
－ハイブリッド展（オンライン出展 追加オプション） のご案内－

※オンライン会場各ページは現在作成中のため、実際の画面と異なる場合があります。
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開催にあたって

開催概要

中部プラスチックス連合会、（一社）中部日本プラスチック製品工業協会、日刊工業新聞社は、2021年9月29日から10月1日の3日
間、ポートメッセなごやにおいて「名古屋プラスチック工業展2021」を開催します。本展は、1963年に第1回を開催して以来、現在3年に一
度開催し、今回で33回目を迎えます。原材料から成形機、二次加工機、成形関連機器、コンパウンド設備、３Dプリンター、金型、計測、
製品、リサイクル技術までを総合的に網羅した、中部地区で最大規模のプラスチック産業の専門展示会です。

本ハイブリッド展では、来場者の名刺情報に加えてブース内の行動履歴から展示物への関心度を測ることが可能となるオンライン展示会と、
実機や製品を通じて来場者との直接の商談が可能なリアル展示会を繋ぎ、来場者が気になっている出展コンテンツにリーチしやすくなる仕組
みを構築します。来場者の求める情報に対し、出展者が有するコンテンツを双方向で結び付けるシステムを構築し、質の高いマッチング、
商談の機会を創出することを目的としております。

さらに日刊工業新聞社では媒体力を有する強みを活かし、新聞紙面や各種雑誌、電子版、ニュースイッチなどの活用により、本展の
周知および来場動員を図ってまいります。関係各位のご参加を心よりお待ちしております。

中部プラスチックス連合会、（一社）中部日本プラスチック製品工業協会、日刊工業新聞社

名  称:名古屋プラスチック工業展2021

会期／会場:リアル展示会   2021年 9月29日（水）～ 10月 1日（金） 10:00 ～ 17:00（最終日のみ16:00まで）
オンライン展示会  2021年 9月29日（水）10:00 ～ 10月15日（金） 17:00

主  催:中部プラスチックス連合会、（一社）中部日本プラスチック製品工業協会、日刊工業新聞社

後  援:経済産業省 中部経済産業局、愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所（順不同）

協  賛:日本航空宇宙工業会、日本ロボット工業会、日本自動車部品工業会、日本産業機械工業会、強化プラスチック協会、全日
本プラスチック製品工業連合会、日本プラスチック機械工業会、日本合成樹脂技術協会、日本精密測定機器工業会、プラス
チック循環利用協会、日本化学繊維協会 炭素繊維協会委員会、中部プラスチック金型協同組合、愛知県プラスチック成形工
業組合、岐阜県プラスチック工業組合、石川県プラスチック成型加工工業協同組合（順不同、法人格略）

名古屋プラスチック工業展2021
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ハイブリッド展示会とは ※画像は現在作成中のためイメージです。

名古屋プラスチック工業展2021は「オンライン展示会」「リアル展示会」の2会場での開催となり、両会場を総合してハイブ
リッド展示会と呼びます。以下はハイブリッド展示会の構成イメージです。

リアル展示会

リアル展示会の出展料金は別途「出展案内」をご参照ください

オンライン展示会

オンライン追加オプションの出展料金はP8をご覧ください

名古屋プラスチック工業展2021

名古屋プラスチック工業展2021
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出展のメリット① ※画像は現在作成中のためイメージです。

出展コンテンツに合わせて
両会場で効果的な展示を!

カタログや動画などで訴求が可能なものはオンライン展示会へ、
実機・実演展示などリアルでしか行えないものはリアル展示会
へ!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。

リアル出展ブースへの誘導ツールとして活用することで、リアル展示
会で質の高い商談が期待できます。また、リアル会期後には、予
定があわずリアル会場に来場できなかった層や来場された方への
フォロー情報発信ツールとして活用できます。

オンライン展示会

リアル展示会

ハイブリッド展示会として
両会場への来場者の動きを創出

ONLINE

回遊を促進 会場をまたいだ来場動線を創出!

