
 
2020年11月18日(水)～21日(土) 
＠タイ、バンコク、BITEC 

＠オンライン 
 

～オンライン × オフライン～ 
ハイブリッドパッケージ 

のご案内 
 

NEW! 
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オフライン展示会フロアマップ METALEX 2020 開催概要 
名称：METALEX 2020 
              (ASEAN’s Largest International Machine Tool and Metalworking Technology     
               Trade Exhibition and Conference-34th Edition) 
 
会期：2020年11月18日（水）～21日（土） 
　　　10：00 AM - 18：00 PM  
 
会場：タイ、バンコク 国際展示場（BITEC） 
  
主催：REED TRADEX COMPANY 
 
設立年度：1987年 
  
出展製品：金属工作機械・金型・金属加工機械・機械工具・ 
　　　　　切削工具・精密測定機器・鍛圧機械・超硬工具・ 
　　　　　研磨材・歯車・シートメタル・工場内自動化装置他 

このたび、新型コロナウイルスの影響によりタイに渡航できない海
外出展社の皆様ための特別パッケージをご用意いたしました。 
 
バーチャルブースだけでは十分にセールスリードを獲得できない、
会場に足を運ぶ熱心なバイヤーにもなんとかアプローチしたいとい
う声に応えるべく、オンラインとオフラインを掛け合わせた 
ハイブリッドパッケージとなっております。 

2 



3 



1-1.オフライン展示会でのブース出展 
実際のMETALEX会場には下記のように装飾されたブースをご用意いたします。  
会期中、各ブースにはバイリンガルのアシスタントを１人常駐させ、 
皆様の代わりに来場者への製品説明や質問への受け答え、名刺収集を行います。 
また、オンラインミーティングの設定やミーティング中の通訳サポートもいたします。 
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1-2.オフライン展示会でのブース出展 
ブース概要 
6㎡（3m×2m）の装飾されたブース 
備品： 
背面ポスター壁×1 / カーペット / 社名板 /  
スポットライト / 椅子×２/ インフォメーションカウン
ター×１/ 展示台*×１ 
 
装飾:　  
ポスター、展示品、出展社様のカタログ等にリンクした
QRコード  

* ブース内の展示台には製品サンプルをお１つ展示いただくことができます。サンプルの輸送にかかる費用は輸入関税、消費
税等含め全額出展社様負担となります。また、サンプルを日本へ返送することはできかねますが、タイ国内のお取引先様
（１箇所）への郵送のお手配は承ります。その際の費用も出展者様にご負担いただきます。 
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1-3.オフライン展示会でのブース出展 
その他セールスサポート: 
•  インターネット接続可能なiPad×１ 
　　プレゼンテーション用の動画再生、Zoomを使用 
　　したオンラインミーティングに活用いただけます。 
 
•  バイリンガル（英語-タイ語もしくは日本語-タイ語） 
　　の常駐アシスタント１名 
　＜アシスタントの役割＞ 

–  ブース装飾 
–  出展社、出展製品についての説明* 
–  オンラインミーティングのアポイント取り 
–  顧客情報取得アプリ “Emperia” を活用した来場者情報の
獲得 

*アシスタントに出展製品についての理解を深めてもらうため、各出展社様には 
2020年11月17日（火）14:00~16:00（タイ時間）にZoomを使用した 

レクチャーをしていただきます。 
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2-1.バーチャルブース出展~会社／製品情報掲載~ 
“METALEX, the Virtual”では、 
高度な検索が可能なインタラクティブなリ
ストを採用し、バイヤーが求める出展社や
製品をすぐに探し出せるようになっており
ます。 
 
バイヤーはお気に入り登録機能、チャット
機能、ビデオ通話機能を活用しアプローチ
することが可能です。 
 
バーチャルブースパッケージ内容： 
•  社名、ロゴ、企業説明文 
•  製品紹介（3製品） 
各製品に写真１枚と簡単な説明文を掲載い
ただけます 
•  SNSへのリンク×1 
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2-2.バーチャルブース出展～基本機能～ 
　　　　　  お気に入り登録 
 
 
興味のある出展社を見つけたバ
イヤーはその企業を自分のマイ
ページに「お気に入り登録」す
ることができます。 
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2-3. バーチャルブース出展～基本機能～ 

