
会期︓2020 年 12 ⽉ 1 ⽇（⽕曜）〜 2020 年 12 ⽉ 18 ⽇（⾦曜）全 18 ⽇間
    オンライン商談 、オンラインコンシェルジュは会期中の平⽇ 10 時〜 17 時
主催︓独⽴⾏政法⼈中⼩企業基盤整備機構

お問い合わせ先︓新価値創造展事務局（株式会社⽇経イベント・プロ内）
        電話︓03-6812-8677 受付時間︓09:30 〜 17:30（⼟、⽇、祝⽇を除く）
        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。

出展者マニュアル

『オンライン商談の待ち受け時のご注意』

『予約商談の実施時のご注意』

■オンライン商談における注意事項

『オンライン商談の実施後のご注意』

〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇

推奨環境でない場合、商談機能など⼀部ご利⽤にになれない場合があります。

端末 デスクトップ PC、ノート PC

Windows10

Google Chrome( バージョン 80 番台以上 )
MicrosoftEdge( バージョン 80 番台以上 )
FireFox( バージョン 80 番台以上 )
お使いのブラウザのバージョンが不明の場合は
最新のバージョンに更新してご利⽤ください。

Internet Explorer ではご利⽤に
なれませんのでご注意ください。

macOS、iOS、アンドロイドでは
ご利⽤になれない場合があります。

タブレット、スマートフォンでは
ご利⽤になれない場合があります。

OS

ブラウザ

推
奨
環
境

オンライン商談の在席設定（待受け時）後は、下記の画⾯を最⼩化やクローズを⾏わないように
お願いします。インターネットを閲覧する必要がある場合は、お⼿数ですが待機画⾯を表⽰して
いるブラウザとは別のブラウザをご利⽤ください。

予約商談の開始時間前に、出展者マイページ内の「オンライン商談開始」をクリックし、表⽰さ
れた待機画⾯左上の「在席中」ボタンを押して待ち受け状態にしてください。
在席設定でないと来場者が商談室に⼊れませんのでご注意ください。

「オンライン商談（チャット機能）で商談等を実施し終了した時点で「離席中」設定となります。
出展者情報ページからチャットの申込みを停⽌した状態になっていますので、商談待ち受けを
継続する場合は「在席中」を押して、待ち受け状態に戻してください。

注意事項

オンライン商談待ち受け中（在席設定時）は、この画⾯
を表⽰しているブラウザで他のウインドウやタブを使⽤
しないでください。他のウインドウやタブを使⽤してい
る間、来場者からの商談申込が切断されてしまいます。
別のブラウザを使⽤してウェブサイト等閲覧いただく場
合は問題ございません。

在席中
ボタン

2020 年 11 ⽉ 30 ⽇ ※2020 年 12 ⽉ 3 ⽇改訂



１．開催概要

２．出展者情報ページの構成

３．出展者マイページへのログイン

４．出展者ニュースの登録

５．出展者ページ情報登録メニュー
 ・A：出展者情報確認
 ・B︓製品等 1情報の確認
 ・C︓製品等 2・3情報の登録
 ・D︓動画の登録
 ・E︓資料ファイルの登録
 ・F︓公開ページの確認

６．オンライン商談機能の登録と利⽤⽅法
 ・6-1. オンライン商談機能の概要
 ・6-2. 商談メニュー
 ・6-3-1.「来場者から出展者への事前商談予約」によるオンライン商談【事前準備】
 ・6-3-2.「来場者から出展者への事前商談予約」によるオンライン商談【来場者からの商談申込確認】
 ・6-4.「出展者から来場者への商談申込」によるオンライン商談
 ・6-5. オンライン商談事前準備【11/30 追加】
 ・6-6. オンライン商談待機⽅法【11/30 追加】
 ・6-7. テキストチャット【11/30 追加】
 ・6-8. ビデオチャット【11/30 追加】
 ・6-9. ボイスチャット【11/30 追加】

７．企業情報ページの閲覧情報と来場者情報の取得【11/30 追加】

８．オンライン展⽰会会期終了後のアンケート
 ・オンライン展出展者アンケート【後⽇改訂版マニュアルで詳細掲載予定】
 ・中⼩機構によるフォローアップ調査（アンケート）【後⽇改訂版マニュアルで詳細掲載予定】
 
