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日経メッセOnlineの特長 3
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734

来場者数（※ログインID数）

※オンライン展示会に参加登録をしてログインしたID数です（日経メッセOnline全展
合計）。1人が何度アクセスしても1日に1カウントとなる重複のない数値です。

平均リード獲得数※

リアル展との来場登録共通化により、
オンライン展の来場者数が大幅に増加

※出展者1社あたりの平均リード情報獲得件数（重複なし、日経メッセOnline全展平均）



新設プランのご案内 4

QRNEW

● 読み取ったQRコードの来場者リード情報をデータで最短即日入手可能です。

● リテールテック JAPAN Online に自社ブースページを設置し、動画配信や資料ダウンロードなど
オンライン展の基本的なサービスがご利用いただけます。

→QRプランで利用できる機能一覧はP5をご参照ください

日経メッセリアル展の来場者情報を、来場者証のQRコードを読み取るこ
とで取得できるサービスです。
名刺を受け取る必要がないため、効率よく自社ブース訪問者のリード情
報が獲得できます。来場者情報はデータ形式で即時にダウンロードでき、
データ起こしの必要もありません。

本サービスの利用方法などの詳細は出展者説明会にてご案内します。

※「QRコード読み取りサービス」をご利用の場合、別途、データ提供費用（１ＩＤあたり税込77円）がかかります。

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。



出展プラン＆料金表 5

※「QRコード読み取りサービス」をご利用の場合、別途、データ提供費用（１ＩＤあたり税込77円）がかかります。

165,000円 275,000円 550,000円 2,750,000円

ー 528,000円 880,000円 3,300,000円



日経メッセOnline2022開催結果 6

▲オンライン展示場メインビジュアル

開 催 概 要

出 展 者 一 覧

来 場 者 数



◆システムの機能概要 システムの機能まとめ 7

セミナーのLIVE配信やオンデマンドの動画配信、

資料PDFのダウンロードなど、使い慣れたウェブ

サイト感覚でブース来訪者に自社製品やサービス

をアピールできます。

チャットやビデオ会議などを使用し、リアル展のよ

うに来場者とコミュニケーションを取ることができ

ます。アンケートやお問い合わせ結果はデータでダ

ウンロードでき、効率的に情報収集ができます。

オンライン最大の強みは、瞬時に来場者情報がデータで

取得できること。自社ブースページにアクセスした全来

場者の情報がリアルタイムでいつでもダウンロードいた

だけます。更に、来場者がどのコンテンツにアクセスした

かといった行動分析も可能。効率的な営業活動だけでな

く、マーケティングツールとしても活用いただけます。

難しいITやプログラミングなどの知識や技術は一

切不要です。ブースページの制作は専用の管理画

面から、基本的なパソコン操作のみで大丈夫です。

専属の事務局も丁寧にサポートします。

▶▶ 14p 15p

▶▶ 8p 9p
▶▶ 10p 11p

▶▶ 12p 13p

オンライン展示会システムの機能は、今後の開発により追加や仕様変更となる場合があります。



システムの機能概要①

Youtubeなどの動画配信プラットフォームを利用し、自社独自のセミ

ナーやプレゼンテーションを視聴者にLIVE（生中継）配信や、

前もって収録した動画の配信が可能です。配信中にアンケートを実施

することも可能です。

ブーストップページ、コンテンツページなど、複数のスペースにお好

きな画像を掲出することができます。

動画は、YouTubeまたはVimeoにアップ（※)した動画を埋め込

むことができます。動画別に別途サムネイル画像を指定でき、来場

者がサムネイルをクリックすると動画の再生が始まります。

いつでも自由にセミナーを実施

Youtube や Vimeoのリンクを貼るだけでＯＫ

製品・サービスなどのPR ① 8

※出展者様で動画のYoutube、vimeoへのアップを行っていただく必要があります

来場者の動画とセミナーの利用率は非常に高い

※日経メッセOnline2022の来場者アンケート結果「利用した機能」より、上位を抜粋。



システムの機能概要①

製品やサービスのパンフレットや、環境対策の報告書などの資料

は、PDFで来場者がダウンロードすることができます。もちろん、

