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ITABASHI INDUSTRIAL EXHIBITION 2021ご拶挨 開催内容

　この度は「第 25 回いたばし産業見本市 製造と加工技術展 2021」にご出展いただき、 

誠にありがとうございました。

　ご出展の皆様、後援団体ならびに関係各機関の皆様から多大なるご支援、ご協力 

いただき、無事会期を終えることができましたこと、改めて御礼申し上げます。

　ここに、今回の開催結果をまとめましたので、ご報告いたします。

　今後も地域産業の活性化のため、より一層尽力して参りますので、引き続きご支援、

ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

いたばし産業見本市実行委員会事務局

展 示 会 名 第25回 いたばし産業見本市
製造と加工技術展2021

会 期
2021年�11月11日（木）10:00〜17:30�

11月12日（金）10:00〜17:00

2021年11月��1日（月）10:00〜11月30日（火）17:00

会 場 植村記念加賀スポーツセンター�
（東京都板橋区加賀1-10-5）

入 場 料 無料

主 　 催 公益財団法人板橋区産業振興公社／
板橋区／いたばし産業見本市実行委員会

後 　 援 独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部、地方独立行政法人東京都立産業技術研究セン
ター、公益財団法人東京都中小企業振興公社、一般社団法人東京工業団体連合会、東京商工会
議所、ジェトロ東京、公益社団法人日本技術士会、一般社団法人板橋産業連合会、板橋区商店
街連合会、東京商工会議所板橋支部、公益社団法人板橋法人会、板橋区印刷関連団体協議会、 
一般社団法人東京中小企業家同友会板橋支部、公益社団法人東京青年会議所板橋区委員会、 
一般社団法人板橋中小企業診断士協会、東京都立北豊島工業高等学校、産経新聞社、東京新聞、
毎日新聞社、読売新聞社、日本経済新聞社、日刊工業新聞社、特定非営利活動法人経営支援
NPO クラブ、特定非営利活動法人コアネット、一般社団法人日本光学会、板橋区しんきん 
協議会　（順不同）

出 展 者 数 会場開催＋オンライン出展�•••••••••••••62社・団体
オンライン出展のみ�•••••••••••••••••••26社・団体

オンライン

オンライン

会場

会場

1,081名　【内訳】�11月11日（木）晴れ：508名�
11月12日（金）晴れ：573名

42,148PV　【トップページアクセス数】19,855PV

来 場 者 数
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企画展示会場風景

●令和３年度 板橋製品技術大賞 受賞企業及び製品
■ 最優秀賞 株式会社ルケオ 近赤外型歪検査器 LSM-9100WNIR

■ 審査委員長賞 株式会社ハイキャスト ART OBJECT OVEN 『PIZZA EGG』

■ 板橋防災賞 株式会社新日本エントランス たすかるドア

■ 優秀賞（板橋産業連合会賞） 株式会社アイ工芸 LEDエッジパーテーション

■ 優秀賞（東京商工会議所板橋支部賞） カツマタデザイン フィンガースリッパ

■ 優秀賞（板橋法人会賞） 株式会社志村製函所 プラスチックダンボール製パーテーション 「だんぱーてEat」

■ 審査委員賞 株式会社SWコーポレーション 電気柵漏電防止保護具「エスケープボア」

エコ技術研究所合同会社 水の気化熱により冷却する日除け 「打ち水スクリーン」

ファースト電子開発株式会社 コロナウイルス対策ドライブインシアター等用 ミニFM放送装置・ミニFM中継放送装置

ヤヨイ化学販売株式会社 OXCY UV-LED Light

SLEPT WELL（スレプトウェル） 摂食・嚥下時の姿勢保持装具 CORRECT WELL（コレクトウェル）

株式会社出羽紙器製作所 多機能ダンボールベッド「だんベッド」

株式会社コールサック社 俳句かるたミックス 松尾芭蕉30句

●令和２年度 開発チャレンジ補助金事業 採択開発テーマ一覧
日本特殊光学樹脂株式会社 UV-SWIR広帯域透過レンズの開発

株式会社ベックス 細胞分析用革新的リアルタイム測定機器開発

株式会社ユーテクノロジー 画期的なボトル容器検査システムの開発

鈴与工業株式会社 納豆生産における発酵工程の納豆発酵状況モニタリングシステムの開発

株式会社オプティマ 腐食を起こしにくい過酸化水素ガス除染システム開発

板橋区の産業にまつわるパネルや（公財）板橋区産業振興公社、
板橋区、関連団体のパンフレットやパネルを設置しました。

板橋区PRコーナー

「令和３年度 板橋製品技術大賞」の受賞製品の展示や映像の放映、 
「令和２年度 開発チャレンジ補助金事業」の採択開発テーマ等の紹介を行いました。

板橋区発 新製品・新技術紹介コーナー
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企画展示 出展者支援事業

