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オンライン展示会 出展のご案内 OnlineOnline



新型コロナウィルスの感染拡大により開催中止となった 2020 年のインターモールド／金型展／金属プレス加工技術展。
コロナ禍で、金型業界関係者をはじめ、様々な分野で活躍するモノづくり企業が最新技術・情報を発信したり、商談や
ビジネスマッチングの機会を失っています。
この度、オンライン展示会により、オンラインならではのモノづくり企業の集結を図り、開催地の垣根のない来場動員、
動画配信や資料提供、来場者とのチャット商談などでビジネスチャンスを提供します。　ぜひご参加ください。

名　称 　　INTERMOLD／金型展／金属プレス加工技術展 オンライン展示会
会　期 　　プレオープン 2020年 9月23日（水）～10月4日（日）
 　　メイン会期 2020年 10月5日（月）～10月16日（金）
    ※出展者情報公開期間は12月 23日（水）まで
入 場 料  無料（登録制）

来場者対象 金型・金属プレス業界関係者
主　　催  一般社団法人日本金型工業会
  一般社団法人日本金属プレス工業協会
運　　営 インターモールド振興会

オンライン展示会　開催にあたって

開催概要

INTERMOLD/金型展 /金属プレス加工技術展2020大阪展、名古屋展へ
お申込みをいただいた出展者は、今回は無料でご参加いただけます。

※事務局よりログイン ID等をお伝えいたします
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・来場者登録開始
・出展者情報 公開期間

・出展企業専用 ID/Pass
　にて情報登録

プレオープン出展募集期間 情報登録期間
・出展者情報 公開期間

出展者情報～閲覧期間～

9月23日（水）　   10月5日（月）～16日（金）     12月23日（水）8月7日（金） 8月31日（月）

・セミナー聴講
・商談チャット

メイン会期
申込締切日

8月31日（月）
申込締切日

8月31日（月）
開催期間

9月 23日（水）  9：00 プレオープン （企業情報公開と来場登録開始）
10月5日（月）  9：00 本オープン （オンラインセミナー聴講開始と商談チャット使用開始）
10月16日（金） 17：00 本クローズ （オンラインセミナー聴講終了と商談チャット使用終了）
12月23日（水） 17：00 オンライン展示会クローズ

開場時間



工作機械、工作機器、特殊鋼工具・超硬工具・ダイ
ヤモンド工具、機械工具 -研磨・砥石、精密測定器・
光学測定機・試験器、プレス機械、プラスチック加
工機械、プラスチック加工機械周辺機器および原材
料・副資材など、機械系・金型用 CAD／CAM／
CAEシステム、造形システム（ラピッドプロトタイ

出展のメリット

出展対象分野

ピングシステム）、試作・モデリング関連、FA関連機器・
装置、NC装置、自動プログラミング装置、生産管理シ
ステム、金型メンテナンス関連、切削工具、図書・文献・
資料、各種金型、成形サンプル、試作金型、各種研究機関・
工業会・組合など

新たな来場者層へのアプローチ
　オンライン開催により、コロナ禍においてコンタクトをとることが難しいターゲット層へPR が
　可能です。また、どの地域からでも金型・金属プレス業界関係者が気軽にオンライン展示会サイトへ
　アクセスができるため、来場できない方や、海外など遠方の見込み客も含めて商談を創出します。
　リアル展示会との連動企画も実施し、オンライン展示会×リアル展示会の相乗効果を生み出します。

出展者・来場者
間のチャットに
よる商談

出展者一覧ペー
ジでの出展製品・
サービス紹介資
料や動画掲出

各出展者実施の
セミナー動画配
信

業界著名人によ
るオンラインセ
ミナー動画の配
信

オンライン展示会に実装する主な機能
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オンライン展示会　構成

本番オンラインサイト（イメージ）

Pick UP

intermold.jp

OnlineOnline

2020.10.5 ～ 10.16
オンライン開催

2020.09.23 ～ 12.31
参加企業情報公開期間

開催概要 参加企業 ・ 団体 特別講演 テクニカルセミナー 2020 年東京出展ご検討の方へ

配 信 中

特 別 講 演 「 金 型 加 工 技 術 セ ミ ナ ー 」

『電動車駆動用モータ高効率化に向けたモータコア製造の
      技術開発動向』

株式会社テレビ大阪エクスプロ 技術本部 プロセス開発推進室 氏

1 0 月

講 演 開 始 ま で し ば ら く お 待 ち く だ さ い

モータ、パワーコントロールユニット（インバーター）、バッテリーは電動車の三種の神器に
位置づけられており、モータは電動化を支えるキーコンポーネントのひとつである。

本講演はモータの構成部品であるモータコアに焦点を当てる。バッテリーの電力消費を軽減するにはモータ
の鉄損低減は重要なテーマとなる。鉄損は主としてヒステリシス損と渦電流損から成り、低鉄損化にはモー

タコアの材料である電磁鋼板の薄板化が有効な手段として挙げられる。従来技術として普及しているだぼ
かしめによる電磁鋼板の積層方法は薄板には適していない。

『電動車駆動用モータ高効率化に向けたモータコア製造の
      技術開発動向』

株式会社テレビ大阪エクスプロ 技術本部 プロセス開発推進室 氏

モータ、パワーコントロールユニット（インバーター）、バッテリーは電動車の三種の神器に
位置づけられており、モータは電動化を支えるキーコンポーネントのひとつである。

