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2020年11月10日

【問合せ先】
・独立行政法人中小企業基盤整備機構 販路支援部
・新価値創造展事務局（株式会社日経イベント・プロ内）

E-Mail : shinkachi2020@nex.nikkei.co.jp
※新価値創造展事務局は独立行政法人中小企業基盤整備機構より株式会社日経ビーピーが受託し運営しています。

新価値創造展2020オンライン
- 開催概要 -

「新価値創造展2020オンライン」出展者のみなさまへ

mailto:shinkachi2020@nex.Nikkei.co.jp
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名 称：新価値創造展2020オンライン

会 期：2020年12月1日（火曜）10時～2020年12月18日（金曜）17時 全18日間
・出展者製品等登録 … 2020年11月10日（火曜）10時~
・来場者登録開始 … 2020年11月18日（水曜）10時～
・商談予約受付 … 2020年12月1日（火曜）10時～（12月2日商談分～）
・予約可能商談枠 … 2020年12月2日（水曜）10時～ ※会期中の平日10時～17時
・当日商談対応時間 … 出展者が「在席」設定した時間 ※会期中の平日10時～17時
・来場者情報等取得 … 2021年1月29日（金曜）17時迄 ※出展者マイページログイン期限

出展者：約320社・機関（2020年10月30日時点、辞退除く317社＋特別企画7社）
以下①②のうち、新価値創造展2020オンラインに出展意向の回答があった企業・機関
①新価値創造展2020出展者として確定済の企業・機関
②新価値創造展2020出展申込後、新価値創造NAVIのみ掲載となった企業・機関

出展料：無料（新価値創造展2020オンラインの掲載・出展料）

主 催：独立行政法人中小企業基盤整備機構

後 援：経済産業省中小企業庁、経済産業省特許庁、関東経済産業局、東京都、国立研究開発法人新エネ
(予 定) ルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人産業技術総合研究所、独立行政法人日本貿易

振興機構、独立行政法人国際協力機構、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体
中央会、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、東京中小企業投資育成株式会
社、中小企業家同友会全国協議会

備 考：出展者が「不在」状態でも、来場者は、情報閲覧・資料ダウンロード・動画閲覧・問合せ等
フォーム登録、商談予約申入れ（受付中商談枠の前日15時迄、12月7日及び12月14日の商談
枠はそれぞれ12月4日15時及び12月11日15時まで）は実施可能。

１．開催概要
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１．「オンライン展示会エントランス」と「コンテンツ構成」

来場者要望に沿った製
品・技術・サービスを
中小機構の専門家がオ
ンラインで紹介します。

海外展開、特許・知財、
標準化などのご相談に
対応します。

コンシェルジュ

オンライン相談

300社以上の中小企業が
製品・技術・サービス
を展示します。
・製品等詳細情報
・資料等ダウンロード
・動画掲載（任意）
・オンライン商談
…商談予約
…在席時チャット
…不在時連絡
…名刺交換

出展製品等展示
テスラ分解展示
（黒須もあ取材）

生産性向上事例
特別展示

○出展者マイページ
・出展製品等展示内容の登録、設定
・商談設定（事前予約、商談機能設定、商談実施）
・閲覧数、閲覧者情報の取得
・お知らせ登録
・各種操作マニュアル

出展対象３分野と関連
したしたニューノーマ
ル、生産性革命、ＢＣ
Ｐ、ＤＸ等のセミナー
動画を配信します。

メインステージ
（動画配信）

出展製品等を出展者が
説明・解説するプレゼ
ンテーション動画を配
信します。
（登録出展社のみ）

プレゼンステージ
（動画配信）

○来場者マイページ
・基本情報
（出展者提供情報）
・お気に入り登録
・商談申入/予約管理
・商談実施
・操作マニュアル
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２．「新価値創造展2020オンライン」で何ができる？（出展者）

👉「製品・技術・サービス」の展示・紹介

○出展者毎に「出展者マイページ」と「出展者情報ページ」を設置。

○出展者情報ページに「製品等情報」を３点まで登録可能。
（製品等１は新価値創造展2020出展応募・審査時の登録情報、製品等２・製品等３は出展者マイページより各社にて登録いただけます。）