９．来場者側のオンライン商談申込画⾯【参考】
 ・事前商談によるオンライン商談
 ・出展者からの商談申込

10．新価値創造展 2020 オンライン問合先（事務局）
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【オンライン展⽰会概要】
 ・名称 「新価値創造展 2020 オンライン」
 ・会期 2020 年 12 ⽉ 1 ⽇（⽕曜）〜 2020 年 12 ⽉ 18 ⽇（⾦曜）全 18 ⽇間
       （オンライン商談 、オンラインコンシェルジュは会期中の平⽇ 10 時〜 17 時）
 ・主催 独⽴⾏政法⼈中⼩企業基盤整備機構
 ・出展者 約 320 社・機関
 ・主なコンテンツ
  「オンライン展⽰会場」…出展者の製品・技術・サービスを展⽰。
  「オンライン商談機能」…オンライン商談機能（事前予約 / 当⽇対応）を提供。※出展者可能⽇
  「オンラインセミナー」…有識者、第⼀⼈者のセミナー動画（事前収録）や、出展者が登録した
              プレゼンテーション動画 を公開。
  「オンラインコンシェルジュ」…中⼩機構 / ⽀援機関がマッチング⽀援と各種相談に対応。
  「オンライン特別展⽰」…テスラ分解展⽰のほか、⽣産性向上やニューノーマル対応製品等の先進事例を紹介。
 ・問合せ
  新価値創造展事務局（株式会社⽇経イベント・プロ内）
  電話︓03-6812-8677
  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」にご出展いただきありがとうございます。
本マニュアルでは、本展⽰会の公式ページ内の「出展者マイページ」の閲覧・設定⽅法などをご案内します。

「出展者マイページ」では、出展者ニュースの登録、製品や動画、資料の登録、オンライン商談機能の設定（商談枠
対応可否の設定、商談予約者の確認、在席・離席設定、商談の実施）、来場者リストの⼊⼿などが可能です。

本オンライン展⽰会の公式ページ（https://shinkachi.jp/）のヘッダーにある「出展者マイページ」をクリックし、
認証画⾯でメールにて送信済みの ID・パスワードを⼊⼒してログインします。パスワードは変更可能です。

1. 開催概要 1



出展申込時ご登録いただいた下記項⽬が表⽰されます。
所在地（都道府県）、出展区分、会社・団体名（⽇本語、英語）

製品等 1情報
出展申込時ご登録いただいた製品情報のうち下記項⽬が表⽰されます。
これらは出展者マイページでの編集ができません。
修正、変更がある場合は事務局までご連絡ください。

・製品分野
・製品画像
・製品名
・キャッチコピー
・製品概要（製品 PR）

企業概要
出展申込時ご登録いただいた企業概要のうち下記項⽬が表⽰されます。
これらは出展者マイページでの編集ができません。
修正、変更がある場合は事務局までご連絡ください。

・所在地
・法⼈番号
・URL（リンク）
・企業案内（事業内容）

製品等 2・3情報
製品等 1情報と同じ項⽬で 2製品まで追加いただけます。
出展者マイページで製品等 2・3情報は登録後の修正は可能ですが、製品等情報
⾃体の削除は出来ません。削除される場合は事務局までご連絡ください。

「OPEN」をクリックすると全ての情報が表⽰されます。

以下の項⽬は出展者マイページで追加が可能です。

・製品 PRムービー（3点まで /製品等あたり）
・製品パンフレット（4点まで /製品等あたり）
 ※製品パンフレットは資料 1点あたり 20MBまで
 

以下の項⽬は出展者マイページで追加が可能です。

・企業アピール動画（3点まで）
・プレゼンテーション動画（1点まで）
・企業パンフレット（6点まで）
※プレゼンテーション動画はオンラインステージにも表⽰されます。
※企業パンフレットは資料 1点あたり 20MBまで

ご登録いただいている製品と分野・カテゴリーが同じ製品の
企業がランダムで表⽰されます。
※異なる分野・カテゴリーの製品などを 3製品まで登録した場合 3段の表⽰となります。
※⽀援機関の場合は表⽰されません。

