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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 ～2021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

◼ WEBサイトの延長線のような会場で、資料を集めることが目的化してしまう。

◼ 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

◼ 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

◼ 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。

◼ WEBサイトの延長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

◼ 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。

◼ 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。

◼ 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。

◼ 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オンラ

イン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、チャットやオンライン

会議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

のオンラインミーティングの

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



説明会動画をWEBで公開中！

https://jpn-expo.com/exhibit/

https://jpn-expo.com/exhibit/


今後のスケジュール



11月11日の出展社説明会（動画配信）

11月16日(月)に展示データ入稿用サイトがオープンします。

ご担当者様に、マイページのURLとログインID、パスワードをメールにてご連絡します。

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。

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。

データ入稿後、5営業日以内にデザインされたブースをご確認いただきます。

修正点があればご連絡ください。12/10以降の修正に関しては別途費用をいただきます。

以上で出展準備完了です。

12月1日に出展社向け運営マニュアルを配布いたしますのでご確認ください。

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、チャットまたはオンライ

ンミーティングによる商談が可能です。

出展準備期間
（2020/11/16〜12/9）

開催期間
（2020/12/10〜2/28）

2020/11/11本日 →

データ
アップロード期間

（〜11/30）



ブース作成の流れ

2. 各項目を入力

2-1ブーステンプレートの選択

2-2ブースカラー・カーペットカラーの選択

2-3データ入稿

項目ごとに選択またはデータ入稿後に[OK]ボタンをクリックして確定してくださ

い。

3. ブースデザインの確認
全項目が確定後、5営業日以内にデザインされたブースをご確認いただけます。

4. ブースデザインの最終決定
ブースデザインの完了ボタンを持って完了となります。
12/9までに完了されていない場合は自動完了となります。

1. ログインする



展示ブース作成に必要なデータの取扱いについて

株式会社VOST（以下当社といいます）は、当社とお取引いただく企業様または団体様（以下お客様といいます）の開示す

る展示ブース作成に必要なデータ（以下デジタルデータといいます）について、デジタルデータの保護に関する法律や、そ

の他の関係法令を遵守するとともに、安全対策などを講じ適切に保護・管理し、以下の事項を遵守いたします。

1.デジタルデータの定義
デジタルデータとは、展示ブースの作成および展示会の運営のためにお客様が当社へ開示する情報（有形、無形を問わない）をいうものとします。

2.デジタルデータの収集
当社は、お客様から展示ブース作成のご依頼やお問い合わせ、ご意見をいただく場合などに、お客様のデジタルデータについて開示をお願いする場合がありま
す。 開示いただくデジタルデータは、お客様が当社に依頼される業務を行う上で必要最小限の情報に限られます。

3.デジタルデータの保護と使用
当社は、デジタルデータへの不正アクセス、デジタルデータの紛失、誤用、改ざん、漏洩などを防止するために、デジタルデータ保護の責任者のもと厳重に管
理し、セキュリティの確保・向上・是正に努めるとともに、展示ブースの作成および展示会の運営等の目的以外への使用はしません。

4.秘密保持
当社は、お客様の事前の同意を得ずデジタルデータを第三者に開示しません。

5.デジタルデータの返還
当社は、お客様より要請があったときは、開示されたデジタルデータの一部または全部を含むデジタルデータ資料等をお客様へ返還するか、またはお客様の指
示する方法にて速やかに処分します。