日常的に区内企業を巡回し、ものづくり企業の商取引を仲介、斡旋している企業サポートコーディネーターが
専用ブースに待機し、発注先を探している来場者等の相談に応じ、出展者や区内企業を紹介しました。

企業紹介コーナー　［（公財）板橋区産業振興公社］

出展者交流会

出展者のPRコメントを掲出したパネルの展示と、事前に募集した会社概要・製品情報等のカタログを設置しました。

出展者PRコーナー

オンラインのみの出展者に対しても、来場者がオンラインページを自由に閲覧できるようPCを設置しました。

PC閲覧コーナー

開 催 日 時

会 場

参 加 者

2021年11月11日（木）17：45〜18：30

見本市会場内　商談・休憩コーナー

坂本 健　いたばし産業見本市実行委員会 会長 （板橋区長、（公財）板橋区産業振興公社 理事長）
いたばし産業見本市出展者

配 信 日 時 2021年8月18日（水）〜

テ ー マ 出展に成功する展示会ブースの考え方
集客効果を2倍にする展示会出展のポイント

配 信 場 所 第25回いたばし産業見本市 出展者マイページ（出展者説明会内）

講 師 竹村 尚久氏　SUPER PENGUIN 株式会社　代表取締役 

出展者支援セミナー 《オンライン》
見本市を最大限に活用していただくために、効果的な出展方法に関するセミナーを収録し、配信いたしました。

オプション施策
施　策 内　容 定　員

30秒PR映像製作 出展者が展示する製品等の30秒PR映像を事務局が代行して作成しました。 上限なし

製品PRパネル作成 出展者が展示する製品等のPRパネルを事務局が代行して作成しました。 先着10社
（会場出展者限定）

マッチング相談会 マッチングの専門家による事前の個別相談会を実施しました。 先着10社
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実施セミナー 出展企業・団体一覧