会社案内や採用案内などもOK！それぞれの資料のダウンロー

ド回数も確認することができます。

ブーストップページとは別に、製品やサービスなどをより詳しく

紹介するためのベージを作成することができます。トップとは異

なる動画や資料を掲載し、来場者により深掘りした情報を提供

できます。自社ウェブサイト等へリンクするボタンも掲載が可能

です。 ▶▶ 詳細は18pをご参照ください

パンフレットや資料の提供が可能です

より詳しく説明するための別ページを作成可能

製品・サービスなどのPR ② 9



システムの機能概要②

チャットは、来場者からの問い合わせを待つだけではなく、出展者から

来場者に話しかける機能を搭載したテキストチャットです。

チャットをするだけでなく、自身のブースに訪問（アクセス）中の来訪者

の会社名・⽒名をリアルタイムで確認することもできます。ビデオ会議

は、⾃社でご利⽤のZoomまたはTeamsでミーティングを設定し、来

場者がビデオチャットボタンをクリックすると⾃動でビデオチャットが

開始される仕組みです。

アンケートやお問い合わせの設問内容は、自由にカスタマイズ可能

です。アンケートは、来訪者がブースを離れる時（別の出展者を訪問

する時やイベントトップページに戻る場合など）に自動でポップアッ

プさせることができ、回収率アップにつながります。

チャットは、出展者から話しかけることもできます

設問内容をカスタマイズ可能

来場者とのコミュニケーション① 10

A
Q



システムの機能概要②

メッセージ機能は通常のEメールとは異なり、オンライン展示場のシステム内

で出展者と来場者がメッセージを双方向でやりとりする機能です。出展者か

ら送信されたメッセージは受信した来場者のメッセージボックスに保存され

閲覧・送信することができます。ライブセミナーの告知やブース来訪の御礼な

ど、Eメールよりも気軽なコミュニケーションツールとして活用いただけます。

名刺交換が行われると、出展者は自社のプライバシーポリシーを提示するこ

とができ、来場者はマイページから出展者側の担当者情報をビジュアルで

閲覧することができます。12Pのリード情報取得機能と組み合わせ、個人情

報取得に関しての対応や自社の担当者情報を来場者に伝えたい場合などに

ご活用いただけます。また、LIVEセミナーや動画、製品情報などの各コンテ

ンツ別に、閲覧に名刺交換を必要とする閲覧制限をかけることができます。

オンライン展示会システム内でメールのようなやりとり

本物の名刺のようにシステム内で個人情報をやりとり

来場者とのコミュニケーション② 11

▲名刺交換実行前の確認画面

出展者の名刺情報来場者の名刺情報

昨日は弊社ブースに
お越しいただきあり
がとうございました
…



システムの機能概要③

自社ブースを訪問（アクセス）した来場者の氏名や勤務先、メールアドレスな

どのリード情報をデータ形式で取得可能。データは出展者専用のマイページ

からいつでもダウンロードいただけます。ブース訪問と同時にデータが蓄積

されるため、常に最新の訪問者データを取得でき、ビジネスチャンスを逃しま

せん。

リアル展示会のブースでQRコードを読み取った来場者のデータを、最速で開

催当日から提供するサービスです。

QRコードを読み取る専用のアプリを、自社で用意またはレンタルした

Android端末にアプリをインストールし、ブースで来場者のQRコードを読み

取っていただきます。読み取ったデータは管理画面にアップロードされ、対応

する来場者データが管理画面から即時ダウンロードできるようになります。

自社ブースページへのアクセス者全員の情報を提供します

名刺のデータ化が不要！ブース訪問者の情報をデータで提供します

データ取得・分析① 12



システムの機能概要③

自社ブースを訪問（アクセス）した来場者が、どの動画を再生したのか、どの

資料をダウンロードしたのか、などの行動データを提供します。データは

リード情報と同様に出展者専用のマイページからいつでもダウンロードいた

だけます。「どのような業種の人が、どの動画に興味を示したか」など、製品

やサービスのマーケティングツールとしてもご活用いただけます。

CMS（17P参照）を通じ、自社ブースページにGoogle Analyticsタグを

埋め込むことが可能です。Google Analyticsを利用すると、リアルタイム

で自社ブースにアクセスしている人数が確認できるほか、自社ブースに「ど

こから入ってきたか」といった流入経路なども調べることがきます。

マーケティングツールとしても活用可能

リアルタイムで現時点の自社ブース訪問者数がわかります

データ取得・分析② 13

Googleが無料で提供するWebページ