・製品基本性能
・製品⻑所
・納⼊実績
・想定される⽤途、業種・業態

・対応している体制
・求める共創・事業パートナー
・⽣産性向上に関する取り組み
・SDGs に関する取り組み
・認定・表彰関連

出展者マイページでご登録いただける出展者ニュースが表⽰されます。
※出展者ニュースはオンライン展ホーム画⾯、出展者ニュース画⾯にも
 表⽰されます。

〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

製品名

キャッチコピー

製品画像

製品画像

製品名
キャッチコピー

製品動画

製品動画

動画タイトル

動画タイトル

プレゼンステージ動画

動画タイトル
説明文
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

企業アピール動画

製品画像 製品画像 製品画像 製品画像

説明文
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

製品名

製品名

キャッチコピー

キャッチコピー

製品画像

製品画像

000-0000 00-0000-0000〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

動画タイトル

株式会社〇〇〇〇〇 株式会社〇〇〇〇〇 株式会社〇〇〇〇〇 株式会社〇〇〇〇〇

製品名 製品名 製品名 製品名

2. 出展者情報ページの構成 2

出展者情報ページ ※⽀援機関⽤ページは表⽰項⽬が異なります。詳細は別紙をご参照ください。



新価値創造展 2020 オンラインウェブサイトヘッダー

◆出展者マイページ トップページ内メニュー

出展者マイページログイン
お送りしている ID/ パスワードをご⼊⼒ください。

オンライン商談
会期中の「在席中」「離席中」などの設定のほか、
チャット機能を利⽤時に使⽤します。

パスワードをお忘れの場合はこちらをクリックしてください。ご担当者様宛に
パスワードをご連絡します。出展者 ID をお忘れの⽅は、事務局までご連絡ください。

出展者ニュース
新価値創造展 2020 オンラインホーム画⾯や出展者ニュース⼀覧、
出展者情報ページに掲載される内容を登録できます。

商談メニュー
商談枠設定や商談予約の確認、商談室への移動、
商談申込可能来場者の確認ができます。

閲覧情報
出展者情報ページや動画、資料の閲覧数をダウンロードいただけます。
前⽇ 23:59 までの情報がご確認いただけます。

来場者情報
動画、資料などの閲覧やチャットを利⽤した来場者の情報が
ダウンロードいただけます。
前⽇ 23:59 までの情報がご確認いただけます。

よくあるご質問
よくあるご質問と回答を記載していますので参考にしてください。

パスワードの変更
出展者マイページログイン⽤のパスワードが変更できます。

出展者ページ情報登録メニュー
出展者情報の確認や製品や動画、資料の追加ができます。

本オンライン展⽰会の公式ページ（https://shinkachi.jp/）のヘッダーにある「出展者マイページ」をクリックし、認証画⾯でメー
ルにてお送りしています ID・パスワードを⼊⼒してログインします。パスワードは変更可能です。

3. 出展者マイページヘのログイン 3



出展者ニュースメニューでは新価値創造展 2020 オンラインホーム画⾯や出展者ニュース⼀覧、出展者情報ページに掲載される
ニュースを登録できます。

4. 出展者ニュースの登録 4

出展者マイページ内「出展者ニュースの登録」をクリック

A

A︓新しいニュースを登録する際に使⽤します。
B︓これまでに登録したニュースが表⽰されます。

B



A: 新しいニュースの登録

B︓これまでのニュースの確認、変更

「データの新規登録」をクリック

こちらにニュースをご⼊⼒ください。

ニュースは全⾓ 100⽂字までとなります。

⼊⼒後「確認」をクリックしてください。

内容を確認後「登録」ボタンをクリックしすると
登録完了となります。

表⽰順を変更するには、[登録No] や [ ニュース ]、[ 登録時間 ]をドラッグ&ドロップで移動してください。

ご登録いただいた各ニュースの確認、変更、削除は
こちらから⾏えます。

完了

「登録」ボタンを押さなければデータは送信されません。
「登録」ボタンを押さずにブラウザを閉じてしまった場合は、
⼊⼒したデータは消えてしまいますのでご注意ください。
登録 1時間後にホーム画⾯や出展者ニュース⼀覧に反映されます。
※出展者情報ページにはすぐに反映されます。

4. 出展者ニュースの登録 5



出展者ページ情報登録メニューは出展者情報の確認や製品や動画、資料の追加ができます。

5. 出展者ページ情報登録メニュー 6

A

A︓出展者情報確認︓出展申込み時の出展者情報をご確認いただけます。
B︓製品等 1情報の確認︓出展申込み時の製品等情報をご確認いただけます。
C︓製品等 2・3情報の登録︓製品などを追加でご登録いただけます。（⾃由登録）
D︓動画の登録︓企業紹介や製品などの動画をご登録いただけます。
E︓資料ファイルの登録︓企業紹介や製品などのファイルをご登録いただけます。
F︓公開ページの確認︓ご登録いただいた内容が公開されている状態がご確認いただけます。

B

C

D
E
F



A：出展者情報確認…出展申込み時の出展者情報をご確認いただけます。

　　　　　　　　　　この内容は変更できませんので修正点等がある場合は事務局までご連絡ください。

5. 出展者ページ情報登録メニュー 7

〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

AAAAAAAAA

000-0000

0000000000

aaaaaaaaaaaaaa

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇



B︓製品等 1情報の確認…出展申込み時の製品等情報をご確認いただけます。
※出展者マイページでは「出展者情報」「製品等１情報」の修正ができません。
※「製品等１情報」には出展申込時にご登録された内容が掲載されます。誤記修正、画像などの差し替え以外は出来ませんのでご
注意ください。修正が必要な場合は事務局までご連絡ください。

5. 出展者ページ情報登録メニュー 8

出展申込時にご登録いただいた

画像が入ります。

○○○○○○○



出展者マイページの
「製品等 2・3 情報の登録」をクリック

製品等の分野、カテゴリーをご選択ください（必須）
「その他」を選択した場合は下段にご⼊⼒ください。

製品等の名称（50 ⽂字まで）をご⼊⼒ください。（必須）

C︓製品等 2・3 情報の登録…製品などを追加でご登録いただけます。（⾃由登録）
追加登録できるのは 2 製品までとなります。これ以上の追加は出来ませんのでご注意ください。