○「製品等情報」は「オンライン展示会場」に製品等単位で掲載。

○「製品等情報」あたり、概要・特長・性能・想定用途などの文字情報のほか、画像１点、
資料４点、動画３点の添付可能。また「出展者情報ページ」には企業概要、お知らせ、
資料６点、動画４点、プレゼン動画１点が掲載可能。
（画像は10MB迄のJPG/PNG形式、資料は20MB迄のPDF/JPG/PNG形式、動画はYoutubeに登録済のURLを登録いただけます。）

○「出展者マイページ」では「製品等情報」の登録・修正、お知らせの登録・修正、
オンライン商談機能（商談枠設定/商談予約確認/商談実施/商談申込/在席等設定）、
および来場者情報等実績の入手が可能。

👉「オンライン商談」

○会期中の平日10時~17時は「オンライン商談」機能が利用可能。

○対応可能な商談枠（１枠60分）を設定し、来場者からの商談申込を受けられます。
また「在席」設定時は、リアルタイムでの商談申込を待ち受けることが出来ます。

○「出展者情報ページ」の来場者に、出展者から商談を申し入れることができます。

○テキスト/音声/ビデオチャット機能のほか、名刺交換、コールバック、問合せが可能。
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※新価値創造NAVI掲載の「アースアテンド株式会社」様情報を当て込み使用しています。

○在席設定の場合
→チャット機能On

○製品等情報１
…2020年7月申込時情報
…固定表示（修正は事務局で実施）

○製品等情報２＆製品等情報３
…製品等情報あたり
資料(20MBまでPDF×最大4点)
画像(10MBまでJPEG/PNG×1点)
動画(Youtube-URL×3点)

○その他動画（製品等とは別途）
…プレゼン動画1点(セミナー会場)/動画3点

○その他資料（製品等とは別途）
…資料(20MBまでPDF/JPG/PNG×最大6点)

３．「出展者情報ページ」（製品等１展開状態）

○出展者ニュース
…マイページより登録するトピック情報
…オンライン展エントランスにも同時掲載
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【出展者ニュース】
出展者情報ページにトピックやニュー
スを表示可能。オンライン展ホーム画
面・出展者ニュースにも掲載します。

【動画データ】
製品等１~３に各３動画、出展者ペー
ジ（企業アピール動画）に３動画、
プレゼン動画を１動画を掲載できます。

【資料ファイル】
製品等１~３にはパンフレットや図等
資料を各４ファイル、出展者ページに
は企業パンフ等を６ファイル掲載可能。

【製品等情報】
●製品等１情報
…新価値創造展2020応募時の
登録製品等を掲載。
（修正時は事務局が作業します）
（資料、動画は登録可能です）

●製品等２／製品等３情報
…フォームより製品等１と同様の
情報量で掲載できます。

●動画、資料は各メニューより設定
●製品画像は10MBまで１画像を掲載

【商談枠設定】
会期2日目の12月2日から12月18日ま
で（平日10時~17時）の事前予約受付
可能な商談枠を設定します。

【出展者マイページ】
企業情報と製品等１情報の確認、製品
等２及び製品等３情報、各種資料およ
び動画の登録、事前商談予約枠の設定
および会期中の在席・離席表示切替え
や予約成立済商談の実施を行います。

４．「出展者マイページ」機能概要

【その他】
・オンライン商談機能（事前予約による商談以外のリアル
タイム商談等のOn/Offを制御する「在席」・「離席」
設定

・閲覧数、動画再生数、資料DL一覧、名刺交換等の各実績
数値、来場者名簿の提供
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５．「オンライン商談機能」

■オンライン商談機能は「出展者情報ページ」「出展者マイページ」「来場者マイページ」の各画面
より使用する機能です。商談のほか、質問相談対応など、テキスト・音声・ビデオの各種チャット
機能を用いて来場者とコミュニケーションいただけます。

▶「事前商談予約」によるオンライン商談（チャット機能）

【会期前】…出展者マイページから、出展者が商談予約を受け付けることが可能な商談枠（60分単位。
会期2日目（12月2日以降）の平日10時~17時）を会期前(会期中修正可）に設定します。

