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2022年 2月 17日 木・18日 金 10:00-17:00
東京ビッグサイト 南 3・4ホール
第10 回

マーケティング・
テクノロジーフェア
東京 2022

第15回

イーコマースフェア
東京 2022
購買体験は新たなステージへ 〜Experience the Next Generation of E-Commerce〜

原点への回帰と改革への道筋 〜Back

第6回

第3回

オムニチャネル
ソリューションフェア 2022
顧客体験の創造と革新 〜Take

the Lead in Omni-Channel Action〜

オフィシャルスポンサー

to Basics to Take the Initiative〜

コンテンツマーケティング
ジャパン 2022
本質と戦略が導く成功へのカギ 〜Essence and Strategy of Content Marketing〜
来場登録方法

来場事前登録
プラチナスポンサー

必須

オフィシャルWEBサイトにて、
来場事前登録を行ってください。
※当日登録は承りませんのでご注意ください。

来場者マイページ より、
来場者バッジをA4サイズにて印刷の上、
当日展示会場までお持ちください。

展示会場

東京ビッグサイト
南 3・4ホールへ入場

セミナー受講方法
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すべてのセミナーはWEB事前登録制です。
オフィシャルWEBサイトにてご登録ください。

※適正な距離を確保するため、
事前登録をいただいても受講が出来ない場合があります。
※お席に余裕がある限り当日でも受講が可能です。
講演開始10分前に各セミナー会場まで直接お越しください。
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マーケティング・テクノロジーフェア
東京 2022
コンテンツ マーケティング
ジャパン 2022

SNSキャンペーン 実施中
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セミナー会場
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セミナー会場
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バリューテクノロジー
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H

展示会場内のSNSキャンペーン受付にてフォロー画面+
リツイート投稿画面を提示。

スタンプラリー抽選会

動画ソリューションエリア
C-09
C-10
Informa
繊研新聞社

N-07
N-09
ウェブデモ

典

①無料ドリンクをもれなくプレゼント
②以下の景品が抽選で当たります

TSP

エイチシーエル・ジャパン
N-11
ターゲットメディア

1名様

スタンプラリー

神戸牛・特選カタログ1万円分
家庭用ビールサーバー

GOAL!
SNSキャンペーン 受付

LOUNGE

商談スペース

参加 者 特

M-16

選べるペア体験ギフト

マネーフォワードケッサイ

プログラムボード
PRボード

STEP 3

②固定ツイートをリツイート

会場内に設置されたスタンプを集めて、
特典をゲットしよう！

B-16

ジェーエムエーシステムズ

①公式アカウントをフォロー

ユーザーローカル

B-22

ECのミカタ ユニメディア

STEP 2

CM-03

日本市場創造研究会 NTTデータ数理システム

不二家システムセンター
三菱電機ITソリューションズ

BtoBソリューションエリア
B-01

H-13

イーコマースフェア 東京 2022、
マーケティング・テクノロジーフェア 東京 2022

ナビプラス 博士.com

Channel Corporation
オムニチャネルソリューションフェア

E-22

TOMOエンターテインメント F-7
ケイブリッジ

アイル
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G-11
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OM-25
OM-27
これから
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F-09 TIS

ロゼッタ Supership ビジネス＋IT NTTレゾナント フューチャーショップ
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セミナー会場

船井総研コーポレートリレーションズ
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E-18
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2,000円分 が抽選で 50名様 に当たります！

Twitter公式アカウントを検索

スタンプ
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E-02

ギフト券

G
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B

E-01

Twitterの本イベント公式アカウントの『フォロー&リツイート』で

LOUNGE

セミナー会場

ワイヤレスヘッドホン
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セミナースケジュール

月

日木

業界ニュースやイベント情報を発信中！ フォロー &リツイートをお待ちしております。

公 式 SNS

WEB事前登録制ですが、お席に余裕がある限り当日登録を承ります。講演開始10分前に各セミナー会場まで直接お越しください。

セミ ナ ー 会 場 A

セ ミ ナ ー会場 B

セミナー会場 C

セミナー会場 G

セミナー会場 H

BtoB-ECセミナー

A-0

B-0

9:20▶10:10

9:20▶10:10

C-0

デジタルマーケティング担当者必見！
ソリューションベンダーに今後問われる姿勢とは？

繊研新聞に見るアパレルのデジタル戦略の最新動向

ZETA

繊研新聞社
編集局 記者 中村 維 氏
編集局 取締役編集局長 矢野 剛 氏

代表取締役社長 山崎 徳之 氏
ビームス
DX推進室 執行役員 室長 矢嶋 正明 氏

A-1

EC売上200%成長する鞄メーカー
「ACE」で実際に取り組んでいる延長保証施策とは
Kiva

代表取締役 野尻 航太 氏
エース
第三事業部
（EC事業部） 次長

FLUED

C-1

10:30▶11:15

一橋ビジネススクール
准教授 鈴木 智子 氏

松永 創 氏

10:30▶11:15

加速する企業間取引のデジタルシフト 事例紹介セミナー
〜WEB受注プラットフォームの導入最前線〜

事例から学ぶDX時代を生き抜く
実感型デジタルマーケティングとは？

ecbeing
Eビジネス営業本部 部長代理 阿久津 慶介 氏

プラスアルファ・コンサルティング
カスタマーリングス事業部 セールスコンサルティンググループ
グループマネージャー 山崎 有梧 氏

北山 浩 氏

9:20▶10:10

デジタル社会におけるブランドの意義

代表取締役会長 加藤 二朗 氏
ネットショップ支援室
ソリューション営業部 マネージャー 宮田 裕一郎 氏
代表取締役社長

B-1

10:30▶11:15

H-0

9:20▶10:10

取引先が5倍に増えたのに営業マンは同じ人数！？
その秘訣はBtoB-ECにあった 〜飲食店向け卸BtoB-EC事例を徹底解説〜
Bull Pulu

G-1

10:30▶11:15

1年半で80万PV・サービスサイト送客50倍

｢グロービス経営大学院｣コンテンツマーケティング成功事例
Faber Company
IMC部 マーケティングチーム 前田 絵理 氏

グロービス経営大学院
コンテンツメディア企画チーム 新宅 千尋 氏

H-1

10:30▶11:15

「#バブルーン」がTikTokで1億回再生し大ヒット！
アース製薬が仕掛けるSNSマーケティング戦略とは？
アース製薬
マーケティング総合企画本部マーケティングプランニング部
メディア・デジタル課 課長補佐 稲積 大輔 氏

BtoB-ECセミナー

A-2

11:35▶12:20

B-2

11:35▶12:20

リタゲだけじゃない！新規獲得にも活用できる
Criteoのソリューション大解剖

CX向上に向けたあくなきDXへの挑戦とパラダイムシフト

Criteo
New Business Sales
Account Executive ライアン・マックルーア 氏

ファンケル
通販営業本部 営業企画部

A-3

12:45▶13:30

【LINE,Instagram,Youtube,SEO】
ECのホットワードから考える 2022年版売り上げ up! 術
これから
取締役 川村 拓也 氏

A-4

13:50▶14:35

次世代コマースで重要視されるCXには何が必要？
〜消費者ニーズや購買動機を浮き彫りにする「検索」と
「レビュー」の効果とは〜
ZETA

代表取締役社長

A-5

山崎 徳之 氏

14:55▶15:40

B-3

部長

長谷川 敬晃 氏

代表取締役CEO 近本 あゆみ 氏

〜常識を変える『リスニング（傾聴）』式インタビューの具体方法
日本市場創造研究会
消費者洞察法分科会 副事務局長 名越 稲美 氏
リサーチングマーケター研究会 主宰
クロス・マーケティング 井上 昭成 氏

