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会社紹介



Company Profile 会社概要

商号 株式会社VOST

設⽴ 平成27年3⽉

資本⾦ 10,000,000円

代表者 別所 智広

従業員数 30名

所在地 本社
〒135-0064 東京都江東区⻘海2-5-10 テレコムセンタービル東棟14階

セミナーセンター

〒101-0047 東京都千代⽥区内神⽥3-24-3 VORT内神⽥ビル6F

ビズロードサポートセンター
〒955-0844 新潟県三条市桜⽊町12-38 

主要取引銀⾏ みずほ銀⾏ 新橋⽀店





Technical Image 技術の融合イメージ





CAD/CAM/CAE研究所 AI研究所 IOT研究所

蓄積された専門技術をブラックボッ

クス化することなく広く正しく共有

することで、先端技術を最大限に活

かし、個人、法人に限らず互いにビ

ジネスを創出し向上し合う社会を目

指しています。

技術情報の検証・発信・出版
VOSTメディアサイト

技術情報掲載メディア実績

AI資格ナビ Fabmart スリプリ



バーチャル展⽰会の概要



設計製造・AI・IoT・DX バーチャルオンライン展⽰会 2020 冬を開催いたします。

https://jpn-expo.com/

https://jpn-expo.com/


展⽰会概要

名称 設計製造・AI・IoT・DX バーチャルオンライン展⽰会 2020 冬

会期 2020年12⽉10⽇（⾦）10:00 〜2020年2⽉28⽇（⽇）17:00 

開催時間 24時間

会場 設計製造・AI・IoT・DX バーチャルオンライン展⽰会 2020 冬 会場

主催 株式会社VOST

出展物 CAD/CAM/CAE、PLM/PDM、⼯作機械、3Dプリンター 、 3Dスキャナー 、 AI 、 IoT 、
AR/VR/MR 、 RPA 、クラウド、ブロックチェーン、 API 、量⼦コンピューター 、 5Gなど

出展資格者 前記出展物に関連する設計、製造または販売業を営む法⼈および団体ならびにこれに準ずる機関

⼊場⽅法 完全登録制(無料)

設計製造・AI・IoT・DX バーチャルオンライン展⽰会 2020 冬は、最先端のCAD/CAM/CAE、PLM/PDM、⼯作機械、3Dプリンター、3Dス
キャナー、AI、IoT、AR/VR/MR、RPA、クラウド、ブロックチェーン、API、量⼦コンピューター、5Gといった技術が世界中から集結し、
⾼度な情報交換の場としてご活⽤頂けるオンライン展⽰会です。



⼀般的なオンライン展⽰会の問題点

n WEBサイトの延⻑線のような会場で、資料を集めることが⽬的化してしまう。
n 展⽰会の会場を歩いている中でふと⽬に⼊る看板、パネル、動画コンテンツ、機械装置、製品などによる

偶発的な情報取得ができない
n 説明員と取るコミュニケーションがなく、気軽な質問ができない
n 展⽰会全体から⾒える世の中の流⾏が⾒えづらい

来場者⽬線 従来の展⽰会のような、偶然の発⾒やコミュニケーションによる業務への活⽤を促すことができない。

リアルの展⽰会の代替として⾏われるオンライン展⽰会は、リアルの展⽰会と似て⾮なるものでした。

n WEBサイトの延⻑線のような会場のため、不特定多数に製品を認知してもらうことが難しい
n 展⽰ブースによる企業イメージの訴求ができず、企業名やアイキャッチ画像のみで来場者が訪問する/しな

いが決まってしまう。
n 訪問した⼈が何に興味を持っていたのかを拾い上げにくい。
n 名刺交換や製品説明の機会がないため、有望⾒込み客を発掘することができない。
n 取得したリードの⾒込みレベルの判別ができない。

出展社⽬線 どんな⼈が訪れ、どのようなニーズがあるかを拾い上げることができない。



設計製造・AI・IoT・DX バーチャルオンライン展⽰会の特徴

現実の展⽰会をデジタル上で完全再現。
展⽰会とデジタルを掛け合わせ、次世代の展⽰会「展⽰会2.0」を実現。

本デジタル展⽰会は、従来のホームページ形式のデジタル展⽰会と異なり、実際の展⽰会と同様

に来場者が展⽰会場を歩き回る仕様となっております。

そのため、パネルや動画、ブースデザインを活⽤することで、⾃社製品の認知を通りがかりの新

規来場者にも広げることができ、興味を持った来場者の名刺情報を取得いただけます。

また、⾃社のブース内ではデモ動画やカタログ資料の展⽰、リアルタイムでのチャットやZoom

会議などの商談の場をご利⽤いただけます。新規顧客の開拓に是⾮ご活⽤ください。

「展⽰会2.0」とは？
本展⽰会でも使⽤されている展⽰会2.0プラットフォームの特徴として、従来のリアルでの展⽰会の特徴である・商品発表の場の提供 ・⾃社製品の周知 ・既存
顧客の掘り起こし ・リアルタイムでの商談 といった特徴を保ちながら、デジタルの特性を活かした ・24時間展⽰可能 ・来場者のログ管理 ・出展費⽤の
⼤幅削減 ・世界中から来場可能 といった特徴を合わせ持つように設計されています。リアルとデジタルの融合による展⽰会を実現しています。