【会期中】…①オンライン展示会会期中、出展者情報ページに「商談予約申込」ボタンが表示され、
来場者は、出展者が商談予約可と設定した商談枠を指定して、申込を行います。

②商談予約が成立した場合、その商談枠は来場者から商談予約はできなくなり、出展者
マイページ及び来場者マイページ上に、成立した商談予約一覧が掲載されます。

③出展者が会期前に商談枠設定を行わない場合、全枠に対し商談申込はできません。
④商談予約は、商談枠の前日15時（前日が土日の場合は金曜15時）まで、来場者より
申込を行うことができます。

【当 日】…来場者は来場者マイページよりオンライン商談ブースに入室。出展者は来場者が商談
ブース入室後に入室可となり、チャットを用いた商談等を実施いただけます。

▶「在席時」はリアルタイム商談（テキストチャット/音声チャット/ビデオチャット機能）が可能

▶「離席時」は「問合せ」「コールバック依頼」「名刺交換」で来場者情報入手

▷「問合せ」出展者情報ページからフォーム経由で出展者にメールを送信できる機能です。

▷「コールバック依頼」来場者がフォーム入力により出展者に連絡を求める機能です。

▷「名刺交換」出展者ブースの「名刺入れ」同様、来場者が自ら来場者情報を任意で残す機能です。
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手順①
商談可能枠の
設定をします

手順②
出展者情報ページ
商談メニュー反映

手順③
来場者側が出展者
設定商談枠を確認

手順④
来場者が商談枠を
指定し申込みます

手順⑤
出展者が商談申込
内容を確認します

手順⑥
出展者が商談申込
承諾で予約が確定

商談予約の流れ
（来場者→出展者）
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６．「オンライン商談機能②」

７．「出展者マイページ機能」

①出展者情報ページ掲載内容を追加・編集いただけます。
（製品等情報２~３の登録、カタログやパンフレット類の登録、動画登録、など）

②オンライン商談機能の設定や、商談情報の管理、オンライン商談ブース入室を行います。
▶商談予約申入れ企業の一覧、商談予約成立企業の一覧、商談室入室、各種商談機能の状況確認
▶商談予約を受け付ける商談枠（会期中平日10時~17時の60分単位）の対応可否を設定します。
▶「在席」「離席」切替によりリアルタイム商談（チャット機能）のOn/Offを切り替えます。

③来場者への商談申込機能（資料請求等、出展者情報ページで何らかのがあります。

④出展者情報ページの製品等情報１~３、資料・動画等の閲覧数や来場者データ等を提供します。
▶出展者情報ページ閲覧数、製品別閲覧数、動画閲覧数、資料閲覧数、資料DL実施リスト、企業URL
リンク数、事前商談予約リスト、問合せ・資料請求者リストを提供できるよう構築中です。
（随時提供可能なデータと、後日提供となるデータがあります。）

※来場者がログインアカウントを取得する際に「出展者からマッチング申込を受ける」ために情報の一部を提供して良いか承諾を得ています。
資料ダウンロード、動画閲覧、お問合せ、商談予約の各機能を来場者が利用した場合には、来場者の「個人情報（氏名、氏名フリガナ、住所、電話番号、
メールアドレス、及び属性情報）」を出展者に提供します。（※出展者情報ページ閲覧数等の実績数値も別途お知らせします）

▶テキストチャット機能
…来場者が出展者情報ページから機能を選択し、文字
のみで出展者とコミュニケーションする機能。

▶ボイス(音声)チャット機能
…来場者が出展者情報ページから機能を選択し、音声
のみでリアルタイムに出展者と会話できる機能。

▶ビデオチャット機能
…来場者が出展者情報ページから機能を選択し、画面越
しに対面してリアルタイムに出展者と会話できる機能。 上：テキストチャット機能 上：ビデオチャット機能
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８．「動画制作ポイント解説動画」（出展者サポート）

