
開催のご案内 

2020年6月 

TECHNO-FRONTIER 事務局 

みなさまのご要望を受け、 
バーチャル展（9月8日～18日） 
が開催されます！！ 

Ver. 1 



●概要 

会   期 : 2020年9月8日（火） 10:00 ～ 9月18日（金） 17:00 
 
主   催 : 一般社団法人日本能率協会 
 
開催方法 : オンライン開催 
 
構   成 ： 展示ゾーン、特別講演、出展者セミナー 
 

展示会説明 
TECHNO-FRONTIER は、モータ／電源／センサなどの要素技術をはじめ、製品設計に
関する幅広い製品・技術の展示と、最新技術動向が学べるシンポジウムが同時開催 
されるショー&カンファレンスとして、1983年の初開催以来、研究開発や設計に関わる
エンジニアから多くの支持と高い評価を得てきました。 
 
2020年度、本展では新型コロナウィルス感染拡大防止に伴い中止となったTECHNO-
FRONTIER2020で失われた要素部品などのメーカーと開発・設計者間での商談機会を

創出するため、ウェビナー、バーチャル展示会などを活用したイベントを新たに企画し、
順次展開していきます。 



・TECHNO‐FRONTIERで想定していた商談機会の提供 
 【見込み顧客の創出と技術交流】 

・開発・設計／研究・開発エンジニアリスト（コアなリード） 
 獲得を中心に貴社製品PR機会の提供  

• TECHNO-FRONTIERバーチャル展示会2020開催  

• 2020年4月に開催予定でしたTECHNO-FRONTER が、新コロナ
ウイルスの影響により開催が中止 

• 商談機会の喪失 

●バーチャル展示会 開催の背景 

• 出展者へのアンケートを実施 



モータ技術 

メカトロニクスゾーン 

エレクトロニクスゾーン 

モーション・エンジニアリング 

メカトロニクス制御技術 

センシング・画像解析技術 

部品設計・加工技術 

次世代充給電技術 

バッテリー技術 

電子部品用材料 

電源・パワーエレクトロニクス 

EMC・ノイズ対策技術 

熱設計・対策技術 

対策技術ゾーン 

CASE/ADAS 

MaaS Tech 

特集ゾーン① 

（ものづくり） IoT 

特集ゾーン② 

特集ゾーン③ 

AI/Robotics Tech 

（開発・設計） DX 

特集ゾーン④ 

各カテゴリから 
１つ選択し登録 

(専門技術を強調) 

●展示ゾーン 従来の要素技術＋新規アプリケーション⇒来場者増 



• 時間場所に左右されない、天候 天災の影響を受けない 

• 来場者の情報が取りやすい※プランに依り提供するリストは異なります。 

  ⇒来場登録をした時点で、主催者が全情報を取得 

  ⇒閲覧したページ、資料DL、動画の視聴、アンケート  

    回収したけど答えてくれなかった割合etc 

• 出展・PRコスト削減 

 ⇒自社装飾費・制作費(データの二次利用)などコスト削減 

• 会期中は人手も手間もかからず準備も簡単 

• 遠方からの出展も容易 

 

 

●バーチャル展示会のメリット 



●TECHNO-FRONTIERの来場者の特徴 

開発・設計／研究・開発の 

エンジニアへのアプローチ
が可能 



●集客および動員 

●TECHNO‐FRONTIERメールマガジンでのPR 

（約20万件） 

 ⇒TECHNO-FRONTIER 技術シンポジウム参加者 

  ⇒ TECHNO-FRONTIER 来場者 

  ⇒日本能率協会が抱えるものづくり担当者 

●主催者講演による来場者の獲得 

●有名媒体に広告 

●キャンペーン アンケートやプレゼント作成 



料金体系プラン （税抜） 

提供リードの範囲 

WEB上露出頻度 

2020.4TECHNO/INDUSTRY-FRONTIER 
    交通インフラWEEK出展者 

オプションにより露出頻度UP 

参考URL https://jma-tf.com/virtual/exhibition/plan/ 



●各スポンサープランのご案内 

カタログスポンサー 

スポンサー料金（税抜） 

プラン内容 

※１：前回出展者とは、TECHNO-FRONTIER 2020 / INDYSTRY-FRONTIER 2020 / 交通インフラWEEK 2020 にお申込みいただいた企業・団体をさします。 
※２：会員とは、一般社団法人日本能率協会の会員をさします。 

前回出展者 ※１ 会員 ※２ 会員外 

１６０，０００円 ２００，０００円 ２４０，０００円 

●基本ブース（会社情報・ロゴ・問い合わせフォーム・キャンペーン） 
 
●資料ダウンロード者リスト 
 
●資料掲載数：２点まで 



●各スポンサープランのご案内 

シルバースポンサー 

スポンサー料金（税抜） 

プラン内容 

※１：前回出展者とは、TECHNO-FRONTIER 2020 / INDYSTRY-FRONTIER 2020 / 交通インフラWEEK 2020 にお申込みいただいた企業・団体をさします。 
※２：会員とは、一般社団法人日本能率協会の会員をさします。 

