
オンライン展示のご案内
会期：2023年4月26日(水)～5月19日(金)

※掲載画像はイメージです。実際の画面とは異なりますのでご了承ください。 ※本オンライン展示システムはInternet Explorer(IE)は対応しておりません。 1
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1.開催概要

名 称：未来モノづくり国際EXPO2023

会 期：【オンライン展示】2023年4月26日(水)～5月19日(金) ※19日(金)17:00まで

入場料：無料(登録制)

【リアル展示】2023年5月10日(水)～12日(金)10:00～17:00 ※12日(金)は16:00まで

インテックス大阪 ／ 入場料：1,000円(税込) ※事前登録者および中学生以下は無料

主 催：未来モノづくり国際EXPO実行委員会

共 催：モノづくり日本会議、日刊工業新聞社（「TEAM EXPO 2025」プログラム／共創パートナー）

協 力：（公社）２０２５年日本国際博覧会協会

後 援：経済産業省、文部科学省、環境省、国土交通省、総務省、日本貿易振興機構、

中小企業基盤整備機構、産業技術総合研究所、大阪府、大阪市、東大阪市、大阪観光局、

日本商工会議所、大阪商工会議所、東大阪商工会議所、国際高等研究所、関西経済連合会、

関西経済同友会、大阪府異業種連携協議会、大阪市産業経営協会、船場経済倶楽部、

大阪府経営合理化協会、日本ロボット工業会、日本電気制御機器工業会、ファインバブル産業会、

セーフティグローバル推進機構、３S活動推進協会 （順不同・法人格略・申請予定先）
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2



2.オンラインブースへの導線

オンラインブース

出展者検索 出展者一覧 おすすめブース

オンラインブース

①おすすめブース表示機能
入場登録時のアンケート回答や
閲覧履歴をもとにおすすめブース
を表示

②日英対応サイト
英語表示切替機能で、
海外からの閲覧者にも対応
（掲載情報は出展者自身で英訳が必要です）

※注1
出展者一覧はブースグレード上位順
(展示枠数:5点＞3点)で掲載します。
同タイプのブースは申込順で掲載します。

オンラインブース来訪者情報が
翌日にはCSVデータで取得可能!

※以下の情報が取得できます
■社名・団体名 ■所在地
■所属 ■氏名 ■TEL
■E-mail ■業種

トップページ

オンラインブース
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3.オンラインブースの標準機能

①

②

③

④

⑤

動画の埋込、または外部サイトへのURL
リンクが可能です。

①メインビジュアル

SDGsへの取組みをマークで表示できます。

②SDGs取組み表示

クリックするとポップアップ表示される仕様で、
動画・画像掲載や、ダウンロード資料掲載
などができます。

③情報掲載枠（3枠or5枠）

問合せ・商談予約に対応するフォームです。

⑤お問合せ・商談予約フォーム

オンラインブース来訪者に向けて告知がで
きます。 ウェビナーやセミナーを実施される
場合は、実施情報が表示されます。

④お知らせ表示欄
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『リアル展示の申込みあり』の場合 『オンライン展示のみ申込む』場合

オンライン展示料金：3点掲載 55,000円（税込）

5点掲載 88,000円（税込）

※オンラインブース来訪者データ提供含む

オンライン展示料金：3点掲載 385,000円（税込）

5点掲載 550,000円（税込）

※オンラインブース来訪者データ提供含む

4.オンライン展示料金・追加機能

※リアル展示の出展料金が別途必要です。

項 目 追加料金(税込) 備 考

詳細ログ取得機能 110,000円 メインビジュアル、情報掲載枠それぞれの閲覧者ログが取得できます。

アンケート作成
・表示機能

55,000円

ブース来訪者に対し、アンケートが実施できる機能です。
●出展者専用サイト上でのアンケート作成・回答状況の閲覧
●アンケートページのURLの提供

※ブース来訪者へメールでURLを送付することで事後アンケートの促進も可能

●アンケートボタンの文字変更

※オンラインブース来訪者が展示ブース内の退出ボタン／アンケートボタン押
下時にアンケート画面が表示されます。なお、無回答でも退出が可能です。

出展者専用サイトでの
Google アナリティクス®

解析画面表示
55,000円

ブースにGoogle アナリティクス®を埋め込み、出展者専用サイトで解析画
面が閲覧できます。解析内容は以下のレポートイメージを参照ください。

※Google アナリティクス®のアカウントは事務局で設定したものになります。
※レポートイメージhttps://biz.nikkan.co.jp/eve/af/online_addfnc.pdf
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5.出展者ウェビナーの仕様

日刊工業新聞社

ここにタイトルが入ります・ここにタイトルが入ります・
ここにタイトルが入ります

ポップアップで画面表示

タイトルが入ります

タイトルが入ります
出展者名

プログラムをクリック

トップページ

①講演・セミナー情報
ボタンをクリック

②本日の講演・セミナー
ボタンをクリック

オンラインブース

③ウェビナーボタンをクリック

※配信時間に視聴ボタン(再生ボタン)を
クリックした視聴者(来訪者)のログが
取得できます。

リマインド機能
来場者が事前にお気に入りのウェビナーを登録しておくと、
ウェビナー開催前にリマインド通知が届きます。

※配信ツール（Zoom・Teams・YouTube・Vimeo・Webexに対応）は
ご出展者自身でご用意ください。
上記以外のツールをご希望の場合は事務局までご相談ください。

※上記ツールで設定されたURLにリンクさせます。 メルマガや新聞紙面などでの告知を予定
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時間 26日(水) 27日(木) 28日(金) 1日(月) 2日(火) 8日(月) 9日(火) 10日(水) 11日(木) 12日(金)