従来の展⽰会を再現するための特徴

ブース内に配置された展⽰ア
イテムにタッチすることで資
料詳細の閲覧やダウンロード、
動画の全編再⽣が可能になり
ます。
リアルの展⽰会と同様、資料
を⼿にとって⾒たり、持ち帰
ることが可能となっておりま
す。

説明スタッフに話しかけるこ
とで、チャットやZoomを⽤
いてリアルタイムにコミュニ
ケーションをとることが可能
です。
また、スタッフ不在の場合は、
メッセージを残したり、後⽇
のZoomの予約をとることが
できるようになっております。

来場者が展⽰会場を歩き回るこ
とを可能とした「ウォークフ
リー機能」を搭載しています。
そのため、来場者は現実の展⽰
会と同じように、展⽰会場を歩
きながら最新技術の情報取集を
することができるようになりま
した。

ウォークフリー シームレスポップアップ コミュニケーションツール

ブース内のアイテムを来場者が
閲覧することで、名刺情報を獲
得することが可能となっており
ます。
この機能によりスムーズなリー
ド獲得を実現しております。
また、名刺情報は出展社⽤ペー
ジで確認とダウンロードが可能
です。

置き名刺



従来の展⽰会を超える特徴

取得したリード情報に紐付く
形で、来場者のブース内のア
イテムへの接触回数や時間を
ログとして取得可能です。
この機能により、リード獲得
後の効率的な営業活動や顧客
フォローを⾏うことが可能と
なっております。

来場者の⾏動エリアの偏りを
なくすため、展⽰会場の複数
箇所からランダムに⼊場する
ように設計されております。
この機能により、それぞれの
ブースにバランスよく来場者
の⽅が訪問するようになって
おります。

⼊稿⽤WEBページより展⽰
ブースの選択、イメージカ
ラーの選択、出展に必要な全
ての⼊稿データのアップロー
ドが可能です。
この機能により、最⼩限の⼯
数で出展することが可能と
なっております。

リアルタイム
トレーサビリティ WEB完結型出展登録ランダムエントリー

通常の展⽰会と異なり、会期
期間中24時間どこからでも
アクセス可能です。
仕事の合間であったり、夜間
など隙間時間でも来場してい
ただき、新しい情報を取得し
ていただくことが可能となっ
ております。

アクセサビリティ



デモンストレーション

https://jpn-expo.com/

https://jpn-expo.com/demo-50/


パネルをクリックした際の動作イメージ

説明スタッフをクリックした際の動作イメージ

液晶ディスプレイ・PCをクリックした
際の動作イメージ カタログをクリックした際の動作イメージ

l 来場者が初めてブース内の各展⽰をクリックした際に置き名刺をすると、来場者は展⽰を閲覧することができ出展社は来場者の情報を取得することができ、また閲
覧回数や閲覧時間などの情報も出展社⽤画⾯から確認できます。

l 説明スタッフが不在の場合はチャット機能をoffにすることができます。
l Zoomの予約は、出展社⽤画⾯で予め受付可能な⽇時を設定できます。

展⽰物をクリックした際の動作イメージ 受付スタッフをクリックした際の動作イメージ

チャットを開始する

Zoomを予約する

メッセージを残す このブースは株式会社Vivamusのブースです。
最新のロボットアームの展⽰や⼯場の効率化を実現するためのソリューションを提供
しております。

ブース内の動作イメージ



本展⽰会の8つの特徴

n ブースへの来場者からのリード情報をスムーズに獲得できる「置き名刺」
n 完全なリード情報を提供するための、「リアルタイムトレーサビリティ」
n 来場時に複数箇所から⼊場することでブース間の視認性を標準化できる「ランダムエントリー」
n WEB上で出展ブース作成から出展までを完了できる「WEB完結型出展登録」

出展社がデジタルの強みを⽣かし効率的にお客様情報の取得ができ、
尚且つ、お客様ごとのブース内での⾏動を記録することで効果的な営業活動に⽣かせる機能を搭載し
ております。

n 来場者が展⽰会場を歩き回ることを可能とした「ウォークフリー」
n ブース内に配置されたアイテムにタッチすることで起動する「シームレスポップアップ」
n リアルタイムな連携を可能とする「コミュニケーションツール連携」
n 会期中24時間どこからでもアクセスできる「アクセサビリティ」

