
オンライン展示会の歩き方
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来場登録について

使用環境について

オンライン展示会の来場には、来場登録が必要です。
(来場登録はリアル展・オンライン展共通)

下記リンクより、来場登録方法をご確認の上、
ご登録ください。

【来場登録方法・来場登録】
https://chusho-mkt.tokyo/visitors/#section01

お問い合わせ先

オンライン展示会の操作方法について
不明点がありましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

中小企業マーケットTOKYO2022 事務局
TEL：03-5530-1362 （10:00～17:00 土・日・祝日を除く）

Email：chusho-mkt@tokyo-bigsight.co.jp

※ご来場全般に関するお問い合わせにつきましては下記までお問い合わせください。

050-5541-8600 （ハローダイヤル／9:00～20:00 全日）

オンライン展示会の閲覧には下記の環境をご使用ください。

【推奨OS】 Mac、Windows
【推奨ブラウザ】 Google Chrome
※Internet Explorerは対応しておりませんのでご注意ください。

オンライン展示会 基本情報

オンライン展示会ご参加前に下記情報をご確認ください。

対応言語について

本展示会は日本語のみの対応となります。
言語切り替えを行った際も、出展者ブース内は日本語表示となります。

This exhibition is available in Japanese language only.
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STEP.1 展示会場に入場する

ログイン後、トップページが表示されます。

6

1 主催者企画

出展者のPR動画等を
ご覧いただけます。

2 出展者検索

キーワード入力、タグ選択で
出展者を検索できます。
→P3～5

3 企業ブース＆オンライン商談

検索結果が表示されます。
初回ログイン時は、
来場登録時に選択した
「興味のあるタグ」に基づき
出展者が表示されています。
→P6

4 チャットボタン

出展者とのチャット履歴が
確認できます。
既にチャットを送った出展者
には、こちらからも
チャット送信が可能です。
→P7

5 マイページ

マイページが確認できます。
→P14

6 お問い合わせ

操作方法等、
ご不明な点はこちらから
お問い合わせ下さい。
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STEP2. 興味のある企業を検索する
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検索には「キーワード検索」 「タグ検索」の2種類が利用できます。

キーワードによる検索が
できます。

タグによる検索が
できます。

(タグ一覧はP5参照)

※ログイン後、
既に選択されているタグは、

来場登録時に
「興味のあるタグ」として

選択・登録したタグとなります。

検索条件を全てクリア
できます。

クリア後は、
全出展者が表示されます。

こちらに検索結果が
表示されます。



STEP2. 興味のある企業を検索する

操作例1：キーワード検索

操作例2：タグ検索

社名や興味のある製品名、分野など自由にご入力ください。
入力後、企業ブース一覧のトップに検索結果が表示されます。

ログイン後に表示されている企業(既に選択されているタグ)は、
来場登録時に登録した「興味のあるタグ」に基づいて表示されています。

興味のあるタグを選択してください。
選択後、企業ブース一覧のトップに
あなたの選択したタグを登録している企業が表示されます。
※表示順はランダムです。
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をクリックすると
選択したタグを登録している企業の資料をまとめてダウンロードすることが可能です。



タグ一覧

STEP2. 興味のある企業を検索する

検索に使用するタグは以下37種類から選択可能です。

肉・水産・農産加工品 米穀・大豆加工品 調味料・香辛料 菓子・パン類

惣菜・弁当類 飲料・酒類 生鮮品 フードその他

生活雑貨 事務用品 インテリア ファッション

ベビー・キッズグッズ キッチングッズ 感染防止グッズ 美容グッズ

健康グッズ 医療・介護グッズ ヘルスケア関連 ライフスタイルその他

加工技術・部品 設備・装置 各種設計・製作 IoT/ITソリューション

環境・新エネルギー ものづくりその他

宿泊施設 アミューズメント施設 体験プログラム 運輸業者

観光施設 観光・体験サービスその他

SDGs・CSR ウィズコロナ・アフターコロナ 東京ブランド 異業種への挑戦

業務効率化

フード分野

ライフスタイル
分野

ものづくり分野

観光・体験
サービス分野

特設コーナー
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STEP3. 出展情報を見る

気になる出展者の
アイコンをタップ

すると、出展者ペー
ジが表示されます。

出展者の
会社紹介・PRを

ご覧いただけます。
(出展者により画像・動画がない場合も有)