マーケティング戦略事業部 ソリューション戦略部
エキスパート SHIBUYA109 lab.所長 長田 麻衣 氏

G-3

12:45▶13:30

Repro
Solution Sales Division Solution Sales Team
Team Manager 岡野 宏輝 氏

B-4

13:50▶14:35

C-4

13:50▶14:35

顧客とのデジタルコミュニケーションが自社EC成功の鍵
〜最新事例から見る自社EC成功へのロードマップ〜

消費者はどこで買い物をしているか!?
オンラインとオフラインが融合したショッピングの新しい潮流とは

フューチャーショップ
セールス・マーケティング部 執行役員 セールス・マーケティング部
統括マネージャー 安原 貴之 氏

Criteo
Chief Solution Strategist 岸本 庄史 氏

B-5

14:55▶15:40

B-6

16:00▶16:45

LTVを最大化する最強 CRM戦略

「ゴールデンルート®」とその導き方
ダイレクトマーケティングゼロ
代表取締役 田村 雅樹 氏

C-5

データマーケティングセミナー

G-4

13:50▶14:35

組織×データサイエンス最前線
―組織成長のためのデータ利活用と人材育成のヒントー
Rejoui
取締役

見並 まり江 氏

代表取締役

C-6

15:45▶16:45

代表取締役 オムニチャネルコンサルタント 逸見 光次郎 氏
ピアリビング
代表取締役 室水 房子 氏

12:45▶13:30

アルファコム
執行役員 垣内 隆志 氏

nijito

カスタマーシップ部 古賀 光 氏
情報工房
ビジネスコンサルティング部門 執行役員

H-4

市木 円 氏

13:50▶14:35

パソコンで簡単にアニメが作れる？！
動画内製化時代のクラウドサービス、ビジネスアニメ制作
ツール「VYOND」のご紹介
ウェブデモ
代表取締役社長

川崎 実知郎 氏

14:55▶15:40

JALの旅コミュニティ「trico」の活性化術

〜ファンと取り組む新たな価値づくり〜
日本航空
広報部 Webコミュニケーショングループ長

逸見 光次郎 氏

「顧客への強い想いが事業と社員を成長させる」
〜子育てしながら防音通販を立ち上げた主婦が、売上10億円を
超えられた理由〜
CaTラボ

H-3

CRMとチャットコミュニケーション、LINE活用で広がるリピート
通販のコミュニケーションとは。〜nijito様運用事例のご紹介〜

H-5

14:55▶15:25

「コロナ禍で求められるオムニチャネル戦略とは」
〜ＥＣと店舗を融合して考え、
ＬＴＶを最大化する〜
CaTラボ

11:35▶12:20

SHIBUYA109エンタテイメント

日本トイザらス
eコマース本部 シニアディレクター 西原 慎祐 氏
CRI・ミドルウェア
第3営業部 部長 幅 朝徳 氏
第3営業部 セールスリード 三上 夏代 氏

葛葉 未来 氏

H-2

Zoomでインサイトし新コンセプトを創造する

求められる企業のアクションについて

PayPal

マーケット デベロップメント ディレクター

E-Grant
CRM事業本部 CRM事業部 部長 古賀 達郎 氏

ICHIGO

12:45▶13:30

11:35▶12:20

ロイヤル顧客育成の真実

フルカイテン
代表取締役 瀬川 直寛 氏

16:00▶16:45

アマタケ
ＳＤＥユニット、販売提案ユニット広域・関西担当 執行役員 ディレクター 佐藤 厚 氏
アイル
BtoB EC推進統括本部 江原 智規 氏
WEB推進部 富士 和彦 氏