5. 出展者ページ情報登録メニュー 9

製品等のキャッチコピー（100 ⽂字まで）を
ご⼊⼒ください。（必須）

製品概要（150 ⽂字まで）をご⼊⼒ください。（必須）

製品の基本性能（400 ⽂字まで）をご⼊⼒ください。

製品の⻑所（400 ⽂字まで）をご⼊⼒ください。

製品の納⼊実績（200 ⽂字まで）をご⼊⼒ください。

製品の想定される⽤途、業種、業態（200 ⽂字まで）を
ご⼊⼒ください。

製品画像（1 点）をご登録ください。（必須）
アップできる画像ファイルは JPEG、PNG 形式です。
サイズは１ファイル「10MB」までです。
10MB 以内でできるだけ解像度の⾼いものをご⽤意ください。

⼊⼒終了後「⼊⼒内容を確認」をクリック

出展者マイページで製品等 2・3 情報は登録後の修正は可能ですが、製品等情報
⾃体の削除は出来ません。削除される場合は事務局までご連絡ください。



この画⾯は⼊⼒内容を確認するための画⾯です。この⾊で表⽰されている部分は、新たに⼊⼒または更新した項⽬です。
⼀番下の「登録」ボタンを押さなければデータは送信されません。
「登録」ボタンを押さずにブラウザを閉じてしまった場合は、⼊⼒したデータは消えてしまいますのでご注意ください。

5. 出展者ページ情報登録メニュー 10

⼊⼒内容確認画⾯

修正点がなければ「登録」をクリックしてください。
登録が完了し、出展者情報ページ公開され、検索結果にも反映されます。

変更点などがある場合は「⼊⼒画⾯に戻る」を
クリックし変更してください。

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

登録画像

完了



出展者マイページ内「動画の登録」をクリック
※登録作業の前に登録したい動画を Youtube にアップロード
していただき、Youtube 動画 URL（Youtube ID）をご用意ください。

Youtube ヘルプ :https://support.google.com/youtube#topic=9257498

D︓動画の登録…製品情報 1 〜 3、企業アピール動画、プレゼンステージ動画をご登録いただけます。（⾃由登録）
Youtube ID を登録していただくことで Youtube に登録した動画を出展者情報ページに置くことができます。まずは Youtube に
⾃社の動画を登録する必要があります。詳しい登録⽅法は Youtube ヘルプ等をご確認ください。
1 製品あたり動画は３点まで、プレゼンステージ動画は１点まで、企業アピール動画は３点までの登録が可能です。

5. 出展者ページ情報登録メニュー 11



ご希望の掲載場所を選択

Youtube ID を⼊⼒

D︓動画の登録…製品情報 1 〜 3、企業アピール動画、プレゼンステージ動画をご登録いただけます。（⾃由登録）
5. 出展者ページ情報登録メニュー 12

動画のタイトルを⼊⼒（30 ⽂字まで）

動画の説明⽂を⼊⼒（200 ⽂字まで）

内容をご確認いただきよろしければ
登録をクリック

登録されている動画の⼀覧が表⽰されます。

ご登録いただいた動画の確認、変更、削除は
こちらから⾏えます。

※表⽰順を変更するには、[ 掲載箇所 ] や [ 登録 No]、
[Youtube ID ／タイトル／説明⽂ ] をドラッグ & ドロップで
移動してください。

完了



出展者マイページ内「資料ファイルの登録」をクリック

「ファイルの新規登録」をクリック

E︓資料ファイルの登録…企業紹介や製品などのファイルをご登録いただけます。
1製品につき資料は４点まで、企業概要資料は６点まで登録が可能です。
データは PDF、PNG、JPG形式がご登録いただけます。サイズは１ファイル「20MB」までとなります。

5. 出展者ページ情報登録メニュー 13



ご希望の掲載場所を選択

E︓資料ファイルの登録…企業紹介や製品などのファイルをご登録いただけます。
1製品につき資料は４点まで、企業概要資料は６点まで登録が可能です。
データは PDF、PNG、JPG形式がご登録いただけます。サイズは１ファイル「20MB」までとなります。

5. 出展者ページ情報登録メニュー 14

ご希望の資料を選択

資料のタイトルを⼊⼒（30⽂字まで）

内容をご確認いただきよろしければ
登録をクリックして完了です。

登録されている資料の⼀覧が表⽰されます。

ご登録いただいた資料の確認、変更、削除は
こちらから⾏えます。

※表⽰順を変更するには、[掲載箇所 ]や [ 登録 No]、[ 資料名称 ]、
[ 資料 ]をドラッグ&ドロップで移動してください。

完了



出展者マイページ内「公開ページの確認」をクリック

出展者ページ情報登録メニューでご登録いただいた内容（出展者情報ページに反映される内容）を
反映前にご確認いただけます。

F︓公開ページの確認…ご登録いただいた内容が公開されている状態がご確認いただけます。
5. 出展者ページ情報登録メニュー 15



新価値創造展 2020 オンラインでは出展者と来場者がオンラインでコミュニケーションをとっていただける機能が備わっています。
ご利⽤いただける機能は以下の 6 種類があります。

