たうえ、他社／組織に迷惑が及ばないよう表示してください。
10-5.出展者は、展示ブースにコンテンツをアップロードする時期、方法、形式などにつき、主催者の指示を遵
守するものとします。
10-6.本展示会会期中および会期後の出展者と来場者間における商談・契約内容などに関して、主催者はその責
を一切負いません。
10-7.出展者自身の展示ブース内を除き、本展示会に掲載されたコンテンツをダウンロード、複製、録音、二次
利用等する場合は、主催者に届け出て了承を得るとともに、権利者から許諾を得て行ってください。
10-8.その他、出展者等の展示内容や行為により、他の出展者等や参加者などから苦情の申し立てや展示会場内
で紛争を引き起こすことが予想されるか、現に苦情や紛争が生じた場合、主催者は主催者の判断で出展の取り消
しを決定することがあります。その場合、出展者等はその決定に従うものとします。

11-1.出展者は、展示またはオンライン展示場システムなどを通じて「個人情報」を取得する場合、個人情報保
護法および関連法令を遵守し、適法かつ適切に取得しなければなりません。利用目的は必ず公表・通知し、その
範囲内で活用するものとします。特に第三者提供を行う場合は、法令で許される場合を除き、必ず「個人情報」
の情報主体から「同意」を取らなければなりません。
11-2.出展者は、展示などを通じて取得した「個人情報」について、法律に定められた「安全管理」を遵守した
適切な管理・運営を行わなければなりません
11-3.出展者は、「個人情報」の情報主体から展示またはオンライン展示場システムなどを通じて取得した「個
人情報」の開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去の要求や、苦情の訴えなどを受けた場合、法令を遵守した
適法かつ適切な対応を取らなければなりません。
11-4.出展者が展示などを通じて取得・管理・運営する「個人情報」の情報主体または情報主体と主張する者と
の間で紛争などが生じた場合、出展者は自らの責任で当該紛争の解決にあたるものとします。かかる紛争に関し、
主催者は一切の責を負いません。

12.損害賠償責任
12-1.主催者はいかなる場合においても、出展者が本展示会、本展示会ウェブサイトまたはオンライン展示場シ
ステムを利用することによって出展者または第三者に生じた生命、身体、財産、名誉または信用への損害（8-1
および8-2による損害を含む）に対し、一切の責を負いません。
12-2.出展者等は、故意・過失の如何を問わず、展示会場、オンライン展示場システム、その他主催者が本展示
会につき用意したシステム・設備に与えたすべての損害について、遅滞なく賠償するものとします。
12-3.出展された製品・サービスについて他の出展者や第三者と紛争が起きた場合、主催者はその責を一切負い
ません。出展者はその費用と責任において、これを解決、処理し、主催者には一切迷惑をかけないものとします。
万一、主催者に紛争に関連して損害等が発生した場合、すみやかに補填しなければならないものとします。
12-4.主催者は、天災地変、疾病、感染症の蔓延、交通機関の遅延・ストライキ、戦争、内乱、テロその他の不
可抗力のほか、主催者の責によらない事由による会期の変更・開催の中止によって生じた出展者等の損害は補償
しません。
12-5.主催者は、ウェブサイトやその他の告知宣伝物の誤植などによって生じた出展者等の損害は補償しません。
12-6.オンライン展示準備期間を含む開催期間中に、出展者等が自らの行為に起因して他の出展者等または来場
者などに生命、身体、財産、名誉または信用への損害を含むあらゆる損害を与えた場合、主催者は一切の責を負
わず、他の出展者等または来場者との間の紛争等は、出展者等の責任のもとで解決するものとします。

13.反社会的勢力の排除
13-1.出展者は、出展者等が現に反社会的勢力（以下の❶～❽に掲げる者および団体をいう）ではないこと、ま
たは過去においても反社会的勢力ではなかったことを主催者に対して表明・保証するものとします。
❶『無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律』に基づき処分を受けた団体もしくはかかる団体に
属している者、またはこれらの者と取引のある者、その他これらに類する団体もしくはかかる団体に属して
いる者またはこれらの者と取引のある者
❷『組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制等に関する法律』に定める犯罪収益等隠匿もしくは犯罪収益等
収受を行いもしくは行っている疑いのある者、またはこれらの者と取引のある者
❸『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』第2条第2号に定義される暴力団およびその関係団体
ならびにこれらの構成員
❹総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団などの団体または個人
❺暴力、威力、脅迫的言辞および詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人
❻前❶～❺のいずれかに該当する者または団体（以下「反社会的団体等」という）と関係することを示唆して
不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人
❼反社会的団体等が代表し、または支配する法人その他の団体
❽反社会的団体等が取締役、執行役、業務執行社員、監査役、理事、監事またはこれらに類する地位の役職に
ある法人または団体
13-2.主催者は、出展者等が前項に違反した場合、その出展を取り消すことができ、すでに受領した出展料金を
返金せず、また取り消しによって出展者等に生じた損害も賠償しません。

14.その他
14-1.本展規約等は日本法に準拠し、本展規約等に関連して生じる一切の紛争は東京地方裁判所を第一審の専属
的合意管轄裁判所とすることに出展者は同意するものとします。
14-2.主催者は、法令の許容する範囲内で本規約を変更することがあります。その場合、主催者は出展者に対し、
本規約を変更すること、当該変更の内容および効力発生時期を適宜の方法で事前に周知します。当該効力発生時
期以降は、変更後の本規約が適用されます。
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お問い合わせ先

日本経済新聞社 イベント・企画ユニット
日経メッセ大阪 担当
TEL: 03-6256-7355
【リテールテックOSAKA Online】
E-mail: info@retailtech.jp
【フランチャイズ・ショー大阪 Online】
E-mail: info@fcshow.jp