G-2

SNSから見たZ世代のインサイトと接点創出のために

日本トイザらスと語る「売れる」動画・画像コンテンツ運用とは？
〜UXに配慮した高品質な動画像で「より伝わる」ECサイト〜

成長 EC 通販企業が必ず行う！
確実に「顧客LTVを引き上げる」CRM・リピート施策のポイント

A-6

日本初のサラダチキンを売り出した「アマタケ」が
BtoB（企業間取引）ECに取り組んだ背景と導入効果

C-3

12:45▶13:30

11:35▶12:20

越境EC市場とイーコマース事業主の対応策
〜越境需要を逃さないために

3度の倒産危機を突破した「粗利第一」経営！
〜ECの生死を左右する「利益と在庫」の関係〜

創業6年で越境EC売上40億円！
お菓子のサブスク「ICHIGO」の創業社長が語る海外向け
EC売上を伸ばす秘訣

C-2

G-6

16:00▶16:45

H-6

山名 敏雄 氏

16:00▶16:45

個人情報保護法だけじゃない？
クッキー規制の中身とマーケティング担当者が取るべき対応

！
LTVを最大化する！
ROI 2倍を実現したマーケティングDXの成功事例をご紹介

MyDataJapan 常務理事
DataSign 代表取締役社長 太田 祐一 氏

スプリームシステム
営業部 インサイドセールス

※掲載情報は2022年2月10日現在のものです。最新情報はオフィシャルWEBサイトにてご確認ください。尚、内容は都合により予告なく変更になる場合がございます。

松原 慧人 氏
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セミナースケジュール

月

業界ニュースやイベント情報を発信中！ フォロー &リツイートをお待ちしております。

日金

公 式 SNS

WEB事前登録制ですが、お席に余裕がある限り当日登録を承ります。講演開始10分前に各セミナー会場まで直接お越しください。

セミ ナ ー 会 場 A

セ ミ ナ ー会場 B
B-10 9:20▶10:10

C-10 9:20▶10:10

EC初心者・中小企業の方々に向けた「EC・通販戦略戦術

BtoB-ECセミナー

A-11 9:50▶11:00
キープレイヤー4社が語る！コロナ禍で進む
デジタルシフトとBtoB ECの最新動向

セミナー会場 C

G-10 9:20▶10:10

@cosmeが実践！

ノウハウ《モール出店編》」

中国ミレニアル世代向けライブコマースの最新事例

中小企業基盤整備機構
販路支援部 販路支援企画課 中小企業アドバイザー（新市場開拓） 齋藤 直 氏

Over The Border
代表取締役

A-12 11:35▶12:20

岡本 創 氏

倉島 應介 氏

利他フーズ
代表取締役 猪本 真也 氏
ネットショップ支援室
代表取締役 山本 皓一朗 氏

A-14 13:50▶14:35

売上アップのために顧客接点を増やすポイントをご紹介

NTTレゾナント

ecbeing

visumo

スマートナビゲーション事業部 シニアコンサルタント 北岡 恵子 氏

である理由を解き明かす！
実名企業10社の事例を大公開！

BtoB EC推進統括本部 松岡 憲二 氏

A-15 14:55▶15:40

森 英一 氏

取締役

「ゴールデンルート 」とその導き方

ブックオフコーポレーション
マーケティング部 マーケティンググループ長

ダイレクトマーケティングゼロ
代表取締役 田村 雅樹 氏

三井 正貴 氏

C-13 12:45▶13:30

集客対策だけでは終わらない、
獲得した後に待ちうけるBtoB-ECの落とし穴とは？

リアル店舗が提供するこれからの購買体験

ラクーンフィナンシャル
マーケティング部 部長

東海大学
総合社会科学研究所Eコマースユニット 客員教授 小嵜 秀信 氏

大橋 正人 氏

C-14 13:50▶14:35

成長EC通販企業が必ず行う！
確実に「顧客LTVを引き上げる」CRM・リピート施策のポイント

ジェーエムエーシステムズ
営業部 BtoB eコマーススペシャリスト 岸 直之 氏

A-16 16:00▶16:45

鵜飼 智史 氏

PayPal

マーケット デベロップメント ディレクター

G-13 12:45▶13:30

川崎 実知郎 氏

H-12 11:35▶12:20

柳田 敏正 氏

H-13 12:45▶13:30

エイチシーエル・ジャパン
Unica（マーケティングソリューション）事業部
シニアディレクター 岩田 行雄 氏

マーケティング部

G-14 13:50▶14:35

1年半で80万PV・サービスサイト送客50倍

｢グロービス経営大学院｣コンテンツマーケティング成功事例
Faber Company

ゴールドフラッグ
マーケティング本部 EC部 部長 田村 和義 氏
マーケティング本部 EC部 オムニチャネル課 谷 杏奈 氏
ランチェスター
マーケティングセールス部 部長 鯨岡 務 氏
フューチャーショップ
セールス・マーケティング部 執行役員 セールス・マーケティング部
統括マネージャー 安原 貴之 氏

ウェブデモ
代表取締役社長

スモールスタートで始めるマーケティングDX入門
〜MAツールで実践するデータ活用と営業プロセスデジタル化のすすめ〜

IMC部 マーケティングチーム 前田 絵理 氏
グロービス経営大学院
コンテンツメディア企画チーム 新宅 千尋 氏

葛葉 未来 氏

H-11 10:30▶11:15
パソコンで簡単にアニメが作れる？！
動画内製化時代のクラウドサービス、ビジネスアニメ制作
ツール「VYOND」のご紹介

グローバルバンクのDXに学ぶ、オムニチャネル活用マーケティング
DXを先取りしているグローバル銀行に学ぶ、今後取り組みたいキャン
ペーンマネジメントのご紹介

Botify Japan
Country Head of Japan 島田 英紀 氏

C-16 16:00▶16:45

MonoMax編集部 編集長 奥家 慎二 氏

柳田織物
代表取締役

フューチャーショップ
セールス・マーケティング部 執行役員 セールス・マーケティング部
統括マネージャー 安原 貴之 氏

「新たな価値の創造」を実現したブラデリスニューヨーク
【実店舗×ECサイト×アプリ】の活用事例

宝島社

コニカミノルタジャパン
マーケティングサービス事業部 MSマーケティング部 部長 富家 翔平 氏

G-15 14:55▶15:40

越境ＥＣ市場とイーコマース事業主の対応策
〜越境需要を逃さないために

H-10 9:20▶10:10
モノ雑誌No.1！
『 MonoMax 』編集長が教える、
「今買いたくなる」モノの見せ方・伝え方

変化をチャンスに！効率から非効率へ！
ozie│オジエのコミュニケーション戦略

企業サイトの半数以上が埋もれている？！
収益拡大のチャンスはSEOにあり。企業が今すぐSEOに
取り掛かるべき理由

これから
取締役 川村 拓也 氏

セミナー会場 H

実践者が伝える「BtoBマーケティング組織のつくり方」のリアル
〜売上見込貢献度24％に成長した取り組みとポイント〜

オムニチャネルは当たり前の時代、
デジタル化が進む消費者行動に合わせた店舗側のデジタ
ル活用とは？

【LINE,Instagram,Youtube,SEO】
ECのホットワードから考える 2022年版売り上げ up! 術

B-16 16:00▶16:45

キープレイヤーが語る！法改正で変化する請求・決済業務
のあり方とBtoB ECを取り組むべき3つの理由とは？

井上 純 氏

G-12 11:35▶12:20

B-15 14:55▶15:40

『 BtoB EC（Web受注システム）』
EC導入プロジェクトの成否を分ける10のポイント

取締役 B2BソリューションDiv. マネージャー
マネーフォワードケッサイ
決済事業本部 営業部 部長 岡本 創 氏
ラクーンフィナンシャル
東京営業部 部長 執行役員 及川 哲哉 氏

統括部長

オムニチャネルで成果を出すためのアプリ活用・改善方法

®

E-Grant
CRM事業部 / セールスチーム マネージャー 野平 昌男 氏

アイル

企画制作統括部

C-12 11:35▶12:20

LTVを最大化する最強 CRM戦略

B-14 13:50▶14:35

BtoB（企業間取引）ECが受注業務のDX実現の大本命

G-11 10:30▶11:15

#トヨタグラム #ワークマン女子などの
UGC活用から加速するファンマーケティングの姿とは？

B-13 12:45▶13:30

BtoBもWEB化？毎月100店の新規販路を開拓する食品会
社の取り組みとは 〜業務用馬刺し通販売上日本No.1の利他
フーズ担当者が語る、BtoBECの成功事例〜

Dai

C-11 10:30▶11:15

EC運用だけじゃない デジタルマーケティング事例紹介セミナー

セミナー
BtoB-EC
Cセミナ

A-13 12:45▶13:30

顧客エンゲージを高める事例と、すぐに使えるメルマガ運用のヒント

更なる売上アップを実現するために『サイト内検索』にテコ入れ！
数字で学ぶ、ECサイトにおけるAI活用の重要性

B-12 11:35▶12:20

電帳法・インボイス制度への対応を機にクラウド請求と
BtoB-ECを導入！
〜デジタル化のための事例・コツ・進め方教えます〜
マネーフォワードケッサイ
決済事業本部 シニアマネージャー

B-11 10:30▶11:15

Cookie規制で重要性が増すメールマーケティング

ライトアップ
iクリエイショングループ マネージャー 米澤 信弘 氏
ユミルリンク
マーケティング本部 マーケティング部 マーケティング課
マネージャー 五十嵐 崇之 氏

Dai

取締役 B2BソリューションDiv. マネージャー 鵜飼 智史 氏
アイル
BtoB EC推進統括本部 江原 智規 氏
ネットショップ支援室
ソリューション営業部 営業統括部長 三宅 晋平 氏
ジェーエムエーシステムズ
営業部 統括マネージャー 岸 直之 氏

セミナー会場 G

G-16 16:00▶16:45

SATORI

部長

相原 美智子 氏

H-14 13:50▶14:35

LINEを活用したMA・CRM戦略
集客から定着に至るまでLINE運用の最前線を徹底解説！
コンシェルジュ
セールス アカウントエグゼクティブ 石原 賢悟 氏
アイトリガー
代表取締役社長 兼 LINE Frontliner 奥川 哲史 氏

H-15 14:55▶15:40
「URL」から始めるブランディング。
世界各国の企業が活用するブランディングツール「Bitly」とは？
ナビプラス
セールス＆マーケティング部

田村 大地 氏

H-16 16:00▶16:45

脱クッキー時代に重要施策である成功する
コンテンツマーケティングを学ぶ

Afterコロナ・OMO時代の新しい顧客体験の創造
〜コロナ禍で変化する購買行動に寄り添うPARCOの取り組み〜

アクティブ
CEO 藤原 尚也 氏

パルコデジタルマーケティング
コンサルティング一部 兼営業推進室

※掲載情報は2022年2月10日現在のものです。最新情報はオフィシャルWEBサイトにてご確認ください。尚、内容は都合により予告なく変更になる場合がございます。

部長

唐笠 亮 氏
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B-01

アイル

〒105-0011
東京都港区芝公園2-6-3 芝公園フロントタワー

TEL : 03-6367-5870
URL : http://aladdin-ec.jp
Email : webmarketing@ill.co.jp
見どころ