ぜひここれらの機能をご活⽤いただき、商談などを⾏ってください。
なお、各種チャット機能などは 1 対 1 での商談を⽬的として設計しているため 1 対複数での使⽤はできません。

・名 刺 交 換 機 能︓
・テキストチャット機能︓
            
・ビ デ オ チ ャ ッ ト 機 能︓
                     
・ボ イ ス チ ャ ッ ト 機 能︓
・コ ー ル バ ッ ク 機 能︓
・お 問 い 合 わ せ 機 能︓

来場者が名刺交換をクリックすると当該出展者宛にオンライン上で名刺が届きます。
ビデオや⾳声はなく、テキストのみで来場者と出展者が会話できます。
スマートフォンの SMS（ショートメール）のような機能です。
来場者と出展者がリアルタイムで画⾯越しに顔を合わせて会話できます。
パソコンやスマートフォンのビデオ通話のような機能です。
来場者と出展者がリアルタイムで⾳声のみで会話できます。電話のような機能です。
出展者が離席中や商談中の場合、出展者から後程改めて連絡をする機能です。
来場者から出展者に資料請求やお問い合わせをする機能です。

【事前準備】 
 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を会期前に設定します。

【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。※名刺交換を⾏った来場者のみ商談予約が利⽤可能となります。
 ②商談予約が成⽴した場合、その商談枠は他の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】
  出展者は出展者マイページより、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。ビデオチャットやテキ
 ストチャットなどを⽤いた商談等を実施いただけます。

事前予約なしで来場者が出展者にビデオチャットやテキストチャット、ボイスチャットを⽤いて商談を⾏います。
※名刺交換を⾏った来場者のみオンライン商談が利⽤可能となります。

出展者マイページで出展者からの商談申込可能来場者を検索し、商談申込を希望の場合はメッセージを送信することができ
ます。来場者が承諾した場合は「来場者から出展者への事前商談予約」と同じ⼿順で商談⽇時を確定し、商談を⾏います。

6-1. オンライン商談機能の概要

■商談の種類

6. オンライン商談機能の登録と利⽤⽅法 16

▶「来場者から出展者への事前商談予約」によるオンライン商談

▶「出展者から来場者への商談申込」によるオンライン商談

▶「在席中」のリアルタイムオンライン商談



商談メニューは出展者と来場者がオンライン商談を⾏っていただくためのメニューです。
オンライン商談は「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 1対 1で直接やりとりができます。

A︓商談枠設定…商談可能⽇時の設定ができます。
B︓商談予約の確認／商談室への移動…申し込まれた商談、成⽴した商談の確認と商談室への移動ができます。
C︓商談申込可能来場者…出展者から来場者への商談申込可能な来場者をご確認いただけます。

A
B
C

6-2. 商談メニュー 17



商談枠の設定︓来場者が商談予約をできるのは商談希望⽇前⽇（⽉曜は⾦曜）の 15時までとなります。そのため商談枠の設定は
12⽉ 2⽇から可能となります。12⽉ 1⽇は「在席中」の設定を⾏い、予約なしの来場者とオンライン商談を⾏ってください。
例）12⽉ 2⽇に予約をしたい場合は 12⽉ 1⽇の 15時までの予約が必要です。15時以降は 12⽉ 3⽇以降の予約が可能となります。
※初期設定はすべて「予約不可」となっています。

6-3-1. 来場者から出展者への事前商談予約」によるオンライン商談【事前準備】 18

商談可能の⽇時は「商談可」に変更してください。
商談枠の設定は何度でも変更可能です。
※商談予約が成⽴している⽇時、商談申込を
受け付けている⽇時は変更ができません。

設定完了後、「登録」ボタンをクリックしてください。「登録」ボタンをクリックして設定完了となります。

出展者マイページ内「商談枠の設定」をクリック

完了



来場者から商談が申し込まれると出展ご担当者様へメールが配信されます。メールが届きましたら下記の⼿順で来場者からの商談
申込をご確認ください。

予約商談の実施時は、商談開始時間の前にログインいただき、「オンライン商談開始」メニューよりオンライン商談待ち受け画
⾯を開き、左上の「在席中」をクリックして在席モードに切り替えて下さい。在席設定になっていない場合は、来場者が商談
室に⼊れませんので、ご注意ください（P.23 「6-6. オンライン商談待機⽅法」を参照）。