前回出展者 ※１ 会員 ※２ 会員外 

３６０，０００円 ４５０，０００円 ５４０，０００円 

●基本ブース（会社情報・ロゴ・問い合わせフォーム・キャンペーン） 
●自社ブース来場者リスト 
●資料ダウンロード者リスト 
●資料掲載数：５点まで 
●紹介動画：１点まで 



●各スポンサープランのご案内 

ゴールドスポンサー 

スポンサー料金（税抜） 

プラン内容 

※１：前回出展者とは、TECHNO-FRONTIER 2020 / INDYSTRY-FRONTIER 2020 / 交通インフラWEEK 2020 にお申込みいただいた企業・団体をさします。 
※２：会員とは、一般社団法人日本能率協会の会員をさします。 

前回出展者 ※１ 会員 ※２ 会員外 

１，０００，０００円 １，２５０，０００円 １，５００，０００円 

●基本ブース（会社情報・ロゴ・問い合わせフォーム・キャンペーン） 
●セミナー講演リスト（セミナー講演選択：１講演） 
●自社ブース来場者リスト 
●資料ダウンロード者リスト 
●出展者セミナー枠（※オプション） 
●資料掲載数：１０点まで 
●紹介動画：１点まで 



●各スポンサープランのご案内 

プラチナスポンサー 

スポンサー料金（税抜） 

プラン内容 

※１：前回出展者とは、TECHNO-FRONTIER 2020 / INDYSTRY-FRONTIER 2020 / 交通インフラWEEK 2020 にお申込みいただいた企業・団体をさします。 
※２：会員とは、一般社団法人日本能率協会の会員をさします。 

前回出展者 ※１ 会員 ※２ 会員外 

３，０００，０００円 ３，７５０，０００円 ４，５００，０００円 

●基本ブース（会社情報・ロゴ・問い合わせフォーム・キャンペーン） 
●セミナー講演リスト（対象となるセミナー講演より選択：３講演） 
●ゾーン来場者リスト 
●自社ブース来場者リスト     ●資料ダウンロード者リスト 
●ロゴ（バナー）掲載 中 
●特別セミナー枠 １枠 
●出展者セミナー枠（※オプション） 
●資料掲載数：１５点まで 
●紹介動画：１点まで 

※限定６社 



●各スポンサープランのご案内 

スペシャルスポンサー 

スポンサー料金（税抜） 

プラン内容 

※１：前回出展者とは、TECHNO-FRONTIER 2020 / INDYSTRY-FRONTIER 2020 / 交通インフラWEEK 2020 にお申込みいただいた企業・団体をさします。 
※２：会員とは、一般社団法人日本能率協会の会員をさします。 

前回出展者 ※１ 会員 ※２ 会員外 

４，４００，０００円 ５，５００，０００円 ６，６００，０００円 

●基本ブース（会社情報・ロゴ・問い合わせフォーム・キャンペーン） 
●全来場者リスト（ブース・セミナー） 
●セミナー講演リスト（対象となる全ての講演） 
●ゾーン来場者リスト 
●自社ブース来場者リスト    ●資料ダウンロード者リスト 
●ロゴ（バナー）掲載 大 
●特別セミナー枠 １枠      ●出展者セミナー枠（※オプション） 
●資料掲載数：１５点まで 
●紹介動画：１点まで 

※限定３社 



～貴社にご用意いただくもの（基本）～ 
１、会社情報 
２、貴社ロゴ 

３、技術資料・カタログ（ダウンロード用）※点数はプランに依る 

４、お問い合わせ窓口の設定 
～以下ご希望があればプラン・オプションに応じて～ 
５、貴社技術・製品の紹介動画 ※オプションで更に追加可能  

６、出展者セミナー※有料で動画制作お手伝いします。 

7 、プランに応じてリード提供の範囲の選択が可能  
                       （質と数が変化） 
8 、特別セミナー・出展者セミナー・バナー掲示を追
加し、WEB上で製品PR／露出を増やすことも可能 

●リード獲得をサポート 



スケジュール（予定） 

6月2日     WEBのにて申込受付開始 

7月17日（金） お申込み締切 

8月上旬    プレオープン／来場登録開始 

8月28日（金） 費用お支払い期限（予定） 

9月  8日（火） 10:00～18日（金）17:00 会期 
 

※資料アップロードの日程は別途連絡 

 

参考URL https://jma-tf.com/virtual/exhibition/flow/ 
 

 



お問合せ先 

〒105-8522 

東京都港区芝公園３－１－２２ 

一般社団法人日本能率協会 

産業振興センター内 

TECHNO-FRONTIER 事務局 

03-3434-0587  tf@jma.or.jp 

担当：飯田、国部(こくぶ)、堀内、海老原、内田  

 