アーカイブ配信あり

アーカイブ配信あり

アーカイブ配信あり

アーカイブ配信あり
会場出展

オンライン出展

協賛企業

▼ 板橋区関連企業によるパネルディスカッション

講 演 日 2021年11月11日（木）10：30〜11：30

テ ー マ ものづくりの未来を語る
〜今後求められる人材・働き方とは〜

アーカイブ期間 2021年11月17日（水）10：00〜11月30日（火）17：00

板橋区に所縁のある企業の経営層や有識者をパネリストに迎え、これからの板橋の産業について意見交換を行いました。

医療機器分野のものづくりに精通した講師を招き、現代の医療現場で必要とされている医療機器や技術に関するセミナーを開催しました。

特別協賛：公益社団法人板橋法人会

登 壇 者 佐
さ と う

藤 知
ともまさ

正氏
東京大学名誉教授
CLARK NEXT Tokyo名誉学長
元日本ロボット学会会長

𠮷
よしむら

村 健
け ん た ろ う

太郎氏
株式会社ルケオ
代表取締役社長

清
し み ず

水 雄
ゆういちろう

一郎氏
三興塗料株式会社
代表取締役

▼ 基調講演①

講演タイトル 業績を V 字回復させる秘訣
講 演 日

2021年11月11日（木）13：00〜14：00

アーカイブ期間

2021年11月17日（水）10：00〜11月30日（火）17：00

講 師 ハロルド・ジョージ・メイ氏
元新日本プロレスリング株式会社 社長
元株式会社タカラトミー 社長
アース製薬株式会社 社外取締役

▼ 基調講演②

講演タイトル 会社を創るプロモーション戦略とは
講 演 日

2021年11月12日（金）11：30〜12：30

アーカイブ期間

2021年11月17日（水）10：00〜11月30日（火）17：00

講 師 石
いしわたり

渡 美
み な

奈氏
ホッピービバレッジ株式会社
代表取締役社長

▼ 医工連携セミナー

講演タイトル 歯科材料・器械における
中小企業の参入事例および今後の可能性

講 演 日

2021年11月12日（金）14：00〜15：00

アーカイブ期間

2021年11月17日（水）10：00〜11月30日（火）17：00

講 師 宮
みやさか

坂 平
たいら

氏
日本歯科大学
名誉教授

企業・団体名

カテゴリー 企業・団体名 小間番号

医療・健康・福祉関連

コメット株式会社 K-4
株式会社サンオキ K-1
三興塗料株式会社 K-3
株式会社HANA K-6
株式会社ヤマト K-5

環境関連

板橋金属工業株式会社 C-1
株式会社エイアイティ C-4
エコ技術研究所合同会社 C-2
森本鐵鋼産業株式会社 C-3
一般財団法人RINRI SDGs推進協議会 C-5

IT・情報関連
株式会社サステナ L-2
株式会社泉壽 L-1

その他製造業

株式会社アイカム A-14
株式会社アスカ A-12
アンドワン株式会社 A-11
株式会社オムコ東日本 A-13
株式会社サーランド・アイエヌイー A-8
株式会社サイトウ製作所 A-7
株式会社志村製函所 A-9
城北化学工業株式会社 A-6
株式会社新日本エントランス A-3
綜合建設株式会社 A-4
大光ルート産業株式会社 A-1
タカハシ金型サービス A-10
パル・ユニット株式会社 A-2
株式会社松田技術研究所 A-5

中小企業支援

東京信用保証協会 B-5
公益財団法人東京都環境公社 B-1
東京都行政書士会板橋支部 B-2
日本政策金融公庫 B-4
日本弁理士会 関東会 B-3

カテゴリー 企業・団体名
光学・精密機器 岡谷市
鉄鋼・金属 ザオー工業株式会社
電気・電子 株式会社ソナスリンク
印刷関連 株式会社安心堂
環境関連 株式会社鈴木商館
その他製造業 飯田電子設計株式会社

中小企業支援
SDGsいたばしネットワーク
埼玉工業大学
一般社団法人東京中小企業家同友会 板橋支部

開発研究

国立研究開発法人理化学研究所開拓研究本部
大森素形材工学研究室

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
日本大学産官学連携知財センター

カツマタデザイン 株式会社グッドスタッフ コメット株式会社
株式会社サンオキ タカハシ金型サービス 有限会社冨士光

カテゴリー 企業・団体名

協力機関

板橋区環境政策課／クール・ネット東京
板橋区観光協会
板橋区産業振興課
板橋区政策経営部政策企画課
板橋区文化・国際交流課
公益財団法人東京都中小企業振興公社
東京都立北豊島工業高等学校
東京都立中央・城北職業能力開発センター板橋校
東洋大学

信用金庫

朝日信用金庫
巣鴨信用金庫
瀧野川信用金庫
東京信用金庫
東京東信用金庫

カテゴリー 企業・団体名 小間番号

光学・精密機器

株式会社井澤 E-1
XYZプリンティングジャパン株式会社 E-9
株式会社清原光学 E-3
ジーフロイデ株式会社 E-6
日本特殊光学樹脂株式会社 E-4
株式会社フジタ・ジャパン E-8
株式会社ユーカリ光学研究所 E-5
ユニオン光学株式会社 E-7
株式会社ルケオ E-2

機械
（一般機械等）

JDF株式会社 H-3
株式会社ティエーシーエス H-2
株式会社美彫社 H-1

鉄鋼・金属
株式会社有我工業所 I-1
コンゴーテクノロジー株式会社 I-2

化学 公益財団法人野口研究所 J-1

プラスチック

三光化成株式会社 D-2
昭和電器株式会社 D-1
タカプラリサイクル株式会社 D-6
フィルプラス株式会社 D-4
港プラスチック工業有限会社 D-5
ユニオン合成株式会社 D-3

電気・電子
サニー産業株式会社 F-3
ジーエム株式会社 F-1
ファースト電子開発株式会社 F-2

印刷関連

あけび動作の学校株式会社 G-6
大村製本株式会社 G-1
株式会社オフセット岩村 G-2
クリエイティブアドワークスムラカミ G-4
株式会社正栄マーク製作所 G-5
株式会社日本ラベル G-3