E-17

アスニカ

〒141-0031
東京都品川区西五反田8-8-15 カーニープレイス五反田6F

TEL : 03-4455-7065
URL : https://full-time.info/
Email : info@asnica.co.jp
見どころ

業務システム導入5000 社を超えるアイルがBtoB 専用のカスタマイズ対応可能なEC パッ
ケージシステム「アラジンEC」をご紹介。多くの業種業界で主にメーカー・卸・商社の企業か
ら年間300 件以上のご相談に対応している経験と実績を活かし、導入事例・製品デモ・ミニセ
ミナーにて各社様に合わせてご紹介致します。

出展品目

導入企業100 社を突破！EC 特化型RPA 「FULLTIME」のブースでは、自動処理のデモ、他
社での導入事例など、RPA を活用した業務効率化の仕組み、
ノウハウをご紹介いたします。

出展品目

●BtoB専用のカスタマイズ対応可能なECパッケージシステム「アラジンEC」

E-18

E-Grant

〒141-0031
東京都品川区西五反田2丁目30−４ BR五反田ビル 8F

TEL : 03-6450-1077
FAX : 03-6450-1078
URL : https://www.e-grant.co.jp/
Email : marketing@e-grant.net

見どころ
E-Grant ブースでは、EC 通販導入数No.1 の” うちでのこづち” を活用した、LTV 向上・リピー

ト率向上に向けた顧客分析・顧客フォロー・効果検証の仕組みをご紹介いたします。

出展品目

●FULLTIME

●うちでのこづち

共同出展社
ダイレクトマーケティングゼロ

B-21

ECのミカタ

E-01

ecbeing

D-15

イー・ロジット

スマート・ロジスティクスエリア

〒150-0021
東京都渋谷区恵比寿西2-7-3 いちご恵比寿西ビル６F

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー

〒101-0022
東京都千代田区神田練塀町68 ムラタヤビル5F

見どころ
EC 店舗を運営している、これから運営したい、そんなすべての方にお役立てる「EC 業界相
関図」のご案内です。EC 業界相関図は、EC 業界に数多く存在するソリューション企業の事業

見どころ
13 年連続シェアNO.1
EC サイト構築プラットフォーム
DtoC・オムニチャネル・OMO

弊社は通販企業様の物流業務の代行を行わせて頂いている会社になります。
またその他にも、撮影代行、CS/ 受注処理代行など物流以外の部分でもお客様の業務をサ
ポートさせて頂いております。

TEL : 03-6712-7530
FAX : 03-6712-7531
URL : https://ecnomikata.com/
Email : yoshimi@ecnomikata.co.jp

内容を視覚的に分かりやすく表したソリューションマップです。

出展品目
●EC業界相関図2021
●ECのミカタ通信vol.22

TEL : 03-3486-5259
FAX : 03-5466-9480
URL : https://www.ecbeing.net/
Email : info@ecbeing.co.jp

サイト構築から、売上アップ支援までワンストップで提供可能

出展品目
●ecbeing
●メルカート
●ecbeing BtoB
●ecWorks NEW

TEL : 03-3253-1600
FAX : 03-3253-1610
URL : https://www.e-logit.com/
Email : y.kawamoto@e-logit.com
見どころ
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E-20

NTTレゾナント

〒100-0004
東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア7F

TEL : 03-6703-6000
URL : https://searchsolution.goo.ne.jp/
Email : st-sol-sl@nttr.co.jp
見どころ

出展品目

Kiva

〒158-0096
東京都世田谷区玉川台1-3-8 NIXビル 4F

TEL : 050-3483-1843
URL : http://kiva.co.jp/
Email : kotanojiri@kiva.co.jp

見どころ
EC のための延長保証「proteger」は初期費用、月額費用無料でEC サイトにわずかなスクリ

プトコードを埋め込むだけで簡単に延長保証を開始することができるサービスです。
延長保証を設置することによって保証料収入、アフターサービスの満足度向上によるLTV 向
上が期待できるサービスとなっています。

出展品目

BtoB ソリューションエリア

B-05

オープンエイト

F-09

Credify

〒160-0014
東京都新宿区内藤町1番地 ガーデンクロス新宿御苑10F

TEL : 03-6380-4991
FAX : 03-6380-4993
URL : https://ostiaries.co.jp/
Email : sd@ml.ostiaries.co.jp

世界60 ヵ国以上、総会員2 億会員が利用する「着信認証」サービス
「着信認証」とは、WEB サイトやアプリの利用ユーザがワンコール（電話発信）するだけで認
証ができる2 要素認証サービスです。
当日は「着信認証」のデモを行い、
ご来訪企業様のサービスに最適な認証方法をご提案させ
て頂きます。

出展品目

●goo Search Solution
●goo表記ゆれ辞書API Lite

●proteger

オスティアリーズ

見どころ

おもちゃ、アパレル、食品、日用品、家電などの大手EC サイト様に採用実績のある、高精度AI
を搭載したサイト内検索サービスをご紹介いたします。ユーザーの求めている商品を見つけ出
し、売上アップが実現します。導入によりCVR が400% 向上した事例も。商品点数が増え、0
件ヒットや人手チューニングでお困りの方へ。

E-04

B-09

●着信認証API
●着信認証ASP NEW

E-22

Criteo

〒150-6026
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイス26F

Email : marketingjp@criteo.com

出展品目
●Criteo
●Criteo
●Criteo
●Criteo
●Criteo
●Criteo

ダイナミックリターゲティング
アプリ広告
コンテクスチュアル広告 NEW
トラフィックジェネレーション
オーディエンスマッチ
カスタマーアクイジション

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3-7-2 東京堂錦町ビルディング7・8・9F

TEL : 080-5274-3826
URL : https://www.credify.jp/
Email : mizuki.tsujimura@credify.one
見どころ

デジタルID を活用した新規顧客獲得とCX 向上に寄与する次世代型ソリューションをご提供し
ます。複数のサービスにあるユーザーデータを１つのデジタルID に統合し、外部サービスとの
シームレスな連携を可能にします。クロスセルによる新規顧客獲得や、情報入力の負荷軽減に
よる離脱・カゴ落ち抑止に効果を発揮します。

出展品目
●eコマース向け

共同出展社
TIS

デジタルID活用サービス NEW
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F-01

ケイブリッジ

OM-25 これから

〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場1-1-12企業交流プラザビル5F

〒160-0004
東京都新宿区四谷 文化エステート四谷ビル6F

TEL : 06-4256-4567
FAX : 06-4256-4568
URL : http://keibridge.co.jp
Email : sakaguchi@keibridge.co.jp

TEL : 03-5363-1966
URL : https://corekara.co.jp/
Email : marketing@corekara.co.jp

見どころ
TOMO エンターテインメントの新製品を共同出展。

見どころ
株式会社これからは2012 年の創業より、一貫して自社EC サイトの支援をしてまいりました。
制作からコンサル、マーケティングまでを一気通貫で行えることを強みとしています。