来場者向けの特徴 来場者が現実の展⽰会と同様に、展⽰会場を歩き回ることができ、楽しみながら受動的・偶発的に情
報を得ることができるように設計されています。

出展社向けの特徴

リアルの展⽰会の特徴とデジタルの特性を掛け合わせることで、次世代の展⽰会を実現しました。



出展社様に必要な準備



出展までの流れ

専⽤のサイトから最短15分で出展準備が完了します！
※ 11/11からブースデザインの選択とデータの⼊稿が可能になります。

①ブースデザイン・テーマカラー等の選択

②ブースに必要なデータの⼊稿

ご選択いただいたブースデザインと⼊稿データを元に、弊社にて展⽰ブースを準備
いたします。その後、ブースデザイン確認をお願いいたします。

30以上のブースパターンよりお選びいただけます。
ブースのテーマカラーやロゴ、⽂字ステッカーにより企業のオリジナリティ性を表現可
能です。

⼊稿可能なデータは「画像データ」「映像データ」「3Dデータ」「テキスト」となります。



ブースデザイン

30以上のブースパターンよりお選びいただけます。
ブースのテーマカラーやロゴ、⽂字ステッカーにより企業のオリジナリティ性を表現
可能です。
また、リアルの展⽰会では難しい⼤型機械の展⽰もオンライン展⽰会なら可能です。
各ブースパターン毎に特徴があり、資料の最⼤配置可能数や配置できる機械の⼤きさ、
⼤型ビジョンのサイズが異なります。