医療・健康・福祉関連 イワツキ株式会社 K-2
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オンライン会場小間割図

▼出展者検索 ▼セミナー予約
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ITABASHI INDUSTRIAL EXHIBITION 2021来場者情報 ※�来場登録された方のアンケート結果の一部です広報活動

・出展募集DMの送付
・出展募集メールの配信
・広報紙「広報いたばし」への掲載
・いたばし産業見本市ホームページでの情報発信
・板橋区および板橋区産業振興公社ホームページでの情報発信
・板橋区産業振興公社及び関連団体によるメールマガジン配信
・板橋区産業振興公社Twitter・Facebook等での情報発信
・工団連への広告掲載
・産連ニュースへの出展案内パンフレットの同封

出展者募集活動（6～8月）

来場者誘致活動（10～11月）
名称 数量 発行日・期間 発行・運営主体等

招待券の配布 約30,000部 10月〜11月 いたばし産業見本市実行委員会

来場誘致メール 約13,000件 10月〜11月 計8回 いたばし産業見本市実行委員会

広報紙 「広報いたばし」 約177,000部 10月2日号 板橋区

広報紙 「産連ニュース」 420部 10月号 一般社団法人板橋産業連合会

広報紙 「法人いたばし」 4,500部 10月号 公益社団法人板橋法人会

東商板橋支部
その他関連団体によるメールマガジン - 随時 -

各メディアへのプレスリリース配信 約420社 10月21日 板橋区、㈱日広通信社

リスティング広告・ターゲティング広告等 - 10月〜11月 いたばし産業見本市実行委員会

いたばし産業見本市ホームページ - 10月1日〜 いたばし産業見本市実行委員会

板橋区及び板橋区産業振興公社ホームページ - 10月1日〜 板橋区、
公益財団法人板橋区産業振興公社

板橋区産業振興公社
Twitter・Facebook等での情報発信 - 随時 公益財団法人板橋区産業振興公社

JETROのホームページに展示会情報を掲載 - 10月〜11月 日本貿易振興機構（ジェトロ）

駅貼りポスターの掲出
（巣鴨駅／神保町駅／板橋区役所前駅） 6枚 10月〜11月 いたばし産業見本市実行委員会

車内広告（都営三田線まど上ポスター）の掲出 250部 10月〜11月 いたばし産業見本市実行委員会

商店街へのA4ポスター掲載（王子新道沿い） 15部 11月 いたばし産業見本市実行委員会

ディスプレイ広告・Facebook広告 - 10月〜11月 いたばし産業見本市実行委員会

Q1 あなたの業種は？

Q2 あなたの職種は？

Q3 本展示会で関心のあるものは？（複数回答）

Q4 本展示会を知ったきっかけは？（複数回答）

0 5 10 15 20 25%

医療・福祉

鉄鋼業

金属製品製造業

プラスチック製品製造業

化学工業

印刷・同関連業

情報通信機械器具製造業

繊維・衣料

食料・飲料製造業

その他製造業

建設・土木

情報通信

運輸・物流

卸売・小売業

金融・保険業

不動産業

生活関連サービス業

学術・開発研究機関

官公庁

その他

電機機械器具製造業
4.1%
4.1%

0.3%
4.4%
3.7%

0.7%
5.4%

0.0%
0.7%
0.7%

7.4%
3.7%

2.0%
1.0%

14.5%
11.1%

1.0%
2.7%
1.7%

5.7% 25%

0 10 155 20 25 30 35%

研究・開発

その他
事務

経営・管理
宣伝・企画
営業・販売
資材・購買
生産・製造
品質管理

設計
7.5%

3.8%
0.5%
4.7%

2.4% 32.1%

5.2%
15.1%

9.4%
19.3%

0 5 10 15 20 25%

主催者からの招待券

出展者からの招待券

主催者からの案内メール

出展者からの案内メール

広報いたばし

公式ホームページ

メールマガジン

インターネット広告

SNS

ポスター（駅貼り）

ポスター（電車内）

ポスター（その他）

その他

21.2%
19.8%

5.7%
5.7%

18.9%
9.4%

0.0%
2.4%
1.4%
3.3%

0.5%
3.3%

8.5%

0 10 20 30 40%

その他

セミナー

企画展示

板橋区の産業を知るため

大学・研究機関との連携

製品、技術、企業情報の収集

ビジネス（商談など） 17.8%
30.2%

3.2%
33.8%

9.3%
2.5%
3.2%
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来場者アンケート結果《会場開催》※�会場出口にてご記入いただいたアンケート結果の一部です