現場のニーズをカタチにしたオールインワン商品撮影ブース
「Stylenet PHOTO LAB」
こちらの新製品に関するお問い合わせは弊社まで。

ブースでは、WEB 広告・新規EC 立ち上げ・お引越し・SNS 強化等、EC サイトに関すること
は何でもご相談頂けるプロがおりますので是非お立ち寄りください

出展品目
●オールインワン商品撮影ブース Stylenet PHOTO LAB NEW

共同出展社
TOMOエンターテインメント

B-15

ジェーエムエーシステムズ

BtoB ソリューションエリア

〒105-0022
東京都東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー18F

TEL : 03-3431-7401
FAX : 03-3431-7063
URL : https://www.jmas.co.jp/
Email : ayumi_kiuchi@jmas.co.jp

見どころ
2nd STEP は企業間取引におけるさまざまな業務を電子化・自動化し、お客様のビジネスを

“ 次のステップ” に導くサービスです。企業間取引に特化した受発注サービスをはじめ、基幹シ
ステム連携／導入、配送／決済連携、データ分析／データ基盤の導入など、2nd STEP へ導
くサービスをトータルで提供します。

出展品目
●2ndSTEP 受発注サービス

●課題の見える化

出展品目

CRI・ミドルウェア

BtoB ソリューションエリア

〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー11F

TEL : 03-6823-6853
FAX : 03-6823-6854
URL : https://www.cri-mw.co.jp/
Email : team-promo@cri-mw.co.jp

見どころ
EC 顧客の購入意欲UP には高画質な「動画や画像」を積極的に活用し製品の魅力を直感的

に伝えることが重要です。
700 社超に導入済の動画技術「CRI LiveAct」および画像圧縮「SmartJPEG」は、コンテ
ンツのリッチ化とコストダウンを同時に実現します。コアウェブバイタル＆ページスピードイン
サイトのスコア改善も可能です！

出展品目

●ALL IN ONE コンサルティング
●ネットショップ制作
●WEB広告運用代行
●AdSIST
●AdSIST plus

E-12

B-13

Supership

〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー27F

TEL : 03-6365-6752
Email : kurara.nomoto@supership.jp

見どころ
「EC 検索ソリューションはSupership Search Solution」
Supership Search Solution はSupership が提供する検索関連ソリューションです
貴社サイトの課題に合わせた様々なサービスをご案内させていただきます
ぜひ弊社ブースへお越し下さい

出展品目
●S4
（サイト内検索エンジン）
●S4Ads
（サイト内商品広告）
●S4recommend
（レコメンド）

●CRI LiveAct
●OPTPiX SmartJPEG

C-09

繊研新聞社

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町31-4

TEL : 03-3639-8030
FAX : 03-3639-8031
URL : http://senken.co.jp/
Email : miyazaki-k@senken.co.jp
見どころ
ファッション・アパレル業界人に向けた業界紙「繊研新聞」を発行しています。最近では同業界
内での、EC 運営・構築やMA・BI ツールの活用といったweb 周りの報道も強化しております。
ぜひお気軽にお越しくださいませ。

出展品目
●繊研新聞
●繊研plus
●繊研電子版
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D-11

ゼアー

スマート・ロジスティクスエリア

〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-16-16 虎ノ門一丁目MGビル8F

TEL : 03-6280-5277
FAX : 03-6280-5266
URL : https://there.co.jp/
Email : ouchi@therethere.jp
見どころ

検品システム「ロジマッチ」は、入出荷・棚卸に欠かせない“ 検品” のお悩みを一気に解決。検
品の自動化でヒューマンエラーを削減するだけでなく、作業効率を最大5 倍にアップできます！
複雑なピッキングパターンや複数商品も瞬時に検出。また検品画像を保管できるためトレーサ
ビリティの課題も解決します。

出展品目

共同出展社
ダイワハイテックス

Dai

〒604-0866
京都府京都市中京区西方寺町160-2 船越メディカルビル

TEL : 075-205-5001
URL : http://bcart.jp/
Email : info@bcart.jp
見どころ

『 B カート』は、BtoB の受発注業務をクラウド化するカートサービスとして、導入実績1000
社超、延べ35 万社超の法人及び事業者の取引にご利用いただいております。また、本格的な
BtoB-EC・Web 受発注システムが即日でスモールスタートできるサービスです。

出展品目
●Bカート

ZETA

〒154-0024
東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

TEL : 0120-859-433
FAX : 03-5779-6251
URL : https://zetacx.com
Email : info@zetacx.com

見どころ
ZETA が開発・販売するCX ソリューション「ZETA CX シリーズ」はEC 商品検索・サイト内
エンジンを軸に、
レビュー・口コミ・Q ＆A エンジン、OMO・DX ソリューションなど6 製品で構

成され、各業界の大手企業でトップシェアを誇ります。ブースでは豊富な実績・動画・デモ体験
等を通しその魅力をご紹介します。

出展品目

●ロジマッチ NEW

E-21

E-05

タスカル

〒513-0836
三重県鈴鹿市国府町 7678-7

TEL : 059-399-7900
FAX : 059-392-7719
URL : http://www.tasucall.com/
Email : tasucall@tasucall.jp
見どころ

飲食・宿泊・福祉介護業界へカタログ通信販売とネットショッピングで食材と消耗品の供給を
行っている株式会社タスカルです。創業から約20 年、全国のお客様の日々の仕入れを支えて
きました。通販やネットショップで商品の販売をしてみたいお客様、販売する商品の供給や在庫
管理に困っている。是非お気軽にご相談ください。

出展品目

●EC商品検索・サイト内検索エンジン
「ZETA SEARCH」
●レビュー・口コミ・Q&Aエンジン
「ZETA VOICE」
●OMO・DXソリューション
「ZETA CLICK」
●レコメンドエンジン
「ZETA RECOMMEND」
●広告最適化エンジン
「ZETA AD」
●予測・パーソナライズソリューション
「ZETA DMP」

E-18

E-02

ダイレクトマーケティングゼロ

〒151-0062
東京都渋谷区元代々木町22-3

TEL : 03-6407-2231
FAX : 03-6407-2232
URL : https://www.dmzero.co.jp/
Email : t-kudo@dmzero.co.jp
見どころ

新規顧客獲得からCRM、商品開発からデジタル広告運用、
クリエイティブから要件定義。EC/
通販企業を全方位から支える。国内外41 冠の受賞歴と、600 社を超えるコンサルティング実
績を持ち、大手化粧品・健食企業にソリューションを提供するDM0 が事業成功の秘訣を事例
を用いて大公開します。

出展品目

●業務用食材
●業務用消耗品・厨房用品・店舗備品

D-11

ダイワハイテックス

スマート・ロジスティクスエリア

〒174-0043
東京都板橋区坂下1-34-27

TEL : 03-3558-8131
FAX : 03-3558-8132
URL : http://www.daiwa-hi.co.jp/
Email : yanai@daiwa-hi.co.jp
見どころ
当社は、EC 通販・発送代行3PL 様の支援を目的に、発送商品の自動包装／梱包するラインを
ご提供するメーカーです。
本展示会では、
レターケース型の荷姿に対応する自動包装ラインを ” 初 ” 公開。
そのほか、
クッション封筒／シュリンク／宅配便など様々な自動化ラインをご提案いたします。

出展品目

●ダイレクトマーケティングのコンサルティング

●レターケース型資材に対応した包装ライン NEW

共同出展社
E-Grant

ゼアー

共同出展社
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OM-27 Channel Corporation
〒160-0003
東京都新宿区四谷本塩町2-8 A YOTSUYA 7SE-3