会場によって異なる層にリーチ

オンライン展示会とリアル展示会の来場者層
はそれぞれ異なります。オンラインとリアルを組
み合わせた出展で、顧客見込客の取りこぼし
を防ぐことができます。

オンライン＆リアル開催時の来場について
（当社2020年オンライン秋展来場者アンケートより）
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リアル会場に来場する

両方来場する

オンライン会場に来場する

ハイブリッド展示会としてオンライン出展とリアル出展を掛け合わせることで、出展コンテンツの価値をより向上させます。

名古屋プラスチック工業展2021
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出展のメリット② ※画像は現在作成中のためイメージです。

リアル展示会への出展が難しい海外の
企業様

会期中でも
出展内容の入れ替えが可能

オンライン展示会の出展内容は、出展
者専用サイトから「いつでも」「何度でも」
編集出来ます。リアル出展ブースとのか
け合わせで効果的な情報発信・来場
者層へのアプローチが可能となります。

海外市場へのアプローチ

海外市場へのアプローチ

時間や場所の制限が少ない

開催時間や場所による制限が少なく
来場することができるのがオンライン展
示会です。
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。

国内市場だけでなく、海外市場にも
アプローチが可能です。
※出展者ページの翻訳につきまして
は企業様自身にてご対応ください。

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。
ログの取得機能などもご用意しております。

海外市場へのアプローチ

ハイブリッド展示会は、リアル会場での出展効果をより高め、
オンラインでの新たな顧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ツールとして、
オンライン+リアル出展ブースをご活用ください。

ハイブリッド展示会は、リアル会場での出展効果をより高め、
オンラインでの新たな顧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ツールとして、
オンライン+リアル出展ブースをご活用ください。

リアル展示会の補完として、オンライン展示会では以下のメリットがあります。

リアル展示会にどうしても出展できない
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、オンライン展示会を活用く
ださい。
※海外企業様に限ります。

名古屋プラスチック工業展2021
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公式サイトからオンライン展示会トップページへの遷移 ※画像は現在作成中のためイメージです。

公式サイト（https://nagoya-platen.com/ にオンライン展示会へのリンクボタンを設置します。

■展示会公式サイト

オンライン展示会入口
へのボタンをクリック

プラ展HP入口

■オンライン展示会トップページ

おもな要素（ページ）

●出展者検索（オンライン展示会）
●お知らせ
●来場者マイページ
●オンライン展示会入口
●名古屋プラスチック工業展HPへのボタン
●出展者専用サイト
●出展企業へのアポイント
●FAQ
●お問い合わせ

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

名古屋プラスチック工業展2021
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トップページからオンライン出展ブースへの遷移 ※画像は現在作成中のためイメージです。

平面ページ型

PC、スマートフォン、タブレットからの閲覧はい
づれも『平面ページ型』の表示のみとなります。
『立面ブース型』の用意はございません。

出展ブース（ページ）の表示方法

検索結果画面を経て
出展ブースへ

ブース来場者のログ（名刺情報・業種）がこのタイミングで取得できます

■トップページ ■各ページ■検索ページ

名古屋プラスチック工業展2021

①出展者検索 ②ページ選択



オンライン出展ブース機能説明 ※画像は現在作成中のためイメージです。

平面ページ型

出展ブースには以下の機能が標準装備されております。
来場者が出展ブースにアクセスした時点で、
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

❶写真・動画・PDF資料
お申込みいただいたオプションタイプに応じて表示が異なります。
写真5点、動画3点、PDF資料無制限にて掲載可能です。

❷リアルタイム・チャット
プランＢではリアルタイムチャット機能にて商談が可能です。
チャットスケジュール欄にタイムスケジュールを掲載できます。

❸お問い合わせ・商談予約フォーム
来場者からのお問い合わせ・商談予約に対応するフォームです。

【お問合せ・商談予約フォーム】

-7-名古屋プラスチック工業展2021



プランタイプ 出展料金 オンライン展示会の仕様

プランA 165,000円(税込)
写真5点・動画3点・PDF資料・出展企業へのアポイン

ト・お問い合わせフォーム

プランB 198,000円(税込)
チャット機能・チャットスケジュール・写真5点・動画3点・
PDF資料・出展企業へのアポイント・お問い合わせフォー

ム
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出展料金【リアル展示会+オンライン出展追加オプション】 ※税込価格