Q6 次回も会場開催にご来場いただけますか

Q7 その他、来場者からのご意見・ご感想

	●展示ブース上のQRコードよかったです。
	●WEBで得られない情報があり、また立地が近く相談しやすい
会社様が一同に集まっており貴重なイベントだと思います。
	●感染対策等の対応をしっかりされており、安心して視察できま
した。
	●コロナ禍での開催の意義が大きいと思います。
	●リアルで出会える機会が良い。
	●セミナーは是非続けて欲しい。
	●企業の担当者向けだけでなく一般人、学生も呼掛けできると良
いです。
	●皆さんとても温かく熱い思いを持った方々でした。
	●コロナが収まったら、出展ブースの数を増していただけると有
難いです。
	●コロナが収束して来場者が増えることを願っております。
	●今までに比べて展示・出展ともに工夫されているのが理解できた。

	●幅広い分野での産業があり今後の発展が楽しみです。
	●事前に会場にて本企画を知りましたが、広く告知されればより
多くの方々が、足を運ぶのではないかと思いました。
	●電車の広告で、見本市を知りました。とても面白かったです。
ありがとうございます。
	●どの展示物も魅力があり、商機を得られた。
	●イベントの仕切りとしては、ストレスなく良い感じになってい
た印象。受付時バッグを頂けたのは便利だった。
	●会場がとても清潔で良かったです。
	●企業の方にたくさん話を聞くことができ、有意義な時間をすご
せました。
	●大規模な見本市にはないathomeな雰囲気がよかった。
	●金属、樹脂加工に特化した展示会を希望。

Q1 本見本市（会場開催）の全般的な感想

Q3 興味を持ったエリアはありましたか（複数回答）

Q4 今回の滞在時間

Q2 本見本市へのご来場回数

Q5 来場した成果はありましたか（複数回答）

Q1. 理由
	●地域の企業の事業内容が分かりました。
	●コロナの大変な状況下で開催され、大きな意義がありました。
	●久しぶりの展示会にて実際に目で見るとオンラインと違った。
	●板橋区の会社の方々から熱い思いが感じられました。
	●各企業様SDGsに取り組んでいて素晴らしいと思った。
	●新しい知見や出展されてた会社とつながりを持てた。
	●初めて会場を訪れましたが予想以上に収穫のあるもので満足しました。
	●実物を見ながら様々なお話もでき、よかった。
	●期待以上に興味深い企業ブースが多かったです。
	●様々なアイデアの商品を見ることができました
	●面白い商材を扱っている会社様とごあいさつできた。
	●誇れる企業が地元に多くある事を知る事が出来た。
	●内容は濃いですが、もう少し企業数が多いとなお良かったです。

Q6. 理由
	●色々な技術や商品に触れることができ、たくさん発見がありま
した！
	●今年は出展数が減ってしまいましたが、来年、回復するのを楽
しみにしています。
	●いろいろな職種があり、視野が広がった。
	●今回とラインナップ（紹介する商品）が変わるなら来たいと思う。
	●もっと多くの企業が参加してほしい。比較が見たいので。
	●事前に出展企業を細かくチェックしたい。
	●毎年常連の出展企業のその後の姿と新しい出展を楽しみにして
います。
	●板橋区に新しい企業の芽が出来るか見たい。
	●新しい加工技術を搜したい。
	●AIやブロックチェーンなどイノベーション分野の企業を多く
集めてほしい。