6-3-2.「来場者から出展者への事前商談予約」によるオンライン商談【来場者からの商談申込確認】 19

「商談予約の確認 /商談室への移動」をクリック

申し込まれた商談⽇時を確認し、会社名をクリック

内容を確認し、問題なければ「了承」をクリック
「了承」をクリックすると予約者にメールが送信され
商談成⽴となります。

株式会社〇〇〇〇〇〇
〇〇様

株式会社〇〇〇〇〇〇

営業部

〇〇〇〇

〇〇〇〇＠〇〇〇〇.com

お断りする場合は「この商談予約を断る場合はこちら」を
クリックし、お断りのメッセージを⼊⼒後、画⾯に従って
商談予約のお断りを完了してください。
完了すると来場者にメールが送信されます。
（予約成⽴後の商談は出展者からのキャンセルはできません。）

完了



来場登録をされた来場者のうち、出展者からの商談申込を受け付けることにご了承いただいた⽅に、下記の⼿順で出展者から商談
を申し込むことができます。

6-4.「出展者から来場者への商談申込」によるオンライン商談 20

出展者マイページ内「商談申込可能来場者」をクリック

「企業名・来場者⽒名」「来場の⽬的」「関⼼分野」から
希望項⽬を⼊⼒し、「検索」をクリック

ご希望の商談⽇時等などを⼊⼒し、「⼊⼒内容を確認」をクリック

次ページへ

※すでに商談申込済みの来場者は選択できません。



6-4.「出展者から来場者への商談申込」によるオンライン商談 21

内容を確認後、「商談申込」をクリック

メールを受け取った来場者は来場者マイページで内容を確認します。
P30 来場者側のオンライン商談申込画⾯【参考】にも記載しています。  

【来場者の⼿順】

「商談予約を希望する出展者」をクリック

商談をしたい出展者の「商談予約へ」をクリック
以降は来場者から出展者への商談予約と同じになります。
P19 6-3-2.「来場者から出展者への事前商談予約」による
オンライン商談【来場者からの商談申込確認】をご参照ください。

来場者に商談申込みのメールが送信されます。

株式会社〇〇〇〇〇〇 〇〇様への商談申込
株式会社〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇様

株式会社〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇様

株式会社〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇様

株式会社〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

株式会社〇〇〇〇〇〇

株式会社〇〇〇〇〇〇

株式会社〇〇〇〇〇〇

株式会社〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

完了



6-5. オンライン商談事前準備

6. オンライン商談機能の登録と利⽤⽅法 22

■商談機能の使⽤に伴う機材の準備について
 ・パソコン【必須】︓ノートパソコン、デスクトップパソコンどちらでも対応可能です。
  カメラ機能＋マイク機能があるパソコンが推奨機材となります。
 ・WEB カメラ【必須】︓ご⽤意いただいたパソコンにカメラ機能が搭載されていない場合は、別途ご⽤意ください。
 ・PC 接続⽤⾳声マイク【必須】︓パソコンにマイク機能が搭載されていない場合は、 別途ご⽤意ください。
 ・通信環境︓通常の通信環境が整っていれば、やり取りが可能です。（光回線等）携帯電話のデザリングも使⽤可能となりますが、
   Wifi 環境下のほうが、動きがスムーズです。

■パソコンの基本設定について
 ・オンライン商談機能は Web ブラウザを使⽤します。Web ブラウザは、「Google Chrome」でのご利⽤を推奨いたします。
  なお、「Internet Explorer」ではご利⽤いただけませんので、ご注意ください。

注意事項

■「Google Chrome」で JavaScript と ポップアップ を 許可する⽅法
１．パソコンで Google Chrome を開きます。
２．アドレスバーの右のアイコン  の中の「設定」をクリックします。
３．「プライバシーとセキュリティ」の「サイトの設定」をクリックします。
４．「JavaScript」をクリックし、「ブロック中」の場合、「許可」に切り替えます。
５．「←」をクリックし、前に戻ります。
６．「ポップアップとリダイレクト」をクリックし「ブロック」の場合「許可」に
  切り替えます。
以上で終了となります。

ブラウザの設定で JavaScript とポップアップ が 許可になっていることをご確認ください。
※JavaScript とポップアップがブロックになっている場合は、商談機能が使えなくなりますので、
ご確認の上、許可に変更してください。

推奨環境

推奨環境でない場合、商談機能など⼀部ご利⽤にになれない場合があります。

端末 デスクトップ PC、ノート PC

Windows10

Google Chrome( バージョン 80 番台以上 )
MicrosoftEdge( バージョン 80 番台以上 )
FireFox( バージョン 80 番台以上 )
お使いのブラウザのバージョンが不明の場合は
最新のバージョンに更新してご利⽤ください。