出展者の
製品・サービスを

ご覧いただけます。
資料ダウンロードも

可能です。
(出展者により資料がない場合も有)

出展者の
会社概要を

ご覧いただけます。

気になる企業として
登録できます。

登録企業はマイページ
より確認できます。
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チャット送信の流れ

①担当者を選択

※出展者によっては担当者を登録していない場合がございます。

その際チャットを送信することはできません。
企業ブース内に連絡先が記載されている場合もございますので、
そちらからコンタクトをお取りください。

②話したい内容を下記4つから１つ選択
・商談をしたい
・サービス内容、価格を聞きたい
・自社の課題を相談したい
・その他お問い合わせ

③ よりメッセージ送信。

STEP4. 出展者とチャットをする

出展者ページ右側のボックスからチャットの送信ができます。

①

②

③

チャット送信後は、画面右下に表示されている

をクリックすると、やり取りが確認できます。

追加でチャットを送りたい際も、
こちらから送ることが可能です。

チャット送信が可能です。

送信済みチャットの確認、
及びチャットの追送が

可能です。

実際のチャット画面
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※出展者側で担当者が登録されていない場合、
担当者が選択できないため、
送信ボタンを押しても、
←のように表示され送信ができません。



STEP5. 出展者とオンライン商談をする(事前予約)

出展者ページ右側のボックスから商談予約を行います。

こちらのボタンより
商談予約が可能です。

ボタンクリックの後、
←の画面がポップアップで表示されます。
第一希望（必須）他、必要な情報を入力し、

をクリックしてください。
※この時点で予約はまだ確定しておりません

◆予約可能日時について
オンライン商談予約は、
予約申込時刻の1時間後より予約が可能です。

例) 1/17 AM10時に申し込む場合
商談予約は1/17 AM11時1分より可能

それ以前にオンライン商談をしたい場合は
即時商談機能をご利用ください。
→P9

◆商談日時について
入力した希望日程を元に出展者様にて日時を決定します。
「面談予約の日程が確定しました」メールをもって
日程が確定となります。
※事前に出展者より日程調整のためのチャット連絡が

来る場合があります。

◆確定後の日程変更について
日程確定後、やむを得ず日程変更が必要となった際は、
商談予約を行った出展者様へご連絡ください。
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商談を希望する
担当者を選択の上、



STEP5. 出展者とオンライン商談をする(即時商談)

出展者ページ右側のボックスから即時商談リクエストが行えます。

こちらのボタンより
即時商談リクエストが

可能です。

◎どんな場合に即時商談機能を使ったらいいの・・・？
「今すぐに出展者とオンライン商談がしたい」
(予約商談は予約時より1時間後からの時間指定予約。)

「1度商談予約後にオンライン商談をした出展者と
もう一度オンライン商談をしたい」(予約商談は同一出展者に対し1回のみ)

といった来場者の方は即時商談リクエストをご活用ください。

※出展者によっては即時商談に対応していない場合があるため、
事前にチャット等で対応可否確認等行うことを推奨します。

商談を希望する
担当者を選択の上、

担当者情報に「対応中」と表示されている場合があります。
「対応中」の表示中、出展者は対応ができませんので、
即時商談リクエストを送ることはできません。

※出展者の設定によって表示は異なります。
対応不可の場合でも「対応中」と表示されていない場合もございます。

※「対応中」の場合でもチャット送信や面談予約を行うことは可能です。

「対応中」の表示

はグレーアウトとなり、
押すことはできません。
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STEP5. 出展者と商談をする(入室・操作方法)