満足
38.1%

普通
23.3%

やや満足
33.3%

やや不満 3.9%
未回答 0.5%不満 0.9%

4回目6.1%

3回目9.9%

未回答 0.6%

初めて
51.4%

2回目
11.6%

5回以上
20.3%

30分未満
17.5%1時間～

2時間未満
26.9%

30分～
1時間未満
48.1%

2時間以上 6.8% 未回答 0.8%

0 2010 30 40 50 60 70%

出展企業の展示エリア

セミナー

板橋区発 新製品
新技術紹介コーナー

板橋区PRコーナー

出展者PRコーナー

その他

66.2%

9.0%

40.6%

9.1%

14.9%

0.9%

0 2010 30 40 50 60%

その他

成果はなかった

購入したいモノが見つかった

板橋区の産業について
知ることが出来た

専門的な知識が得られた

企業・団体等との連携のきっかけを
作れた（作れそうである）

情報交換・情報収集ができた

企業・団体等との商談に結び付いた
（結びつきそうである） 8.5%

50.5%

14.0%

18.9%

44.7%

11.0%

3.3%

1.4%

未定 6.6%
来場しない 0.3%

未回答 0.6%

是非
来場したい
54.4%

時間があれば
来場したい
38.1%
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来場者アンケート結果《オンライン開催》 ※�オンラインページにてご記入いただいた
アンケート結果の一部です

Q1 本見本市（オンライン開催）の全般的な感想

Q1. 理由
	●全体的にこじんまりしたイメージ。
	●オンライン展示が良かったと思います。
	●展示風景を個別に確認したかった。
	●ものづくり企業様とは、会場にて直接話をしたかった。
	●ご経営者と交流が出来ました。出展理由、会社の未来への想い
を直接聞けました。
	●オンラインは動線が分かりづらかったです。
	●オンライン展示はホームページ上と似ているので、一工夫して
欲しいと思います。

Q3 出展者個別ページの感想

Q3. 理由
	●プラスチックのリサイクル動画が面白かった。
	●出展者の新しいアイテムが掲載されていて良かったと思います。
	●個別の特色が出ればよかったと思います。
	●オンラインよりも会場の方が見応えがある気がする。
	●オンラインでの見せ方の工夫が感じられました。
	●綺麗で見やすかった。

	●展示ブースの製品掲載の状況がウェブでみられると、より	
よかったと思います。
	●運営、ご準備大変だったかと存じます。素敵な見本市を開催	
そして参加させていただき誠に有難うございました。

Q2 閲覧した出展者の数

Q4 貴名受け機能の感想

Q5 お問い合わせ（チャット）機能の感想

Q7 本見本市（会場開催含む）へのご来場回数

Q9 次回もご来場いただけますか

Q6 オンライン商談予約機能の感想

Q8 来場した成果（複数回答可）

Q10 その他、来場者からのご意見・ご感想

使用して
いない
72.7%

普通 9.1%

不満 9.1%

満足 9.1%

4回目9.1%

初めて
27.3%

2回目
18.2%3回目

18.2%

5回以上
27.3%

18.2%

未定
18.2%

来場しない
9.1%

会場開催に
来場したい

36.4%

18.2%

オンライン開催
に来場したい

会場開催・オンライン開催
どちらも来場したい

使用して
いない
72.7%

普通 9.1%

不満 9.1%

満足 9.1%

0 20 40 80%

成果はなかった

購入したいモノが見つかった

板橋区の産業について
知ることが出来た

専門的な知識が得られた

情報交換・情報収集ができた

18.2% 72.7%

9.1%

18.2% 72.7%

9.1%

9.1%

企業・団体等との連携のきっかけを
作れた（作れそうである）

企業・団体等との商談に結び付いた
（結びつきそうである）

やや満足
45.5%普通

18.2%

やや不満
18.2%

不満 9.1% 満足 9.1%

やや満足
9.1%

満足
18.2%

使用して
いない
54.5%

普通 9.1%

不満 9.1%

満足
27.3%

やや満足
45.5%

やや不満 9.1%

普通 9.1%

不満 9.1%

0 10 20 30 40%

20

15
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6

5

2

0

9.1%

9.1% 36.4%

9.1%

18.2%

9.1%

9.1%
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出展者アンケート結果 ※�見本市にご出展いただいた出展者のアンケート結果の一部です