見どころ

トゥルーコンサルティング

B-17

ネットショップ支援室

見どころ
デジタルID を活用した新規顧客獲得とCX 向上に寄与する次世代型ソリューションをご提供し
ます。複数のサービスにあるユーザーデータを１つのデジタルID に統合し、外部サービスとの
シームレスな連携を可能にします。クロスセルによる新規顧客獲得や、情報入力の負荷軽減に
よる離脱・カゴ落ち抑止に効果を発揮します。

出展品目

出展品目

●デジタルID活用サービス NEW

●チャネルトーク

TOMOエンターテインメント

〒651-1421
兵庫県西宮市山口町上山口2-18-27

日本ユニシス

TEL : 050-3132-5618
URL : https://www.unisys.co.jp/solution/lob/commerce/dm/index.html
Email : mitsuhiro.nakamura2@unisys.co.jp
見どころ

見どころ
現場のニーズをカタチにしたオールインワン商品撮影ブース。
EC サイトやカタログ、チラシ制作に欠かせない商品写真が、これ1 台あれば、小物からトル
ソーまで誰でもいつでも簡単に、
しかも画像編集まで行えます。
カメラマン、
スタジオ、画像編集、時間、様々なコストを削減できます。

＜通販基幹システム/ ライブコマースPKG ＞業界知識・システム構築のノウハウをもつ日本
ユニシスがトータルサービスをご提案。本ブースでは高品質、低コスト、短納期、効率化重視の
通販基幹システム「CoreCenter for DM」と事例豊富なライブコマースPKG 「Live Kit」
をご紹介いたします。

出展品目

出展品目
●オールインワン商品撮影ブース

F-03

〒135-8560
東京都江東区豊洲1-1-1

TEL : 078-595-7616
FAX : 078-595-7545
URL : http://www.tomoenter.com
Email : kuroki@tomoenter.com

共同出展社

F-08

TEL : 03-5337-7070
FAX : 03-5337-7555
URL : https://www.tis.co.jp/
Email : did@ml.tis.co.jp]

チャネルトークは、顧客と企業をつなぐ「熱狂的ファンを作るAll-in-one 顧客コミュニケーショ
ンツール」です。現在、EC を中心に70,000 社以上の企業に導入されています。EC サイト上
でもっとお客様の声を聞きたい！売上を向上させたい、
ファンを増やしたいという方はぜひお越
しください。

ケイブリッジ

TIS

〒135-0061
東京都江東区豊洲2-2-1 豊洲ベイサイドクロスタワー

TEL : 080-9774-0959
Email : ezra@channel.io

F-01

F-09

Ｓｔｙｌｅｎｅｔ

ＰＨＯＴＯ ＬＡＢ NEW

●CoreCenter for DM
●Live Kit NEW

BtoB ソリューションエリア

〒107-0052
東京都港区赤坂2-14-5 Daiwa赤坂ビル1F

TEL : 03-5545-5553
URL : https://netshop-pro.jp/
Email : kobayashi@netshop-po.jp
見どころ

私たちはEC のプロ集団です。
B2B 卸取引とD2C/ 定期通販、どちらのお悩みも弊社ブースで全て解決できます！
どのようなサイト制作や施策を行えばよいか、など、お客様の課題に合わせた業務改善方法を
提案いたします。

出展品目
●BtoB受発注のEC取引向けクラウドサービス「楽楽B2B」
●リピート通販・D2C”超”特化型ECカート「楽楽リピート」
●EC受注一元管理システム「アシスト店長」
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E-09

バズグラフ

〒106-0047
東京都港区南麻布2-5-21 イデア南麻布7F

TEL : 050-5480-2583
URL : https://buzzgraph.co.jp/
Email : pr@buzzgraph.co.jp
見どころ

独自の自然言語処理エンジンを駆使した「文章要約AI タンテキ」は、情報収集の時間を大幅
に削減することが可能。更にAPI 連携によって【社内の膨大な文章データの整理】
や【議事録
の要約】
など活用方法は無限大。今なら1 ヶ月間API 連携無料キャンペーンも行っております。
ぜひ一度弊社ブースにお立ち寄りください！

出展品目
●文章要約AI タンテキ
●タンテキAPI
●HAKASE API

E-19

ビジネス+IT

〒106-0032
東京都港区六本木2-4-5 Dスクエア1F

TEL : 03-5549-1126
FAX : 03-5549-1265
URL : http://www.sbbit.jp
Email : b-sales@cr.softbank.co.jp
見どころ

最先端のビジネス+IT トレンドがわかる！ 豪華インタビュー、コラムなどを掲載したマガジン
をブースにて無料配布しています。

出展品目
●ビジネス+IT

F-02

visumo

〒150-0011
東京都渋谷区東2-22-5 シブロジ

TEL : 03-6822-4888
URL : https://visumo.asia/
Email : info@visumo.co.jp

見どころ
visumo はブランディングや商品訴求を強化するビジュアルデータを一元管理するビジュアル
マーケティングプラットフォームです。2017 年にサービスの提供を開始。国内で400 社を超

える企業様にご利用いただいております。

スマートフォンデバイスの普及と進化、
またネットワークインフラの発展により、
リッチなコンテ
ンツが増えています。” 読む” だけでなく、無意識に” 見る” ということから生み出す顧客体験を
信じ、
ビジュアルマーケティングを推進しています。
① インスタグラム上の投稿写真や動画を活用する「social curator」
② EC サイトの動画コマースを推進する「video commerce」
③ アンバサダーやスタッフが投稿できる専用ツール「media form」

出展品目
●social curator
●動画コマース
●メディア投稿
●接客コメント

E-14

富士通コミュニケーションサービス

〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5 横浜アイマークプレイス

TEL : 050-3163-8300
FAX : 045-641-3301
URL : https://www.fujitsu.com/jp/group/csl/
Email : alias423@csl.fujitsu.com

見どころ
<< 私たちと一緒に貴社EC サイトのファンを増やしませんか？>>

今回は“ ファン増加に向けた顧客接点をご支援するサポートプログラム” として当社メインサー
ビスである「コールセンター」
「BPO」を軸に企業価値向上に貢献する様々なソリューションを
ご紹介いたします。

出展品目
●顧客接点サポート
●コンタクトセンター
●電話対応
●メール対応
●チャット対応
●事務作業などBPO
●EC運営支援

F-07

不二家システムセンター

〒134-0088
東京都江戸川区西葛西3-22-21 西葛西KYUビル4F

TEL : 03-5675-5562
URL : http://www.fujiya-sc.co.jp
Email : saki.barada@fujiya-sc.co.jp

見どころ
在宅勤務、実現できていますか？新型コロナウイルスによる第6 波の影響で、再びテレワーク
への移行が重視されています。当社のBPO はコールセンターをはじめ、受注・財務経理・印刷
発送・デザイン・スキャンなど、様々な事務業務の対応が可能です。コロナ禍による在宅勤務を
実現するサービスを、事例を交えてご紹介致します。

出展品目
●受注業務/コールセンター BPOサービス
●財務経理系業務 BPOサービス
●印刷発送業務 BPOサービス
●データ入力業務 BPOサービス
●スキャン業務 BPOサービス NEW
●デザイン制作業務 NEW

共同出展社
三菱電機ITソリューションズ

OM-24 フューチャーショップ
〒530-0011
大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪

