
オンライン会期：2022年10月12日(水)～28日(金)
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開催概要
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開催にあたって

2012年に初開催した本展示会はロボットおよびサービスロボット導入に向けた専門展として、第6回目を迎えます。

前回開催から産業用ロボットのカテゴリーも加え、サービスロボットだけではなく協働ロボットやシステムインテグレータを中核とした、より活発な

商談・技術交流ができる展示会に成長して参りました。

また、昨今では新型コロナウイルスの感染拡大により「ウィズコロナ・ポストコロナ」を見据え、より一層ロボットによる自動化・高効率化の必要

性が増しています。本展示会では、新たな社会の変化に対応するロボットの出展も募集しております。

メーカー、ロボットSIer、ユーザーの垣根を超えた新たなサービスや技術創出の場として、より社会実装を目指した展示会を開催します。

ぜひ、皆様のご出展をお待ちしております。

日本ロボット工業会／日刊工業新聞社

名称：Japan Robot Week 2022

【リアル】 会期：2022年10月19日（水）～21日（金）10：00～17：00

会場：東京ビッグサイト 西ホール

入場料：1,000円（入場登録者、招待状持参者、中学生以下は無料）

【オンライン】 会期：2022年10月12日（水）～28日（金）

会場：オンライン上

入場料：無料（登録制）

主催：日本ロボット工業会／日刊工業新聞社

後援：経済産業省／新エネルギー・産業技術総合開発機構／日本機械工業連合会／ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会／

日本ロボット学会／人工知能学会（申請予定・順不同・法人格略）

同時開催：洗浄総合展／VACUUM真空展／SAMPE Japan 先端材料技術展／スマートファクトリーJapan／高精度・難加工技術展／表面改質展



ハイブリッド出展の活用例②

-2-

オンライン活用のメリット①

ハイブリッド出展の活用例①

オンラインブースの訪問者情報が出展者専用サイトで取得で

きるため、リアル開催前に、オンラインブース訪問者に対
して、リアル会場での実機展示や実演、セミナーなど
の情報を発信することが可能！

ハイブリッド出展は、リアルでの出展効果をより高め、
オンラインでの新たな客層との繋がりも期待できます！

質の高いマッチングを実現するために、オンライン×リアルの特性をフルにご活用ください。

オンライン展示

リアル展示

相互的な来場者の
動きを創出！

リアルブース来訪特典（ノベルティ進呈など）をオン
ラインブース上に掲載し、リアルブースへ誘導！

また、リアルブース来場者にはオンラインブース限定コンテ
ンツを案内することで、オンラインブースへ誘導！

ブース来訪者のデータをリアルタイム取得＆分析可能

来場者が出展ブースを訪れたタイミングで名刺情報が取得でき、出展者専用サイトでダウンロード可能です。
さらに、ブース内の行動を記録した詳細ログを取得できるオプションメニューもご用意しています。
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オンライン活用のメリット②

出展コンテンツに合わせて
両会場で効果的な展示

ダウンロードデータや動画などはオンラインで！
実機・実演展示などリアルでしか行えないものはリアルで！
オンラインとリアルを掛け合わせた展示をオススメします。

（2021年開催時のオンライン来場者アンケートより）

Q.今後、リアルとオンライン両方で
開催した場合の来場について

会場によって異なる層にリーチ

オンラインとリアルでは一部来場者層が異なるため、オンラ
インとリアルを組み合わせた出展で、より幅広くリーチし、見
込客の取りこぼしを防ぐことができます。

来場者の約70％が

オンラインを活用した
情報収集をすると回答！

その他、オンラインだからこそのメリット

会期中でも出展内容の入れ替えが可能

オンラインの出展内容（情報）は、出展者専用サイトから「いつでも」
「何度でも」編集が可能です。

時間や場所の制限が少ない

閲覧側は時間や場所による制限が少ないため、リアル会場へ来場し
たくても来場できない方に対し、オンラインを通じたPRが可能です。

海外市場へのPR

日英対応サイトのため、国内だけでなく海外市場にもPRが可能です。
※掲載情報の英訳は自社でご用意いただく必要があります。

人手・日程・経費・コロナ禍の移動制限などを理由に、リアル出展が厳しい方も、オンラインであればそれらの問題をクリア
にできます。新たな販路開拓を諦める前に、オンラインをご活用ください。
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公式サイトから7展合同サイトへの遷移 ※画像はイメージです。実際の画面と異なる場合があります。