Internet Explorer ではご利⽤に
なれませんのでご注意ください。

macOS、iOS、アンドロイドでは
ご利⽤になれない場合があります。

タブレット、スマートフォンでは
ご利⽤になれない場合があります。

OS

ブラウザ



6-6. オンライン商談待機⽅法

6. オンライン商談機能の登録と利⽤⽅法 23

オンライン商談を⾏うにあたって下記の⽅法で待機してください。

出展者マイページ内「オンライン商談開始」をクリック

このページが待機画⾯（ナビゲーター専⽤ページ）となります。

1 ご担当者の状態（ステータス）を設定できます。ご希望のステータスをクリックしてください。

2 ナビゲーター専⽤ページの設定画⾯が表⽰されます。設定画⾯を閉じる場合は再度設定アイコンをクリックしてください。

3 表⽰会社名、⽒名などがご確認いただけます。

在席中︓来場者が名刺交換機能、オンライン商談機能、コールバック機能など全ての機能をご利⽤になれます。

名刺交換の際に来場者に提供される情報を設定できます。
⼊⼒が完了したら「更新」をクリックしてください。

テキストチャット時の来場者に表⽰される表⽰名とあいさつ⽂が
設定できます。⼊⼒が完了したら「更新」をクリックしてください。

離席中︓来場者がチャット機能を利⽤できなくなります。名刺交換機能、コールバック機能は利⽤できます。

現在の状態を確認できます。

〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇

1
2

3

注意事項

オンライン商談待ち受け中（在席設定時）は、この画⾯
を表⽰しているブラウザで他のウインドウやタブを使⽤
しないでください。他のウインドウやタブを使⽤してい
る間、来場者からの商談申込が切断されてしまいます。
別のブラウザを使⽤してウェブサイト等閲覧いただく場
合は問題ございません。



6-7. テキストチャット︓ビデオや⾳声はなく、テキストのみで来場者と出展者が会話できます。
6. オンライン商談機能の登録と利⽤⽅法 24

来場者からテキストチャットの着信があるとコール⾳とともにテキストチャット着信の表⽰がされます。
「OK」をクリックするとテキストチャットが表⽰され開始します。

チャットが終了したら「終了」を
クリックしてください。

注意事項

残しておきたい内容を⼊⼒し、「保存して終了」を
クリック。保存したメモは翌⽇出展者マイページ
の「来場者情報」にある「チャット」の Excel か
らご確認いただけます。（P27「7. 企業情報ペー
ジの閲覧情報と来場者情報の取得」を参照）。
※テキストチャットで来場者とやり取りした内容についてもご確認
いただけます。

終了後、ステータスは「離席中」となります。
引き続き商談を受け付ける場合は「在席中」を
クリックしてください。

2分間メッセージの送信がないと左記のアラートが
表⽰されます。来場者が退出している場合がありますので
確認のメッセージを送信してください。
反応が無い場合はテキストチャットを終了してください。
※テキストチャットは来場者が退出しても終了されません。出展者の⽅で
終了する必要があります。

メッセージを⼊⼒し送信をクリックしてください。

〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇

出展者氏名

来場者氏名

株式会社〇〇〇〇〇　〇〇〇〇



6-8. ビデオチャット︓来場者と出展者がリアルタイムで画⾯越しに顔を合わせて会話できます。
            パソコンやスマートフォンのビデオ通話のような機能です。

6. オンライン商談機能の登録と利⽤⽅法 25

来場者からビデオチャットの着信があるとコール⾳とともにビデオチャット着信の
表⽰がされます。「OK」をクリックするとビデオチャット画⾯が表⽰され開始します。

来場者のカメラ画像が表⽰されたら商談を開始してください。
・画⾯上に来場者の会社名と⽒名が表⽰されます。
・右下の出展者画像をクリックすると来場者の画像と⼊れ替わります。
・右上の「画⾯共有」をクリックするとご⾃⾝の PC で開いている
 資料や画像など、様々な画⾯を共有することができます。
 画⾯共有は出展者のみ⾏うことができます。

ビデオチャットを終了する場合は画⾯右上の「退室」を
クリックしてください。

注意事項

ビデオチャットは来場者からも終了することができます。
来場者が「退室」をクリックすると左記のアラートが表⽰されます。
このアラートが表⽰されたら「OK」をクリックし終了してください。

終了後、ステータスは「離席中」となります。
引き続き商談を受け付ける場合は「在席中」をクリックしてください。

株式会社〇〇〇〇〇　〇〇〇〇 画面共有 退室

来場者画像

出展者画像

残しておきたい内容を⼊⼒し、「保存して終了」を
クリック。保存したメモは翌⽇出展者マイページ
の「来場者情報」にある「チャット」の Excel か
らご確認いただけます。（P27「7. 企業情報ペー
ジの閲覧情報と来場者情報の取得」を参照）。
※ビデオチャットで来場者とやり取りした内容はご確認いただけません
のでご注意ください。