10:30-11:10 A-1 B-1 C-1 D-1 E-1 F-1 G-1 H-1 J-1 K-1

11:30-12:10 A-2 B-2 C-2 D-2 E-2 F-2 G-2 H-2 J-2 K-2

12:30-13:10 A-3 B-3 C-3 D-3 E-3 F-3 G-3 H-3 J-3 K-3

13:30-14:10 A-4 B-4 C-4 D-4 E-4 F-4 G-4 H-4 J-4 K-4

14:30-15:10 A-5 B-5 C-5 D-5 E-5 F-5 G-5 H-5 J-5 K-5

15:30-16:10 A-6 B-6 C-6 D-6 E-6 F-6 G-6 H-6 J-6 K-6

16:30-17:10 A-7 B-7 C-7 D-7 E-7 F-7 G-7 H-7 J-7 K-7

4月 5月

6.出展者ウェビナー販売枠・実施料金

実施料金(税込)：【1枠】110,000円 【2枠目以降】 1枠につき55,000円

リアル会期

アーカイブ配信 【配信期間：5月15日(月)10:00～5月19日(金)17:00】

アーカイブ配信期間中、来場者はいつでも視聴が可能です。

【お申込み資格】下記①②を満たしている場合のみお申込み可能です。
①オンラインブース申込者
②「出展者ウェビナー」または「リアル会場での出展者セミナー」申込者
※アーカイブ配信だけのお申込みはできません。

アーカイブ動画は出展者が保有する
YouTubeチャンネルにアップしていただき、
URLリンクで設定します。

※YouTubeチャンネルをお持ちでない場合は、運営事
務局（日刊工業新聞社）のチャンネルで公開して
アップロード先のURLを提供することが可能です。
ただし、MP4データ（1.5G以下）でご準備ください。実施料金(税込)：【1配信】33,000円

ウェビナー枠は1枠40分です。先着順での受付となりますのでお早めにお申し込みください。
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7.来場者誘致策（予定）

主催者の保有するデータベースを活用し、DMを
実施します。

招待状

招待状

紙媒体

記事・広告

WEB媒体記事・
広告／各種SNS

メール配信

ウェビナー企画

リアル会場

リアル会場（インテックス大阪）内にPRコーナーを
設けるなど、リアル会場来場者に向けて訴求します。

リアル会場

日刊工業新聞社の各種WEB媒体に関連記事・
バナー広告などを掲載します。

WEB媒体 記事・広告／各種SNS

日刊工業新聞社が発行する新聞・雑誌・情報誌
などで記事・広告を掲載します。

紙媒体 記事・広告

本展に関連するウェビナーを企画・配信し、来場者
誘致を図ります。

ウェビナー企画

モノづくり関係（主に製造・生産・開発現場など）
の担当者を抽出し、約20万件のメールを定期的
に配信します。

メール配信
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8.全体スケジュール

ブース情報入力期間
3月下旬～

申込受付開始

2022年
8月17日
（水）

一次申込締切

2023年
2月9日
（木）

※招待状への社名・団
体名掲載可

最終申込締切

4月14日
（金）

※会場配布物への
社名・団体名掲載可

出展者専用
サイトClose

6月2日
（金）
17:00

オンライン
会期

4月26日
（水）

～5月19日
（金）

出展者説明会

3月中旬
予定

入場登録：2023年春頃開始予定

リアル会期
5月10～12日

9.アクセス傾向と効果的な使い方
リ
ア
ル
展
示
期
間

オ
ン
ラ
イ
ン
展
示
オ
ー
プ
ン

ア
ー
カ
イ
ブ
配
信
開
始

それぞれの時期で掲載情報を変えることで、
リアル展示の出展効果をよりUP！

入
場
登
録
開
始

「リアル出展ブースではこんなものが
見られますよ！」といったアナウンスで
リアル出展ブースへの誘導を！
☆全部の情報を見せるのではなく、

チラ見せが効果的！

リアル出展ブースで展示したパネル
や動画コンテンツをアップし、来場で
きなかった方や来場された方へのア
フターサービスとして公開！
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お申込み・問い合わせ先

未来モノづくり国際EXPO運営事務局（日刊工業新聞社 イベント事業部内）
E-mail：fmiexpo@nikkan.tech TEL：03-5644-7221

10.申込方法／申込規定・キャンセル料／申込期限

別紙『オンライン展示申込規定』を必ずご一読いただき、了承のうえお申込みください。
また、キャンセル料については以下の通り申し受けます。

◎申込日以降～2023年2月9日(木)・・・お申込み料金の50％
◎2023年2月10日(金)以降・・・・・・・・・・・お申込み料金の100％

※「お申込み料金」は、 オンラインブース料金・ウェビナー実施料金・各種追加機能料金を含みます。

申込書受領後、請求書を発行いたします。請求書記載の入金期限までに銀行振込みをお願い致します。 ※振込手数料は貴社にてご負担ください。

申込方法

申込受付開始：2022年8月17日(水)午前10:00～

一次申込期限：2023年2月9日(木) 必着

最終申込期限：2023年4月14日(金) 必着

※招待状への社名・団体名掲載期限

①以下の展示会公式サイトで申込書データ（Excel）をダウンロードしてください。

◆公式サイト https://biz.nikkan.co.jp/eve/fmiexpo/exhibitors.html#onlineInfo

②申込書に必要事項を入力後、メール添付にて展示会事務局までお送りください。

申込規定・キャンセル料

申込期限
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