公式サイト（https://biz.nikkan.co.jp/eve/s-robot/）に7展合同サイトへのリンクボタンを設置します。

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
英語表示で海外からの閲覧者にも対応

（各ブースの掲載情報は自社で英訳が必要です）

■展示会公式WEBサイト

7展合同サイトへ遷移

■7展合同サイト トップページ

おもな要素（ページ）

●出展者検索（オンライン・リアル）
●講演・ウェビナー・セミナー情報
●お知らせ
●来場者マイページ
●リアル会場情報
●出展者専用サイト
●プレス登録
●FAQ
●お問合せ など

ハイブリッド展の閲覧は以下の
各ブラウザ最新版を推奨します

・Google Chrome ・Mozilla Firefox
・Microsoft Edge ・Safari
※Internet Explorer(IE)は対応しておりません。

Japan Robot Week 2022
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トップページからオンラインブースへの遷移

レスポンシブ対応しており、PCでの表示
だけでなく、スマートフォンやタブレットなど
の端末からも快適に閲覧がいただけます。

オンラインブース（ページ）の表示方法

③おすすめブース

①出展者検索 ②一覧ページ

検索結果画面を経て
出展ブースへ

オンラインブースの機能はP6をご覧ください

ブースグレード上位順
(展示枠数:5点＞3点)で掲載。
同タイプのブースは申込順で掲載。

■社名・団体名
■所在地
■所属
■氏名
■TEL
■E-mail
■業種
※出展者専用サイトでCSV形式で

ダウンロードが可能です。

ここにタイト等を入力
することができます。

詳しく見る→

ここにタイト等を入力
することができます。

詳しく見る→

ここにタイト等を入力
することができます。

詳しく見る→

ここにタイト等を入力
することができます。

詳しく見る→

ここにタイト等を入力
することができます。

詳しく見る→

株式会社日刊工業新聞社

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
…………………………………………………
………………………………

ブース来訪者のログ（名刺情報・業種）がこのタイミングで取得できます

【提供予定ログ情報】

※画像はイメージです。実際の画面と異なる場合があります。

Japan Robot Week 2022



❶メインビジュアル設定
動画の埋込、または外部サイトへのURLリンクが可能です。

➋お知らせ表示欄
来場者に告知したい内容の入力ができます。
また、ウェビナーを申し込まれた場合は、ウェビナー情報も表示されます。

❸お問合せ・商談予約フォーム
来場者からの問合せ・商談予約に対応するフォームです。

➍展示枠
お申込みいただいたブースプランに応じて「3点・5点」の動画や資料のアップロードが可能です。
※点数は日本語・英語用それぞれご用意します。
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オンラインブース標準機能の説明

【お問合せ・商談予約フォーム】

➍をクリックするとポップアップ画面が
表示されます。
動画・画像、テキスト文章の他、ダウン
ロード用資料を掲載できます。

【ポップアップ画面】

推奨データ形式：JPEG・PNG・PDF

※データ形式やデータサイズ等の仕様は
後日マニュアルにてご案内いたします。

※画像はイメージです。実際の画面と異なる場合があります。

お気に入り

ここにタイト等を入力することができます。

詳しく見る→

ここにタイト等を入力することができます。

詳しく見る→

ここにタイト等を入力することができます。

詳しく見る→

ここにタイト等を入力することができます。

詳しく見る→

ここにタイト等を入力することができます。

詳しく見る→

株式会社日刊工業新聞社

展示数はプランによって変動します(3点・5点)

➍

❶
➋

❸

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ………………………………………………………………
…………………

Japan Robot Week 2022



展示枠数
リアルブースを申込済みの場合

料金(税込)
オンラインブースのみ申込の場合

料金（税込）

3点 55,000円 385,000円

5点 88,000円 550,000円
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オンラインメニュー料金／有料追加機能一覧

リアル会場のご出展者には、大変お得な金額設定となっております

■追加機能の料金は以下の通りです。

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、展示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

ブース来場者に対し、アンケートが実施できます。機能は以下の通りです。

●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

※来場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回答画面
が表示されます。また、必須回答ではなく、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®（主にウェブページへのアクセス手段を収集・解
析するツール）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
※オリジナルのカスタムレポート作成の場合、費用が別途かかります。

ウェビナー/アーカイブ配信 P.8～9参照 P.8～9参照

Japan Robot Week 2022
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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
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出展者ウェビナー（有料）について