展⽰ ⼊稿データ クリックした際の動作

①パネル 画像（JPG、PNG、GIF）、PDF パネルの最⼤表⽰

②⼤型ビジョン 映像（mp4,mov,avi,wmvflv,mpg,mkv）、画像 液晶ディスプレイの最⼤表⽰とロング映像の再⽣

③パソコン 映像（mp4,mov,avi,wmvflv,mpg,mkv）、画像 パソコン画⾯の最⼤表⽰とロング映像の再⽣

④カタログ 画像（JPG、PNG、GIF）、PDF カタログ資料の閲覧

⑤展⽰物 3Dデータ（.fbx、.dae、.3ds、.dfx、.obj、.skp） 展⽰物の詳細を説明した映像または資料の表⽰

⑥説明スタッフ ⼊稿データなし 「Zoom予約」、「チャット」、「メッセージ」の開始

⑦受付スタッフ 展⽰内容説明テキスト 展⽰内容の説明を表⽰

⑧ロゴ 画像（JPG、PNG、GIF） 動作なし

⑨⽂字ステッカー 画像（JPG、PNG、GIF）、テキスト 動作なし



ブースデザインイメージ パターン1（5m×10m）

展⽰ 展⽰可能な最⼤数

①パネル 5

② ⼤型ビジョン 1

③ パソコン 3

③ カタログ 3

④ 展⽰物（3Dデータ） 3

⑤ 説明スタッフ 1

⑥ 受付スタッフ 1

⑦ ロゴ 1

⑧ ⽂字ステッカー 1



ブースデザインイメージ パターン2 （10m×10m）

展⽰ 展⽰可能な最⼤数

①パネル 7

② ⼤型ビジョン 2

③ パソコン 4

③ カタログ 4

④ 展⽰物（3Dデータ） 3

⑤ 説明スタッフ 1

⑥ 受付スタッフ 1

⑦ ロゴ 3

⑧ ⽂字ステッカー 3



出展社様向けのリード獲得について



展⽰会の想定来場者数

l 展⽰会期中での想定来場者数：約10,000⼈〜

予定掲載メディア
• Webメディアサイト
• Web広告
• Web媒体への広告出稿

• 紙媒体への広告出稿
• メルマガ・DM・郵送DM

参考
● 製造業系展⽰会A：・来場者数 : 10,000⼈

・出展者数: 50社
→ 1社あたりの来場者数：約200⼈

・来場者数 : 約65,000⼈
・出展社数 :約1,500社

→ 1社あたりの来場者数：約40⼈

● 本展⽰会：



取得可能なリード情報

置き名刺機能により、出展ブースに設置したカタログや資料、映像
を来場者が閲覧またはダウンロードすると、来場者のお客様情報を
リードとして取得することができます。

また、各リードに紐付く形で、来場者のブース内のアイテムへの接
触回数や時間をログとして取得可能です。

<取得タイミング>
ブース内で、動画・パネルなどのコンテンツをクリックしたり、説明員に話しかけ
たタイミング

<取得可能なお客様情報>
名前、会社名、部署名、役職、電話番号、メールアドレス、住所

<取得可能なログ情報>
各アイテムの閲覧⽇時、閲覧回数、閲覧時間



料⾦

600,000円(税別) → 420,000円(税別) 約140,000円/⽉
510,000円(税別) → 360,000円(税別) 約120,000円/⽉

300,000円(税別) → 210,000円(税別) 約70,000円/⽉

270,000円(税別) → 180,000円(税別) 約60,000円/⽉

「2020 冬」は50社に限定したキャンペーン価格でご出展いただけます。

※ 来場者は●の位置から毎回ランダムで⼊場します。
※ 展⽰会場のマップは申し込み状況に変更される場合がございます。

オプション
l ブースのカスタマイズ：100,000円(税別)〜
l 出展ブースチェック後のブースパターンの変更：100,000円(税別)〜
l 出展ブースチェック後の⼊稿データの変更：50,000円(税別)〜

展⽰ブース設営費
l 10m×10mサイズ：500,000円(税別)→無料
l 10m× 5mサイズ：300,000円(税別)→無料

展⽰⼩間利⽤費



展⽰⼩間利⽤費に含まれるもの
●出展ブース⼩間費⽤
-お申し込みいただいた⼩間内にブースを出展していただけます。⼩間の⼤きさによって費⽤が異なります。

●展⽰会場システム利⽤費⽤
-会期中、展⽰会場にブースを設置し管理します。

●出展社⽤システム利⽤費⽤
- 出展社⽤ページ内でZOOM、チャット、メッセージ、置き名刺、各ブース来場者の分析の機能をご利⽤いただけます。

展⽰ブース設営費に含まれるもの
●展⽰ブース設営費⽤
-⼊稿⽤ページよりアップロードいただいたデータを弊社にて各ブースのルールに基づきデザインいたします。

お客様にてデザインをご確認いただいた後、展⽰会場への設置作業を⾏います。

料⾦に含まれないもの
●⼊稿データの作成
-⼊稿データは出展社側がご⽤意くださいますようお願いいたします。

●出展ブースチェック後の変更
- 変更する場合は有償となります。

●ブースカスタマイズ
-ブースパターン以外の追加の資料配置や機械配置等は追加費⽤が発⽣いたします。



出展までのフロー



申し込みから出展までの流れ

本サイトよりお申し込みください。

展⽰会マップから出展したい出展エリアをお選びください。

必要な情報（会社名など）をご⼊⼒の上お申し込みを完了してください。
お申し込み後弊社より請求書を送付いたします。お⽀払い期⽇は請求⽉の翌⽉末となります。

11⽉11⽇の出展社説明会（動画配信）にご参加ください。

出展社説明会後、展⽰資料データ⼊稿⽤サイトがオープンします。
出展ブースのデザインをブースパターンからお選びいただき、出展するデータをアップロードしてください。
出展ブースは約30のテンプレートからお選びいただけます。

展⽰資料のデータは11/30までにアップロードをお願いします。
以上で出展準備完了です。展⽰会の開催までお待ちください。

展⽰会の開催期間中は出展ブースに来場したユーザーのリード情報や、チャットまたはZoomによるオンライン
商談が可能です。

お申し込み受付期間
（2020/10/19〜11/10）

出展準備期間
（2020/11/11〜11/30）

開催期間
（2020/12/10〜2/28）

お申し込み受付期間：2020/10/19〜11/10



Q1 指定できる箇所以外のブースのカスタマイズは可能ですか？

A1 原則できません。データなどがある場合に限り、有料で対応できる場合がございますので、担当者にご相談ください。

Q2 機械や、展⽰物を配置することはできますか？

A2 機械や展⽰物のデータをお預かりすることで可能です。ただし、ブースサイズや、ブース形状によっては配置できないケースも
ございます。

Q3 選択したブースパターンを後から変更することはできますか？

A3 有料（10万円〜）で承っています。

Q4 動画やカタログ、パネルの変更は可能ですか？

A4 ブース装飾の確定前であれば、無償で変更可能です。確定後の場合は有料（5万円〜）で承っております。

Q5 機械等を展⽰会場で動作させることはできますか？

A5 現状では承っておりません。機械をクリックすることで動画を表⽰させるように設定することは可能です。

Q6 取得したお客様情報はどのように⾒れますか？

A6 出展社様ページにて閲覧およびダウンロードいただけます。

よくある質問



設計製造・AI・IoT・DX バーチャルオンライン展⽰会

に関するご不明点・各種お問い合わせはこちらまで

展⽰会事業部担当:坂元

03-6912-0791
info@vost.co.jp