(商談時間になりましたら)商談を開始してください。

既に商談予約を行った企業ページにて
商談予約ボタンを押すと、
「予約が確定しております。」と表示されます。
※1社につき1回まで予約が可能です。

オンライン展内で同じ出展者と再度オンライン商談を
行いたい場合は、チャット等で日程調整の上、
即時商談機能(P10)をご活用ください。

◆予約商談を申し込んだ場合
① 「面談予約の日程が確定しました」メール内に記載のリンク

もしくは
②予約をした出展者とのチャット画面に表示される入室ボタン

より入室ください。
※予約商談は来場者様が入力した希望日程を元に

出展者様にて日時を決定します。
「面談予約の日程が確定しました」メールをもって日程が確定となりますのでご注意下さい。

◆即時商談をリクエストした場合
ボタン押下後、オンライン商談待機画面が表示されます。
出展者の入室後、自動的に接続されます。

◎オンライン商談への入室方法

◎商談画面の操作方法
即時商談・予約商談共に操作方法は同じです。

マイクのオンオフが
可能です。

ビデオのオンオフが
可能です。

画面共有ができます。
※PCからのみ

マイクとカメラの
接続設定ができます。

通話を終了します。

相手画面

自身画面

<参考>

10

商談中の出展者を「気になる企業」に
追加できます。

商談中の出展者の企業ブース掲載資料
(1番目)をダウンロードできます。



STEP6. 出展者へリアル展示会での商談予約をする

出展者ページの右側から商談予約を行うことができます。

こちらのボタンより
商談予約が可能です。

◆商談日程について
希望日時を参考に、タイムテーブル(P12参照)に沿って
事務局にて日時を決定いたします。
確定日程は事務局よりメールにてご連絡いたします。
※予約状況により、希望に添えない場合もございます。

予めご了承ください。

◆確定後の日程変更について
日程確定後、やむを得ず日程変更が必要となった際は、
商談予約を行った出展者様へご連絡ください。

✓

ボタンクリックの後、
←の画面がポップアップで表示されます。
第一希望（必須）他、必要な情報を入力し、
必ず「□リアル会場での直接商談を希望」

を選択した上で、
をクリックしてください。

※この時点で予約はまだ確定しておりません

✓

出展者と対面での商談を希望する場合、ビッグサイト会場設置の
商談コーナー(P12図参照)を事前に予約することが可能です。
現地でスムーズな商談を希望する場合は、事前予約を行うことをおすすめ
いたします。
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商談を希望する
担当者を選択の上、



タイムテーブル

出展者によってはオンライン商談に対応していない場合がございます。
その場合、チャット機能同様、ボタンを押してもエラーが表示されます。
（エラー表示は下記参照）
企業ブース内に、連絡先を記載している可能性もございますので、
直接やり取りを希望される方は、そちらよりコンタクトをお取りください。

1月26日(水)
13：00

～13：20
13：30

～13：50
14：00

～14：20
14：30

～14：50
15：05

～15：25
15：35

～15：55
16：05

～16：25
16：35

～16：55

10：10
～10：30

10：40
～11：00

11：10
～11：30

11：40
～12：00

13：00
～13：20

13：30
～13：50

14：00
～14：20

14：30
～14：50

15：05
～15：25

15：35
～15：55

16：05
～16：25

16：35
～16：55

1月27日(木)
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STEP6. 出展者へリアル展示会での商談予約をする

<参考>面談予約・即時商談リクエスト時のエラー表示について

◆リアル会場での商談日程について
申込のあった希望日程を参考に、
下記タイムテーブルに準じ、事務局にて日時を決定いたします。
決定後、ご登録のメールアドレス宛に詳細のご連絡をいたします。
(送信元メールアドレス：chusho-mkt@tokyo-bigsight.co.jp)

展示会場内の商談コーナーはこちら



【参考】 マイページからできること

あなたの登録情報を
確認できます。
※修正が必要な際は

事務局までご連絡下さい。

気になる企業に
登録した企業一覧を

確認できます。

商談予約をした
企業一覧を

確認できます。

予約したセミナーを
確認できます。
新規予約・変更・

キャンセルはこちら
から行ってください。

リアル展来場者証の
ダウンロード・印刷が

可能です。
リアル展示会に
ご来場の方は

必ずA4・カラーで
印刷の上、

ご持参ください。
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