終了後、ステータスは「離席中」となります。
引き続き商談を受け付ける場合は「在席中」を
クリックしてください。



6-9. ボイスチャット︓来場者と出展者がリアルタイムで⾳声のみで会話できます。電話のような機能です。
6. オンライン商談機能の登録と利⽤⽅法 26

来場者からボイスチャットの着信があるとコール⾳とともにボイスチャット着信の
表⽰がされます。「OK」をクリックするとボイスチャット画⾯が表⽰され開始します。

チャット画像が表⽰されたら商談を開始してください。
画⾯上部に来場者の会社名と⽒名が表⽰されます。

ボイスチャットを終了する場合は画⾯右上の「退室」を
クリックしてください。

注意事項

ビデオチャットは来場者からも終了することができます。
来場者が「退室」をクリックすると左記のアラートが表⽰されます。
このアラートが表⽰されたら「OK」をクリックし終了してください。

終了後、ステータスは「離席中」となります。
引き続き商談を受け付ける場合は「在席中」をクリックしてください。

残しておきたい内容を⼊⼒し、「保存して終了」を
クリック。保存したメモは翌⽇出展者マイページ
の「来場者情報」にある「チャット」の Excel か
らご確認いただけます。（P27「7. 企業情報ペー
ジの閲覧情報と来場者情報の取得」を参照）。
※ボイスチャットで来場者とやり取りした内容はご確認いただけません
のでご注意ください。

終了後、ステータスは「離席中」となります。
引き続き商談を受け付ける場合は「在席中」を
クリックしてください。

株式会社〇〇〇〇〇〇　〇〇〇〇



出展者マイページの「閲覧情報」、「来場者情報」から
必要な情報をクリックしてください。

出展者マイページログイン時のパスワードを⼊⼒し「ダウンロード」を
クリックすると、ダウンロードが開始されます。

7. 企業情報ページの閲覧情報と来場者情報の取得 27

資料ダウンロード、動画閲覧、お問合せ、商談予約、チャット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）」の Excel データをダウンロードいた
だけます。出展者情報ページ閲覧数等の実績数値の Excel データもダウンロードいただけます。
ダウンロードできるデータは前⽇ 23:59 までの情報となります。

名刺交換情報、コールバック情報は、出展者マイページ「オンライン商談」内のボタンをクリックしてください。
名刺交換情報、コールバック情報はすぐに反映されます。



「来場者から出展者への商談予約」によるオンライン商談
参考に来場者から出展者への商談予約⼿順をご紹介します。

9. 来場者側のオンライン商談申込画⾯【参考】 28

商談希望出展者の企業情報ページ内「商談のご予約はこちら」をクリック

「空きあり」の中から希望⽇時をクリック

企業名、⽇時を確認し、商談⽅式、伝えたいことを
⼊⼒後、「確認」をクリック

内容確認後、「登録」をクリック

登録した時点で来場者、出展者に商談予約登録完了のメールが送られます。

株式会社〇〇〇〇

株式会社〇〇〇〇の商談予約

株式会社〇〇〇〇の商談予約

株式会社〇〇〇〇の商談予約

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇 Co.,Ltd

完了



9. 来場者側のオンライン商談申込画⾯【参考】 29

予約状況の確認

来場者マイページ内
「商談予約の確認 /商談室への移動」をクリック

出展者に承認されたら商談成⽴通知のメールが
来場者に送られます。

チャット開始時にクリック

キャンセルの場合

キャンセルの理由を⼊⼒し「確認」をクリック
次の画⾯で内容を確認後、「登録」をクリック
出展者、来場者にキャンセル通知のメールが送られます。

株式会社〇〇〇〇
商談予約申請中

【株式会社〇〇〇〇】の商談予約確認

株式会社〇〇〇〇

株式会社〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

完了



9. 来場者側のオンライン商談申込画⾯【参考】 30

出展者から来場者への商談申込
出展者から来場者へ商談申込が⾏われると来場者へメールが送信されます。来場者がメールを確認後、来場者マイページより
商談申込内容を確認します。

来場者マイページ内
「商談予約を希望する出展者」をクリック

来場者マイページ上部にも「出展者から商談の希望が届いています。」
と表⽰されます。

商談をしたい出展者の「商談予約へ」をクリック

以降は来場者から出展者への商談予約と同じになります。

P19 6-3-2.「来場者から出展者への事前商談予約」による
オンライン商談【来場者からの商談申込確認】をご参照ください。

株式会社〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

株式会社〇〇〇〇

株式会社〇〇〇〇

株式会社〇〇〇〇

株式会社〇〇〇〇

完了



■お問い合わせ先■
********************************************************
 新価値創造展事務局（株式会社⽇経イベント・プロ内）
 〒101-0041 東京都千代⽥区神⽥須⽥町 1-25 JR 神⽥万世橋ビル
 TEL:03-6812-8677 (09:30 〜 17︓30 ⼟、⽇、祝⽇、国⺠の休⽇は除く）
 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

10．新価値創造展 2020 オンライン問合先（事務局） 31
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