講演・セミナーページへの遷移

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

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。

タイトルが入ります

出展者名

タイトルが入ります

出展者名

タイトルが入ります

出展者名

タイトルが入ります

出展者名

タイトルが入ります

出展者名

タイトルが入ります

出展者名

タイトルが入ります

出展者名

タイトルが入ります

出展者名

講演・セミナーページ

※配信時間に視聴ボタン(再生ボタン)をクリックされた
視聴者(来場者)のログが取得できます。

③プログラムをクリック

※配信ツール（Zoom・Teams・YouTube・Vimeo・Webex等
に対応）はご出展者自身でご用意ください。
設定されたURLにリンクさせます。
その他ツールをご希望の場合は事務局までご相談ください。

※画像はイメージです。実際の画面と異なる場合があります。

Japan Robot Week 2022
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出展者ウェビナー販売枠・実施料金

出展者ウェビナー（1枠：40分） 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

時間 10/12(水) 10/13(木) 10/14(金) 10/17(月) 10/18(火) 10/19(水) 10/20(木) 10/21(金)

10:30-11:10 A-1 B-8 C-15 D-22 E-29 F-36 G-43 H-50

11:30-12:10 A-2 B-9 C-16 D-23 E-30 F-37 G-44 H-51

12:30-13:10 A-3 B-10 C-17 D-24 E-31 F-38 G-45 H-52

13:30-14:10 A-4 B-11 C-18 D-25 E-32 F-39 G-46 H-53

14:30-15:10 A-5 B-12 C-19 D-26 E-33 F-40 G-47 H-54

15:30-16:10 A-6 B-13 C-20 D-27 E-34 F-41 G-48 H-55

16:30-17:10 A-7 B-14 C-21 D-28 E-35 F-42 G-49 H-56

同時開催展を含む先着順です。お早めにお申し込みください！

【1配信】 33,000円アーカイブ配信（配信期間:10/24（月）10時～10/28（金）17時）

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
事務局（日刊工業新聞社）のチャンネルに公開して
対応可能です。ただし、MP4データ（1.5G以下）で
ご準備ください。

10/24(月) 10/25(火) 10/26(水) 10/27(木) 10/28(金)

アーカイブ配信期間

先着順

実施料金（税込）

Japan Robot Week 2022
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出展者ウェビナー告知について

※告知ツールによって情報掲載量に制限があります。あらかじめご了承ください。

入場登録者へのリマインドメールで
出展者ウェビナー情報を掲載します。

｜入場登録者へのリマインド告知｜

日刊工業新聞紙面広告で出展者
ウェビナー情報を掲載します。

｜新聞紙面での告知｜

｜メルマガでの情報発信｜

事務局から配信する
来場誘致メールに、
出展者ウェビナー情
報を掲載します。

｜公式サイトでの告知｜

公式サイトに出展者
ウェビナー情報を掲載します。
※9月頃～を予定。

当日実施するウェビナー情報をトップページに表示します。
サイト来場者が必ず目にするトップページでの訴求により

視聴者の増加を図ります。

｜7展合同サイトトップページでのアナウンス｜

出展者専用サイトの機能（標準装備）

① オンラインブース掲載情報の編集機能
② オンラインブース来訪者情報（名刺情報※）の取得
③ 出展者ウェビナー聴講者情報（名刺情報※）の取得 (申込者のみ)

④ マニュアル・各種申込書等ダウンロード機能
⑤事務局からのお知らせ ※名刺情報は来場者が入場登録時に入力された情報です。あらかじめご承知おきください。

Japan Robot Week 2022



-11-

オンライン会場への来場者誘致策①

紙媒体記事・広告招待状

オンライン・リアル双方の情報を
掲載した招待状を作成し集客
を図ります。また、主催者からは
過去来場者へDMを実施いた
します。

日刊工業新聞社が発行す
る新聞・雑誌・情報誌等で
の記事・広告を通じて来場誘致
をおこない、紙面からオンライン会
場へ誘導いたします。

紙媒体に慣れているユーザーへは、
紙媒体でアプローチすることで、来場につなげます！

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

講演・ウェビナー
企画

リアル会場

ONLINE

Japan Robot Week 2022
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オンライン会場への来場者誘致策②

オンライン・リアル双方の情報を
掲載した招待状を作成し集客
を図ります。また、主催者からは
過去来場者へDMを実施いた
します。

日刊工業新聞社が発行す
る新聞・雑誌・情報誌等で
の記事・広告を通じて来場誘致
をおこない、紙面からオンライン会
場へ誘導いたします。

WEB媒体に慣れているユーザーへは、
WEB媒体でアプローチすることで、来場につなげます！

メール配信

来場案内メールを9月頃より定期的に配信いたします。
事前登録方法、出展者ウェビナー・講演情報などを発信し、
オンライン会場への誘導を図ります。
配信先は、過去の展示会来場者、その他日刊工業新聞社
データベースから製造・生産現場の担当者などを抽出し
約20万件へ配信いたします。