リアル会場ブースの
出展料金

1小間（約9㎡）あたり

■オンライン出展追加オプション料金と開催・実施方法

■室内・・・・264,000円

■島小間・・237,600円

■屋外・・・・132,000円

※全て税込み価格

名古屋プラスチック工業展2021



オンライン展示会への来場者誘致策① ※画像は現在作成中のためイメージです。

オンライン会場への集客を図るため、紙媒体・ネット媒体を駆使して来場者誘致をおこないます。

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展
示会へ誘導いたします。

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!

※イメージ

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・プレゼン
テーション企画

オンライン

リアル展示会

-9-名古屋プラスチック工業展2021



オンライン展示会への来場者誘致策② ※画像は現在作成中のためイメージです。
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※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。

ハイブリッド展の入場事前登録者へのリマインドメール
で出展者情報を掲載します。

｜入場事前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、
出展者情報を
掲載します。

出展者への集客策として以下のサービスをご用意しております。（実施料金に含まれます）

｜公式WEBサイトでの告知｜

公式WEBサイトに出展者
情報を掲載します。

※8月上旬～を予定。

出展者専用サイトの機能（標準装備）

① 出展ブース掲載情報の編集機能
② ブース来訪者情報（名刺情報、アクセス日時）の取得

※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。

名古屋プラスチック工業展2021



オンライン展示会への来場者誘致策③ ※画像は現在作成中のためイメージです。

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!

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7月頃より定期的に配信いたします。
事前登録方法、出展者プレゼンテーション・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、オンライン展示会のPR
（情報拡散）をおこないます。
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10月9月8月7月

オンライン会場への来場者誘致策④

オンライン展示会 全体スケジュール

・オンライン会場PRコーナーを設置
・サイン看板
・ハンディガイド(会場MAP)への開催情報掲載
・ちらしの設置
・講演ステージ内でのアナウンス など

出展者説明会
7月15日（木） 入場登録期間（8月上旬開始予定）

出展ブース情報
登録期間

オンライン会期
9月29日(水) ～10月15日(金)

出展申込期限
7月31日（土）

出展料金等入金期限
8月31日（火）

出展者専用サイト
閲覧期限

10月15日（金）
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出展募集
期間

・サイン看板の設置 ・チラシの配布
・会場MAPへの開催情報掲載
・アナウンス など

リアル会場での来場誘致策（予定）

ハイブリッド展示会だからこそできる『リアル展示会会場』から『オンライン展示会』への誘
致策により、非オンライン層（普段WEBを見ない層）の来場率を高めます。

名古屋プラスチック工業展2021



①下記URLから出展申込書データをダウンロードしてください。（展示会公式WEBサイトからもダウンロードいただけます。）
②出展申込書データに必要事項を入力後、メール添付にて本ページ下部に記載の展示会事務局までお送りください。

◆出展申込書ダウンロードURL
https://nagoya-platen.com/hybrid/

出展申込方法

別添の『出展規定』を必ずご一読いただき、規定に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。
出展申込書受領後、ご請求書を発行いたします。2021年8月31日（火）までにお振込みください。
※振込手数料はご出展者負担となります。

◎申込日以降～7月31日（土）・・・お申込み料金の50％
◎8月1日（日）以降・・・お申込み料金の100％

出展規定・キャンセル料

2021年7月31日（土）

出展申込期限

名古屋プラスチック工業展2021 事務局
日刊工業新聞社 名古屋支社イベントG 内
E-mail:nk-event@media.nikkan.co.jp
TEL:(052)931-6158、(052)931-5098
〒461-0001 名古屋市東区泉2-21-28
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出展申込方法／出展規定・キャンセル料／出展申込期限

お申込み・問い合わせ先

名古屋プラスチック工業展2021