TEL : 06-6485-5200
FAX : 06-6485-5500
URL : http://www.future-shop.jp
Email : ml_sales@future-shop.co.jp

タワーA 24F

見どころ
futureshop は、SaaS 型EC サイト構築プラットフォームです。
サービス提供から18 年目を迎え、今では2900 店舗にご利用いただいています。
ご利用店舗中10 社に1 社は年商1 億円突破しており、本気でEC に取り組む企業様に選んで
いただいています。

出展品目
●フューチャーショップ
●フューチャーショップ

オムニチャネル
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F-04

フルカイテン

OM-20 プラスアルファ・コンサルティング

B-16

マネーフォワードケッサイ

BtoB ソリューションエリア

〒553-0003
大阪府大阪市福島区福島1-4-4 セントラル70 2F-B

〒108-0023
東京都港区芝浦三丁目1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

見どころ
FULL KAITEN は在庫の効率を上げることで、いま手もとにある在庫を活用して売上･ 粗利･

企業間EC なら、受発注と請求のセットでデジタル化！『マネーフォワード ケッサイ』は、掛け売
りに必要な与信審査・請求書の発行発送・入金管理・未入金フォローなど、請求にかかわるすべ
てのプロセスを代行するサービスです。受発注システムとのAPI 連携も可能。ブースでは、実
際のデモもお見せしながらご説明いたします。

出展品目
●FULL KAITEN

●マネーフォワード ケッサイ

TEL : 06-6131-9388
URL : https://full-kaiten.com/
Email : kikuchi@full-kaiten.com

URL : https://mfkessai.co.jp/
Email : marke@mfkessai.co.jp
見どころ

キャッシュフローを最大化することかできる在庫分析クラウドとして高い評価を確立。現在、全
国の大手アパレル企業やスポーツメーカーなどで導入が進んでいる。

F-07

三菱電機ITソリューションズ

〒164-0012
東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー

TEL : 03-5309-1403
FAX : 03-5309-1487
URL : https://www.mdsol.co.jp/lp/melfos/
Email : yamaguchi.genta@mdsol.co.jp
見どころ
お客様のFAX 受注業務を支援する統合パッケージ「MELFOS on Demand」を出展してお
ります。ブース内では、オペレーター様が実際に使用する実機( サンプル) と導入後の運用イ
メージを分かりやすく説明している動画を展示しております。FAX 受注業務でお困りの企業様
は是非弊社ブースへ足を運んでいただければ幸いです。

出展品目
●MELFOS on Demand

共同出展社
不二家システムセンター

出展品目

B-22

ユニメディア

〒100-0011
東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル6F

TEL : 03-6206-1977
FAX : 03-6206-1978
URL : https://unimedia.co.jp/
Email : furukawa_hiroyuki@unimedia.co.jp
見どころ
「通販通信ECMO」はEC・通販に特化したニュース＆資料DL サイトです。業界人の皆さまに
お役立ちする情報を随時更新しています！

出展品目
●通販通信ECMO

E-10

ユミルリンク

〒151-8583
東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー12F

TEL : 03-6820-0515
FAX : 03-6820-0087
URL : https://www.cuenote.jp/
Email : cuenote@ymir.co.jp

見どころ
Cuenote FC（キューノートFC）はメール・メルマガの効果測定や会員管理、システム連携用
API なども提供しています。一斉配信からOne to One のメール配信まで、メールマーケティ
ングで成果をあげる機能が充実。独自開発のMTA とノウハウで、月間のメール配信数60 億
通・1,000 万通以上／時の速度を実現し高速・確実にメールを届けます。

出展品目
●メール配信システム
●SMS配信サービス

第
回
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イーコマースフェア 東京 2022
オムニチャネルソリューションフェア 2022

E-13

ラクス

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 アグリスクエア新宿3F

TEL : 03-5368-1631
FAX : 0120-825-348
URL : https://www.maildealer.jp/
Email : it-mkt@rakus.co.jp

見どころ
【導入社数7,000 社！選ばれ続けてNo,1】

「メールディーラー」は、ネットショップ事業者向けの業務効率化クラウドサービスです。
メールやEC モールのチャット、LINE からの問い合わせ対応を一元管理！
オンラインショッピング需要が高まる今、
「顧客対応」のスピード・質を向上させたいネットショッ
プ事業者様にご愛用頂いてます。

出展品目
●メールディーラー

B-10

ラクーンフィナンシャル

BtoB ソリューションエリア

〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町1-14-14

TEL : 050-1748-2960
URL : https://paid.jp/
Email : sales@paid.jp
見どころ

「Paid」はBtoB-EC サイト導入企業数No.1 ※の企業間決済サービス！
請求書業務をすべて代行し、未払い時も代金を100％保証します。
ブースではEC 顧客の7 割が求める後払いの導入効果について、事例や動画でご説明しており
ます。ぜひお立ち寄りください。
※日本マーケティングリサーチ機構 2021 年9 月期調べ。指定領域における検証調査。

出展品目
●企業間決済サービス
「Paid
（ペイド）
」
●国内最大級BtoBマーケットプレイス
「スーパーデリバリー」
●売掛保証サービス
「URIHO」

E-11

ロゼッタ

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3-7-1

TEL : 03-6685-9570
URL : https://www.jukkou.com/
Email : r-hashimoto@rozetta.jp
見どころ
様々な専門分野をプロ翻訳者レベルで翻訳するAI 自動翻訳『 T-4OO 』を出展。セキュリティ
に厳しい企業・部門でも多数導入頂き、業務効率化にお役立て頂いています。ブースでは実際
の翻訳精度をご確認頂けます。

出展品目
●AI自動翻訳 T-4OO
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M-10

アドフレックス・コミュニケーションズ

〒105-0022
東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21F

TEL : 03-6823-6780
URL : https://www.ad-flex.com/
Email : naoko.takahashi@ad-flex.com

見どころ

インターパーク

〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂2-16-8 ビジネスヴィップ渋谷・道玄坂坂本ビル8F

TEL : 03-3496-7888
FAX : 03-3496-7899
URL : https://www.interpark.co.jp/
Email : akino@interpark.co.jp
見どころ

リスティング広告はまだまだ伸びる!? 媒体（Google とYahoo!）の自動化とOptmyzr の活
用で実績が出ている事例を紹介します。どれくらい効果があるか無料診断も！

出展品目

便利のカケラを技術でカタチに。
「北海道生まれ、北海道育ち」の、
オリジナルクラウドサービス
をゼロから開発するメーカーです。自社内で全て製品化。セールスからカスタマーサポートま
でを一貫して提供しております。

エイチシーエル・ジャパン

●クラウドサービスサスケ
●サスケWorks

H-15

NTTデータ数理システム

〒107-6032
東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル EAST32F

〒160-0016
東京都新宿区信濃町35

見どころ
HCL Unica はマーケティング活動を総合的に支援するプラットフォーム。

見どころ
2021 年リリースの新データ分析プラットフォーム【Alkano】
（アルカノ）は各種販売データ、

TEL : 03-6832-6000
FAX : 03-5544-9996
URL : https://www.hcljapan.co.jp/software/
Email : swinfo@hcljapan.co.jp

精密にパーソナライズされたマーケティングを大規模に展開。多数のキャンペーン展開を管理
し、目標を達成するのに役立ちます。

出展品目
●HCL Unica

N-07

ウェブデモ

信濃町煉瓦館1F

TEL : 03-3358-6681
FAX : 03-3358-1727
URL : https://www.msi.co.jp/alkano/
Email : sales@ml.msi.co.jp