　　　　ライブチャット 
 
リアルタイムでバイヤーとの
チャットが可能です。 
ビデオ通話のアポ取りや連絡先
の交換にご活用いただけます。 
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2-4. バーチャルブース出展～基本機能～ 
   　　   商談予約 
 
バイヤーは、出展社の空いて
いる商談枠を選択し、商談リ
クエストを送信することが 
できます。 
（時差による混乱が起きないよう、
商談枠選択画面には 
タイムゾーンの記載がありま
す。） 
また、プラットフォーム上で
簡単にビデオ通話をしていた
だけます。 
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2-5. バーチャルブース出展～基本機能～ 

バーチャルブース上でも
プレゼンテーション動画
を１つ公開いただけます。 
 
バイヤーはいつでもどこ
でも自由にこの動画を視
聴することが可能です。 

プレゼンテーション動画 
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2-６. バーチャルブース出展～基本機能～ 

　　ダッシュボード機能 
 
マイページ上では自社のス
テータスをご確認いただく
ことができる他、企業・製
品情報の編集、メンバーの
管理、関連活動履歴のある
バイヤー情報をご確認いた
だくことができます。 
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2-７. バーチャルブース出展～基本機能～ 
来場者とのマッチング補助 
 

来場者登録の際、バイヤーは必ず
「興味のある製品カテゴリー」を選
択します。 
その分野が貴社製品と合致するバイ
ヤーにAIを活用したマッチングシス
テムが「おすすめ企業」として貴社
情報を通知します。 
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3. 360° Virtual (365 日閲覧可能） 
Extra Exposure.  
Extra Opportunities. 
展示会終了後も365日間、 
オンラインでの露出が続きます。 
 
オフラインで開催されるMETALEX 2020の実際の
会場の様子がバーチャル世界で再現され、 
バイヤーは360°見渡せる臨場感あるブースを訪れ
ることができます。 
 
360°ブース内のどこか２箇所に自社ホームページ
と電子カタログへのリンクを貼り付けられます。 

この機能についてもっと知りたい場合は 
こちらへ➡ ︎https://youtu.be/6e6mE5E_0aM 
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4. プロモーション戦略 

バイヤーの誘致活動について 
 
METALEX主催者は、オフライン／オンラ
インイベントの集客促進のため、包括的な
プロモーションキャンペーンを集中的に 
行なっています。（次ページ参照） 
 
360° イベントに関しては1年を通した
EDM、SNS、ウェブサイトを活用した 
プロモーション活動を計画しています。 ※次ページに拡大図がございます。 

15 
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METLAEXホームページ 

キャンペーン 

テレマーケティング 

リレーションシップブローカープロジェクト 

1:1バイヤー訪問 

プレスリリース 

独占インタビュー 

メディア リレーションズ 

プレスツアー 

雑誌 

ラジオ 

新聞 

ビルボード 

オンラインバナー 

ビジター用フライヤー 

ビジターガイド 

VIPカード 

ターゲットバイヤープログラム 
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5. パッケージ料金 

バーチャルイベント開催期間は 
2020年11月18日(水)～21日(土) 
360° Virtual機能は 
2021年11月16日(火)まで閲覧可能 
となります。 

9,500  
USD 

 オフラインブース 
（アシスタント付） 

＋ 
バーチャルブース 

（チャット、メッセージ、 
商談予約、ビデオ通話、 
プレゼンテーション動画等

各種機能付） 
＋ 

360°/365日 

＋VAT 7%＋手数料 

お申込み／お問い合わせ： 
株式会社 アクト・インターナショナル 
東京都港区南青山2-9-18 ACT青山ビル2A 
TEL: 03-5770-5581/ FAX: 03-5770-5583 
担当：浜岡 
email: yukihamaoka@actinter.co.jp 
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お申込み／お問い合わせ： 
株式会社 アクト・インターナショナル 
東京都港区南青山2-9-18 ACT青山ビル2A 
TEL: 03-5770-5581/ FAX: 03-5770-5583 
担当：浜岡  
email: yukihamaoka@actinter.co.jp 
＊お気軽にお問い合わせください 