Q1 本見本市（会場開催）の全般的な感想

Q1. 理由
	●コロナの影響がまだ残る中、想像していたよりも盛況だった。
	●思っていたよりビジネス来場者が多かった。
	●期待以上の来場者と、会場は通路が広かった点です。
	●コロナが落ち着いてすぐの開催だったからか、企業の方の来場
が多かった。
	●ブースへの立ち寄りの方が多かった。
	●思いのほか、多くの方に来て頂いた。
	●来場者が少ない、大手企業がいなかった。
	●来場者数が若干少ないように感じた。
	●受注につながりそうな訪問者が、例年より少なかった印象。
	●コロナウイルス対策がされ、ゆったりとした会場で良かったで
す。残念ながら来場者が少なかった。
	●出展社数、来場者数共に密にならない程度で良かった。
	●有力な見込み顧客と接点を持てていない。
	●来場者も少なく展示効果は見込めず。
	●一見さんが多く、知名度向上に繋がった。
	●同業、他業種まで幅広く弊社製品の認知を広げることができた。
	●地域住民への認知度が向上した。
	●数件、今後において協業やご依頼をいただけそうな話がありま
した。
	●有効な商談につながりそうな出会いがあった。

	●商談にはつながらなかったが、多方面の方と交流ができ参考に
なった。
	●様々な企業の方とお話しができたため。
	●幅広い業種の方と話をし、つながりをもつきっかけになれた。
また展示会に出展する上での利点や反省点などを得られる良い
機会になったため。
	●様々な企業の取り組みや製品を知ることができたため。
	●出展企業をもう少し増やしてもよかったと思う。
	●同時期に行われた板橋マルシェも、近い場所で開催できればさ
らに良かった。
	●例年に比べ訪問者の数は少なかったが、その分真剣に新規ビジ
ネスや新しい商材を探している人と話ができたので、その点が
よかった。
	●反響が今一つ。
	●限られた時間・人員・コストで行ったが、満足のいく展示が出
来た。
	●弊社ブースへの来客が多かった。製品に関心を持ってくださる
方が多かった。
	●ブースがもう少し広ければと思います。
	●本学における研究成果を広くアピールすることができたため。

Q2 今回のご出展について

A 主な出展目的（複数回答） B A の出展目的の達成度

C 出展した効果（複数回答）

満足
32.1%

やや満足
33.9%

普通
23.2%

やや不満 10.7%

ある程度
達成できた
47.3%

あまり達成
できなかった
33.8%

達成でき
なかった
10.8%

達成できた 5.4%未回答 2.7%

0 20 40 8060%

その他

知名度・
企業イメージの向上

新規顧客の開拓

自社製品・技術・
サービスのPR

企業・大学・
研究機関等との連携

企業との情報交換、
情報収集、関係強化

企業との商談 47.2%

52.8%

23.6%
73.6%

58.3%

54.2%

8.3%

0 10 20 4030%

4.2%
36.1%

8.3%

19.4%

13.9%

22.2%

16.7%

2.8%

23.6%

13.9%その他

効果はなかった

大学・研究機関等と連携関係を築けた、築けそうである

企業と連携関係を築けた、築けそうである

同業他社・他業界と交流を持つきっかけとなった

製品・技術開発のヒントとなる情報を得ることができた

末端ユーザーと交流を持つきっかけとなった

末端ユーザーへの販売に結び付いた

企業との商談に結び付きそうである

企業との商談に結び付いた
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出展者アンケート結果

出展者からの感想
	●現状は商談にはつながっていないが、企業のイメージアップに
はつながっていると思う。
	●ログデータ等を取れるため。以前出展した別のオンライン展示
会より、よくできた仕組みだと感じる。
	●見やすく使いやすいと感じました。
	●前回より操作性などは改善されたと感じた。
	●閲覧数が思いのほかある。
	●出展にあまり慣れていない為、アピールの仕方がまだ把握でき
ていない。
	●営業の問合せが多い。
	●会場での展示ができないのは反響がわからない。
	●オンラインを重視していない。
	●商品登録などは操作が簡単で良かった。
	●登録なしでも閲覧が可能だったので去年に比べて見やすかった
印象。
	●簡単な操作入力で見やすいページが作成できた。
	●不慣れな部分もあり、十分活用できたとは言いがたい。次回、
改善したい。
	●アクセス数や問い合わせ数が少なかった。
	●視認性もよく操作性に問題はないと思います。
	●登録せずに閲覧できた点が、敷居が低く良かった。
	●時間や場所を選ぶことなく研究成果をアピールすることがで
きる。
	●入力も簡単で見やすいフォーマットであった。
	●出展の手間が最小限ですむ。