のアクセス解析サービスです。

自社ブースページへの来訪者が、

「どこから」「どんな経路で」「どのくらい

の数」入ってきたのかを計測することが

できます。

Google Analytics とは？



システムの機能概要④

ブースページの制作は、HTMLやCSSなどのシステム言語やプログラミン

グなどの技術や知識は必要ありません。画像ファイルやPDFファイルのアッ

プロード、動画URLの貼り付けなど、基本的なパソコン操作のみでブース

ページを作成することができます。

▶▶ 詳細は15pをご参照ください

ブースページ制作にあたっては詳細なマニュアルをご用意いたしますが、わ

からない点や機能面についてのご相談はオンライン展専属の事務局にお問

い合わせください。

システムに詳しい担当者が常駐して（※）対応いたします。

※土日祝を除く9:30～17:30 (予定)

ウェブやITの専門的な技術や知識は不要です

ブース準備期間から会期終了まで、オンライン展専属のス
タッフが対応します

使いやすさ① 14

CSS

背景の色を変えるに
は？

画像が上手くアップ
できない！

……



システムの機能概要④ 使いやすさ② 15

自社ブースや製品情報、セミナープログラムな
どは管理画面で登録することができます。

登録・修正した内容はリアルタイムでオンライン
展示会に反映されますので、会期前・会期中・
会期後にかかわらず、来場者の反応を見なが
らいつでも更新することができます。

コンテンツの登録は、CMS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進め
ることができます。

コンテンツ登録エリア

用意されたフォームの項目を埋めていくことで、
コンテンツを簡単に登録できます。

管理画面メニュー

コンテンツの登録だけでなく、来場者へのメッセージ送信、来場者情報のダウ
ンロードなど、管理画面のメニューからさまざまな機能が実行可能です。

プレビュー機能

登録した項目の仕上がりを確認できます。

画像はイメージです。今後変更になる場合があります。



出展者ブースページの画面イメージ① 出展者ブーストップページ① 16

画像はイメージです。今後変更になる場合があります。



出展者ブースページの画面イメージ② 出展者ブーストップページ② 17

画像はイメージです。今後変更になる場合があります。



出展者ブースページの画面イメージ③ 製品ページ 18

画像はイメージです。今後変更になる場合があります。



出展内容を入力
リテールテックJAPAN公式ウェブサイト（http://www.retailtech.jp）より出展申し込みページにアクセスし、「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。

リアル展にもご出展される場合は、リアル出展のお申込みと合わせてお申込みください。
※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）。

運営スケジュール（予定）

2022年12月 6日（火） 出展者説明会（オンライン配信）

2022年12月23日（金） 【QRプラン以外】出展申込締め切り

2023年 1月13日（金） コンテンツ入稿開始

2023年 1月31日（火） 【QRプラン】出展申込締め切り

2023年 2月14日（火）～3月10日（金） オンライン展会期

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。新規申込の場合は、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。

出展申込書提出
申込締切日：
【QRプラン以外】2022年１2月23日（金）
【QRプラン】2023年1月31日（火）
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
② ①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。

出展申込書の受理
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。

出展申込方法 19

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4



日本経済新聞社

イベント・企画ユニット 事業グループ

〒100-8066

東京都千代田区大手町1-3-7

TEL:03-6256-7355

リテールテックJAPAN担当

E-mail: info@retailtech.jp

お問い合わせ 20