「オンライン展示用 動画制作のポイント」動画

▶１．撮影準備編
▶２．動画での話し方のポイント
▶３－１．完成製品編
▶３－２．組込部品・素材編
▶３－３．受託製造・OEM編
▶３－４．サービス編

…新価値創造展イベントサイト（https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/event/shinkachi2020/）の出展者
説明資料ページ、新価値創造展2020オンラインサイト（https://shinkachi.jp/）の出展者マイページ内に、
自社の製品・技術・サービスを「自社で制作する場合のポイントをまとめた動画」を掲載しています。
新価値創造展2020オンラインの出展者情報ページに掲載する動画の制作や、自社ウェブサイト掲載動画の
制作などに、ご活用ください。

https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/event/shinkachi2020/
https://shinkachi.jp/
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９．オンラインセミナー会場と会場内「プレゼンステージ」

○オンラインセミナー会場「メインステージ」では、日経XTECH連動パネルディスカッション（デジ
タル技術で生産性向上）、災害・感染症に備えるBCP、ニューノーマル時代のＤＸ戦略、オープン
イノベーション、医工連携など、著名人、第一人者によるセミナー動画を配信します。

○オンラインセミナー会場「プレゼンステージ」は、
出展者マイページより登録された「プレゼン動画」
が並びます。

※出展者が動画登録する際、掲載場所を「プレゼン
ステージ」とした動画が対象です。セミナー会場
から、出展者情報ページに来場者を誘導すること
ができます。ぜひご登録をお願いします。

（注）プレゼンテーション動画、企業・製品等説明動画の登録に
先立ち、Youtubeに動画投稿いただき、動画URLを準備
いただく必要があります。

（注）画像・動画コンテンツを制作・登録される場合、第三者
の権利（知的財産権、著作権、肖像権等）を侵害するこ
とのないよう、必要に応じて関係各所の利用許諾を得て
いただけますようお願いします。

（注）過年度に中小機構が制作した新価値創造展の会場内撮影
動画や、出展企業等訪問撮影動画、新価値創造展プレゼ
ンステージ動画を、出展者情報ページに掲載される場合、
中小機構への事前承諾は必要ありません。
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10．「来場促進策（大手企業へのDM、インターネット広告等）」

◎オンライン展示会招待状を制作し、リアル展示会過去来場者や大手企業・業界団体に送付するほか、
専門誌への同梱配送、新価値創造PORTALやJ-GoodTech会員等への配付を行います。

◎会期までウェブ誘引広告（リスティング広告：Yahoo/Google/MSN）、技術情報系サイトへのバナー
広告掲載、各種メルマガ・SNSを用いた広報展開を行います。

◎日経 Xtech special連動広報企画（オンラインセミナー：パネルディスカッション連動）を行います。

▶A1版ポスター

▶A4サイズDM
【校了前イメージ】
…見開きA3判
上：表面
下：裏面
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<<今後のスケジュール（20201104時点、進捗により多少前後する可能性あり）>>

・ ８月27日
…新価値創造展2020開催方法と会期変更の公表、出展者あてご連絡

・ ９月15日~９月30日
…オンライン展示会出展料のご連絡と、出展可否のご意向確認

・ ９月～10月下旬
…システム、ウェブカスタマイズ期間、各画面マニュアル作成

・11月10日 出展者ログインアカウント発行、出展者情報ページ登録開始
…出展者説明資料（イベントサイト出展者説明資料ページ、及び、出展者マイページ内に掲載）

①概要説明資料
②出展者マニュアル（初版） ※在席商談機能・来場者一覧及び実績入手方法は改定版で掲載
③オンライン展示会用動画制作のポイント（動画6本［基本編２本＋出展内容別4本］）

・11月10日～11月30日 （会期中も追加修正可能ですが、11月末迄の登録をお勧めいたします）
…出展者ログイン、出展者マイページより資料・動画等登録、商談枠設定。

・11月18日 オンライン展示会サイト（ティザーサイト公開）
…来場者登録開始

・12月1日～18日
…オンライン展示会開催期間（オンライン商談機能平日10時～17時）

※オンライン商談・相談・質問は出展者が対応可能と設定した枠のみ有効

・2021年1月29日
…出展者マイページ閉鎖（閉鎖時まで出展者情報ページより閲覧情報や自社来場者情報を取得可）