■その他、配信予定先

・日刊工業新聞電子版会員

・日刊工業新聞社書籍購入者

・モノづくり日本会議会員

・産業人クラブ(異業種交流組織)会員

・ニュースイッチ会員

・日刊工業新聞ニュース かわら版読者

・関連団体会員 ・・・・・など。

WEB媒体記事・広告／各種SNS

日刊工業新聞社のWEB媒体（電子版・ONLINE・ニュースイッチ）に
関連記事・バナー広告・テキストリンクを掲載し、オンライン会場への
アクセスへとつなげていきます。

【ニュースイッチ】
PV数：400万/月
ユニークユーザー数：200万人

また、各種SNSでの情報発信により、オンライン会場のPR
（情報拡散）をおこないます。

関係団体を通じた広報活動

本展および同時開催展における関係団体を通じて、各ネット
ワークに対する広報を依頼します。様々な業界関連団体をは
じめ、多くの後援・協賛団体と連携し、幅広い分野から専門
性の高い来場者を募ります。

Japan Robot Week 2022
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オンライン会場への来場者誘致策③

・オンラインPRコーナーを設置

・サイン看板の設置 ・チラシの配布

・ハンディガイド(会場MAP)への開催情報掲載

・講演ステージでのアナウンス など

リアル会場での来場誘致策（予定）

ハイブリッド開催だからこそ出来る、『リアルからオンラインへの誘致』により、
非オンライン層（普段WEBを見ない層）の来場率を高めます。

入場登録期間（9月上旬開始予定）

オンライン
会期

（10/12～
10/28)

出展者専用サイト
閲覧期限

11月11日（金）17：00

募集期間

一次申込期限
8月17日(水) ※1 最終申込期限

9月30日(金)
※1・・・招待状への社名・団体名掲載期限

オ
ン
ラ
イ
ン
出
展
者
説
明
会

9

月
上
旬
予
定

8月18日以降にお申込の場合、一部の広報・印刷物に社名・団体名の掲載が出来ません。あらかじめご了承ください。

オンライン 全体スケジュール

申込受付開始
5月26日(木)10:00～

オンラインブース

情報登録期間

Japan Robot Week 2022
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オンライン申込者向けサービス

オンライン 効果アップセミナー

オンラインブースの活用効果を高めるためのセミナー
を、オンライン出展者説明会で実施いたします。

（セミナー内容）
・オンライン素材の作成方法
・オンラインでの上手な見せ方
・コンテンツを充実させる方法 など・・・

※セミナー内容は予告なく変更となる場合があります。

オンライン会議ツール用バーチャル背景

展示会名入りのバーチャル背景をご用意します。
PRツールとしてご利用ください。

オンラインバナー提供

自社WEBサイトからの誘導ツールとしてご利用ください。

招待状・ポスターの提供

オンラインの情報を盛り込んだ招待状・
ポスターをご用意します。

来場誘致メルマガテンプレート

会期前・会期中の来場案内メールのテン
プレートをご提供いたします。

紙面プレビュー掲載

日刊工業新聞紙面で出展内容などを
ご紹介します。 ※社数限定

リアルブース掲出用の『オンライン誘導サイン』をご用意します。

オンライン+リアル 両方の申込者にはさらに以下のサービスをご用意！

Japan Robot Week 2022



別紙『オンライン申込規定』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～8月17日（水）・・・お申込み料金の50％
◎8月18日（木）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、ご請求書を発行いたします。申込書記載の期限までに銀行振込みをお願いします。 ※振込手数料は貴社にてご負担ください。
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申込方法／規定・キャンセル料／申込期限

申込方法

申込受付開始 5月26日(木)午前10:00～

一次申込期限：2022年8月17日（水）必着
最終申込期限：2022年9月30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/s-robot/exhibitors.html#onlnPrice

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。

お申込み・問い合わせ先

「Japan Robot Week」 事務局（日刊工業新聞社 イベント事業部内）
担当：武田・葺石（ふきいし）
E-mail：autumnfair@nikkan.tech TEL：03-5644-7220

規定・キャンセル料

申込期限

Japan Robot Week 2022
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