出展者からの感想
	●設定しやすかった。
	●今後につながる資料作成の機会を得た。
	●きれいに自動でレイアウトされてよかった。
	●表示パターンも複数選択肢があり、工夫されていると感じた。
	●動画による紹介も出来ている。
	●個社ページは見やすいと感じました。
	●使い慣れてくれば、データUPし易く。見栄えも悪くない。
	●編集しやすく、見やすい。
	●動画などを掲載できたのが良かったです。
	●オンライン出展の仕上がりがよかった。今後の出展対応の知見
を得た。
	●十分な情報を掲載することができた。
	●情報量が少なかったかも（弊社含めて）
	●出展にあまり慣れていない。
	●伝えたい内容が上手く表現できた。
	●簡単な操作入力で見やすいページが作成できた。
	●個社ページは入力した内容がわかりやすい物になっており、良
かったです。
	●入力する者のことがよく考えられた書式が用いられており、と
ても作業がしやすかったです。
	●プリセットがあったため迷わず作れた。
	●レイアウトを選べるので、置きたいコンテンツに合わせて見や
すいレイアウトを選べたのが良かった。
	●動画等の活用により視覚的にアピールできる。
	●簡単な手順で入力できた。
	●なかなか取り組む時間が取れなかった。
	●見やすかったが、サービスや製品をもう少し目立たせるページ
が良いのではないでしょうか。
	●画像の精度があがるとよりよい。

Q3 本見本市のオンライン開催について

A オンライン開催の全般的な感想（操作性や見易さ等） 出展者個社ページ
（企業情報・画像・動画等掲載ページ）について

B

出展者からの感想
	●オンラインの特性上、マッチする企業・商材ならば上手く活用で
きるとは思いました。
	●使い易さは向上した。
	●必要な機能は揃っていると感じました。
	●特に使用しなかったが、便利な機能だと思う。
	●商談件数が無かった。
	●反響は少なかった。
	●仕事につながる問い合わせは今のところない。
	●リモート展示で中を見てくれた件数はわかるが、誰が見たのか分
からないため、フォローできないのが残念。特に弊社製品は説明
が重要になるので。
	●チャット機能で返信できるのは良かった。
	●問い合わせが１件だったので、もう少し増やしたかった。
	●場所の制限を受けることなく商談できることが有効である。

出展者からの感想
	●解析が分かりやすかった。
	●自社ページへの訪問人数やクリック数が分かり、どの部分に興味
を持たれたかわかったので、よかった。
	●アクセス解析機能は良い機能だと感じました。
	●個別ページを解析できるのは良いシステムだと感じる。
	●少しずつ作り込んでいけた。
	●今後につながる資料作成の機会を得た。
	●操作性がよかった。
	●前回よりは見易くなっていると感じた。
	●修正など依頼したらすぐに対応してくださった。
	●アクセス解析ができるのは参考になった。
	●アクセス解析機能は分かりやすくて、今後の参考になると思います。
	●どのような方が閲覧しているのか情報が得られないので、今後
に活かしにくい。
	●不自由なく掲載することができた。
	●誰でも作成可能な簡単なフォームであり、フォーマットのバリ
エーションも３つくらいあったので、評価できる。

商談機能（貴名受・お問い合わせ・オンライン商談 
予約）について

C 出展者マイページ（画像・動画アップロードページ・
アクセス解析機能等）について

D

Q4 次回（令和４年度開催）のご出展について Q5 その他、出展者からのご意見・ご感想

	●毎年一般の方が多数だったが今回は半数以上企業関係者だった
気がします。
	●まだ認知度の低い弊社製品のPRを行うことができ良かったで
す。次回の参加も検討いたします。
	●製品の前向きな宣伝となりました。
	●25回も続いているので今後も続いてほしいが、数を増やすと
か、大手企業の参加を進めるなど工夫がほしい、SDGsの取組
アイコンはよかったです。もっとSDGsの取組についてや考え
方がつたわる仕組みがあると面白いと思います。
	●規模感が手頃で、当会にとっては次回も出展してみたいと思え
る見本市でした。
	●良い経験になりました。
	●期間中、展示会を見たという新聞社から、全国紙に「ものづく
りを支える中小企業の1社」として特集記事を組みたいという
相談が来ました。オンラインブースの作り方次第では、このよ
うな話も頂けるということで、今後の営業活動に役立てていき
たいと思います。ありがとうございました。
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