本講演はモータの構成部品であるモータコアに焦点を当てる。バッテリーの電力消費を軽減するにはモータ
の鉄損低減は重要なテーマとなる。鉄損は主としてヒステリシス損と渦電流損から成り、低鉄損化にはモー

タコアの材料である電磁鋼板の薄板化が有効な手段として挙げられる。従来技術として普及しているだぼ
かしめによる電磁鋼板の積層方法は薄板には適していない。

オンライン来場者人数 012,469人

出展企業 テクニカルセミナー

OnlineOnline

出展者情報ページ
製品・サービス情報をカタログダウンロード機能や動画視
聴機能を通じて来場者にPRいただけます。
視覚に訴える製品ジャンルメニューによって、出展者情報
ページへのアクセス率を高めます。

オンラインセミナー（オプション有料）
出展者による技術セミナーのほか、主催者による業界セミ
ナー、技術セミナーも期間を限定して開講いたします（予
定）。セミナーを聴講するには登録が必要です。

商談チャット機能
期間中、来場者から出展者への問い合わせにチャット
機能を搭載。
チャットによるお問合せ
をご希望の方、オンライ
ン商談をご希望の方、
在宅勤務や訪問NGな
お客様とのコミュニケー
ションツールです。
ぜひ活用ください。
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出展企業ページ  チャット機能（イメージ）



9月23日～12月23日公開（予定）

□公開情報について
　１．企業／製品 PRテキスト
　２．出展ジャンル選択
　３．画像 (jpg）5点まで
　４．ダウンロード資料の公開（PDF：3点）
　５．動画データ（1点）
    ６．来場者との商談チャット機能

□ セミナー開講 80,000 円（税別）／ 60 ～ 90 分程度
       ・オンデマンド動画の場合は、動画素材は出展者が撮影の上、URLを登録。
　　閲覧期間を設定し、聴講登録者のタイミングに合わせて視聴可能とする。
      
　・ライブ配信の場合は、プログラムを事務局で事前に調整し、受講登録
　　を受け付けるが、それ以降は出展者が直接聴講登録者にコンタクト
　　して運営。
　・セミナー開講期間は、10 月 5日（月）～16 日（金）。
 　・聴講登録制。聴講者リストは、申込者へ提供

期間中、来場者から出展者への問
い合わせにチャット機能を搭載。
オンライン商談をご希望の方や
チャットによるお問合せをご希望
の方 . オンライン商談をご希望の
方、 在宅勤務や訪問NGなお客様
とのコミュニケーションツール。
ぜひ活用ください。

参加企業情報1 10月5日～16日公開（予定）オンラインセミナー2

10月5日～16日公開（予定）商談チャット3

出展プラン

出展料金： 175,000 円（税別）

＊開催中止となったインターモールド／金型展／
　金属プレス加工技術展 2020 大阪展、名古屋展へ
　申し込まれていた出展者様は、特別無料参加とします。　　　

ダウンロードした
来場者のデータの
取得が可能です

□有料オプションメニュー　※基本公開情報に追加で希望される方は別途料金

※セミナー開講、広告バナーは別途ご案内します
※上記金額はすべて税別価格です

※詳細は別途ご案内します

１　画像またはダウンロード資料の追加 　　　20,000 円／点
２　動画データの追加   　 　　50,000 円／点
　　セミナーの開講（60 ～ 90 分） 
　　セミナー配信期間は「10月5～16日」／聴講登録制。　 　80,000 円／本
　　聴講者リストは、申込者へ提供

      　①オンデマンド動画
３　　出展者が撮影編集の上、動画URL を登録。公開期間の視聴設定。
　　　  事前登録者は公開期間中の都合のいい日時に聴講可能。

      　②ライブ動画配信
　　　プログラムは事務局で調整し、受講登録を受け付けるが、それ以降は
　　　出展者が直接コンタクトして運営。

　　広告バナー ①：通常サイズ ※期間中掲載　　　　50,000 円 ／点
４　広告バナー ②：トップページバナー（大）　　 150,000 円 ・10 社限定
　　※ページ読み込みの際に、広告バナーを切り替える形式　　

全来場者登録制
オンライン展示会来場者は、登録制！
来場者がオンライン展示会で、閲覧した動画、ダウンロード資料など
から今後の貴社のセールスに役立てていただけます。オンライン展示
会を通じ多方面からのリードを得ることができるチャンスです。
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ご
注
意



オンライン展示会に出展登録された内容は、今後インターモールド／金型展／金属プレス加
工技術展へご出展いただいた際にも参照していただけるよう、各社の IDとパスワードを複数
年使用していくものになりました。大切に保管くださるようお願いいたします。

インターモールド振興会  担当：湯浅・森園
Mail:  infoim2020@tvoe.co.jp  　　TEL：06-6944-9911

その他規程　　　　

お問合せ

オンライン展示会出展取り消し

ID・パスワードの取り扱いについてお願い

出展に関する
問い合わせは
こちら

WEBサイトからの出展のお申し込み後、8日目以降に出展者の都合により出展を取消す場合は、
出展料金の全額を　キャンセル料として申し受けます。また、有料オプションメニューについて
も同様です。
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