1. ブーステンプレートの選択

ブーステンプレートよりお選びください。

ブーステンプレートは3D表示でも
ご確認いただけます。



2. ブースカラー・カーペットカラーの選択

ブースカラーを2色とカーペットカラーを1色ご指定いただけます。
コーポレートカラーにあったカラーをお選びいただくかCMYKを直接ご入力ください。

※ 白色をお選びいただいた場合、ブースの色が飛ぶことがありますので、弊社にて明るい灰色に変更さ
せていただきます。



3-1. ロゴデータ

入稿可能なデータ形式：zip | jpeg | jpg | png | pdf | ai | psd

入稿可能な最大データサイズ：20MB

ロゴデータをご入稿ください。複数ある場合はzipファイルに圧縮してご入稿ください。

また、ロゴのレギュレーションがある企業様はレギュレーションマニュアルも併せてご入稿ください。



3-2. パネルデータ

入稿可能なデータ形式：jpeg | jpg | png | pdf 

入稿可能な最大データサイズ：100MB

お選びいただいたブーステンプレートによって配置できるパネルの最大数が異なります。

パネルはクリックすると拡大表示されます。また、[パネルのダウンロードを有効にする]にチェックを入

れていただくと来場者がパネルデータをダウンロードできるようになります。

パネルデータが5枚ない場合は、必要な枚数のみデータを入稿してください。その場合は、入稿していただ

いたパネルの枚数に併せて不要分は削除し均等に配置いたします。パネルの追加はできませんのでご了承

ください。



3-3. カタログデータ

カタログを最大4冊まで配置できます。カタログスタンドをクリックするとカタログが表示されます。

また、[カタログのダウンロードを有効にする]にチェックを入れていただくと来場者がカタログをダウ

ンロードできるようになります。

カタログが必要ない場合は、[カタログ不要]にチェックを入れてください。その場合はカタログスタン

ドは配置されません。

入稿可能なデータ形式：jpeg | jpg | png | pdf 
入稿可能な最大データサイズ：100MB



3-4-1. 動画（大型ディスプレイ用）

大型ディスプレイには来場者の目を引くために、コンセプトムービーを設定していただくことをお勧めします。
大型ディスプレイをクリックすると入稿いただいた動画（最大20分）が再生されます。
ただし、ウォークフリー中に大型ディスプレイに再生される動画は、入稿データが自動で30秒程度でカット
されループ再生されます。
動画が必要ない場合は、[大型ディスプレイ不要]にチェックを入れてください。その場合は大型ディスプレイ
は配置されません。

入稿可能なデータ形式：mp4 | mov | avi | wmvflv | mpg | mkv
入稿可能な最大データサイズ：500MB



3-4-2. 動画（PCモニター用）

パソコンモニターにはサービスや製品の紹介ムービーを設定していただくことをお勧めします。
パソコンモニターには、5m*10mブースで最大3動画、10m*10mブースで最大6動画、各動画につき最大20分
まで登録できます。
パソコンモニターをクリックすると動画タイトルが表示され、選択した動画が再生されます。
動画が必要ない場合は、[パソコンモニター不要]にチェックを入れてください。その場合はパソコンは配置さ
れません。

入稿可能なデータ形式：mp4 | mov | avi | wmvflv | mpg | mkv
入稿可能な最大データサイズ：500MB



3-5. 展示物の3Dデータ

画像からの3Dデータ作成オプション：5万円～

展示物として3Dデータを配置できます。3Dデータをクリックすると動画や画像、カタログが表示されます。
配置できる3Dデータの数はブースによって異なります。
※色情報が受け渡せないなど、データ修正が必要な場合は別途料金を頂く場合があります。

3Dデータが必要ない場合は、[3Dデータ不要]にチェックを入れてください。その場合は3Dデータは配置
されません。

入稿可能なデータ形式：step | stp | fbx | obj | 3ds
※ クリック時のみ：mp4 | mov | avi | wmvflv | mpg | mkv | jpeg | jpg | png | pdf
最大データサイズ：20MB



3-6. 文字ステッカー

入稿可能なデータ形式：テキストまたは画像（jpeg | jpg | png | pdf）

文字ステッカーとして画像またはテキストを配置できます。

テキストの場合はフォントを「明朝体」または、「ゴシック体」からお選びいただけます。

色とテキストサイズについてはブースデザインにあわせて弊社にて設定いたします。

テキストの最大文字数は20文字です。文字数が多い場合文字が小さくなるため10文字以内を推奨いた

します。

画像の場合はブースデザインにあわせて、画像サイズや色を弊社にて設定いたします。



3-7. 受付スタッフのテキスト

受付スタッフをクリック時に表示される、展示ブースの紹介文を入力してください。
入力できる最大文字数は180文字までです。

例

〇〇のブースへようこそ。このブースでは、工場と様々な機器をシームレスに連携させるプラットフォームである〇〇
をご紹介しています。 特徴としては〇〇や〇〇などがあり、工場の効率化を実現できます。是非、資料を手にとって
ご覧ください。

〇〇のブースへお越しいただきありがとうございます！最新の〇〇や〇〇を展示しています。〇〇にお困りの方は是非、パ
ソコン画面に触れて紹介動画をご覧ください！

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。



展示会期間中のマイページについて



会期中のマイページの内容・設定

1. リード情報の確認

2. コミュニケーションツール設定

• チャット対応

• オンラインミーティングの予約設定

• メッセージの確認

3. 展示データの分析



1. リード情報の取得について

以下のタイミングで来場者の情報が自動的に取得されます。

• 受付の資料ダウンロードをクリック
• 説明員のオンラインミーティング、チャット、メッセージをクリック
• 大型ディスプレイをクリック
• パネルをクリック
• PCをクリック
• カタログをクリック



1-1. 置き名刺の確認



1-2. 置き名刺の詳細



2. コミュニケーションツール設定

来場者が説明員をクリックすると、オンラインミーティングの予約、チャットを使用したやり取り、メッ
セージを残す事ができます。



2-1. チャット対応

マイページの「チャット」メニューより、チャットを開始できます。「チャットを開始」を押すと、来場者
画面にチャットができる旨が表示されます。
「チャットを退席する」ボタンを押すか、ブラウザを閉じると、チャットから退席し、来場者画面には不在
である旨が表示されます。



2-2. オンラインミーティングの予約設定

来場者がオンラインミーティング予約をした場合、登録されているメールアドレス宛にオンラインミーティ
ング予約が入った旨を伝えるメールが送信されます。
担当者の方より、お客様にご連絡ください。



2-3. メッセージの確認

来場者からのメッセージを確認できます。置き名刺情報とリンクしていますので、ご担当者の方よりお客様
にご連絡ください。



3. 展示データの分析



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