顧客データ、アンケートを分析し、現状把握、予測、併売分析、分類などパターンを見出すこと
ができるソフトウェアです。ベイジアンネット作成支援BayoLinkS とデータサイエンティスト
育成サービスもご紹介します。

出展品目
●Alkano NEW
●BayoLinkS
●データサイエンス教育プログラム
●Text Mining Studio

動画ソリューションエリア

神奈川県茅ヶ崎市共恵1-4-14 T&Sチガサキ

TEL : 0467-53-9919
URL : https://animedemo.com
Email : support@webdemo.jp
見どころ

２時間でPR アニメが作成できる！VYOND はアニメーションに特化したクラウドサービスで
す。数千のテンプレートを組合わせ、あらゆる業界向けの高品質な魅力的なプレゼンテーショ
ンアニメを生み出すことができます。
実際のデモンストレーションを是非当社ブースでご覧ください。

出展品目

出展品目

●リスティング広告最適化AI
「Optmyzr
（オプティマイザー）」

N-09

G-09

●VYOND

N-01

ギブリー

〒150-0036
東京都渋谷区南平台町15-13 帝都渋谷ビル8F

TEL : 03-6277-5463
FAX : 03-5489-7189
URL : https://givery.co.jp/
Email : shota.shirota@givery.co.jp

出展品目
●Web接客ツール『SYNALIO
（シナリオ）』
●LINEマーケティングツール『LIBERO
（リベロ）』
●ビデオ接客ツール『Virtual Store
（バーチャルストア）』
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G-17

コミューン

H-09

コンシェルジュ

〒141-0031
東京都品川区西五反田4-31-18 目黒テクノビル２F

〒101-0061
東京都千代田区神田三崎町3-8-5 千代田JEBL6F

見どころ
commmune は企業とユーザーが融け合うカスタマーサクセスプラットフォームです。オンラ

見どころ
AI チャットボットによるMA・CRM 施策をご提案いたします。ユーザーを購入見込みに引き上
げるLINE 運用、顧客体験の改善策など、導入事例を交えてご紹介。デモ操作も可能ですので、

TEL : 03-6206-4327
URL : https://commmune.jp/
Email : info@commmune.jp

インファーストな時代に置いて、顧客との接点の作り方を検討している企業や、カスタマーサ
クセスを強化していきたい企業にとって、最適なソリューションを提供します。

出展品目

TEL : 03-6910-0474
URL : https://www.kuzen.io/
Email : arata.yabuki@conciergeu.com

ぜひ弊社ブースまでお越しください。

出展品目

●commmune

スプリームシステム

〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-60-3 グレイスロータリービル７F

TEL : 03-5956-3426
URL : https://www.supreme-system.com/
Email : meng@supreme-system.com

●マーケティングDXツール「Aimstar
（エイムスター）」NEW

東京都渋谷区桜丘町23-21 渋谷区文化総合センター大和田 11F

TEL : 03-6455-0500
URL : https://satori.marketing/
Email : marketing@satori.team

見どころ
見込める顧客を増やすMA 「SATORI」をご紹介いたします。
当日はブース内説明員の他、
オンラインでのご説明など、
ご要望にあわせたご紹介方法が可能
ですので、是非お立ち寄りください。

●SATORI

共同出展社
Faber Company
コミューン

N-11

ターゲットメディア

〒160-0004
東京都新宿区四谷4-1 細井ビル2F

TEL : 03-5312-6833
FAX : 03-5312-6834
URL : https://btobmarketing.tmedia.co.jp/
Email : sc@tmedia.co.jp
見どころ
BtoB 分野に特化したマーケティング支援会社です。ぜひお立ち寄りください。
★BtoB マーケティングガイドBook をブースにてプレゼント★。

出展品目

SATORI

出展品目

●ノーコードAIチャットボット KUZEN

共同出展社
Faber Company
SATORI

C-01

G-17

出展品目
●BtoBマーケティングコンサル
●BtoBマーケティングBPO

M-16

TSP

〒171-0014
東京都豊島区池袋3-15-14 カステル昴1F

TEL : 03-5926-8030
URL : http://www.tspco.jp
Email : t-fukui@tspco.jp

出展品目
●Vipore(ヴィポレ)
●Occupancy Manager(オキュパーシーマネージャー) NEW
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G-11

DearOne

〒105-0001
東京都港区虎ノ門 NTT虎ノ門ビル4F

TEL : 03-6381-5062
URL : https://www.dearone.io/
Email : yano@dearone.io

見どころ
ModuleApps2.0（モジュールアップス2.0）は、豊富な機能モジュール（テンプレート）の中

から必要なものを選択してアプリに組み込むだけで、自社の公式アプリを短期間・低価格で開
発できます。さらに、アプリリリース後もグロースを目指して、お客様と一緒に伴走するサービ
スです。

出展品目
●ModuleApps2.0
●Amplitude

H-14

日本市場創造研究会

〒248-0025
神奈川県鎌倉市七里ガ浜東4-20-3

TEL : 090-8467-2916
URL : http://www.shijo-sozo.org/
Email : info@shijo-sozo.org
見どころ
弊会は新商品の導入時における「成功率向上」が企業経営の中心的視点であると考え、
「成功
率向上」を目的として理論、手法、実態について研究し、その成果を広く公表して社会に還元す
るための活動を行なっています。商品開発、商品の成功率向上に関心をお持ちの方々のご参
加をお待ちしています。

M-05

トビー・テクノロジー

〒141-0031
東京都品川区西五反田7-7-7 SGスクエア3F

TEL : 03-6420-3990
FAX : 03-6420-3991
URL : http://www.tobii.co.jp
見どころ

トビ―・テクノロジーはアイトラッキング（視線計測）の最大手です。アイトラッキングは、パッ
ケージや棚割、販促物、WEB・スマホサイト、広告などがどう見られているのか、無意識の注意・
興味を可視化し、印象・記憶・理解についてもインタビューを用いた分析で探ることができ、消
費者行動調査に大変有効な手法です。

出展品目
●Tobii Pro グラス3 NEW
●Tobii Pro ナノ
●調査・分析サービス

CM-03 博士.com
〒180-0002
東京都武蔵野市吉祥寺東町1-17-18 三角ビル2Ｆ

TEL : 0422-28-2211
FAX : 0422-28-2212
URL : https://media-hakase.com/
Email : media-p@web-hakase.com
見どころ

クラウド動画編集ツール『メディア博士』
クラウドツールで動画編集をもっと手軽に！
活用の幅が広い動画をインハウス化（内製化）
できる編集ツールです。
商品・サービス紹介、サイネージ、
ブランディング、採用活動
マニュアル、社内広報、SNS 広告などの動画をカンタンに作成できます。
動画活用は弊社がトータルサポートいたします！

H-13

ナビプラス

〒150-0022
東京都渋谷区恵比寿南3-5-7 デジタルゲートビル11F

TEL : 03-6367-1458
URL : https://www.naviplus.co.jp/
Email : sales-team@naviplus.co.jp

見どころ
SNS やメルマガなど、様々な顧客コミュニケーションの場面で必要不可欠な「URL」はロゴ

やブランドの写真と同じく、ユーザーの目に触れる機会が非常に多い視覚情報の一つで、
ブラ
ンディングには欠かせないものになっています。
そこで効果を発揮するのが短縮URL サービス「Bitly」です。
URL を短くするだけではない「Bitly」の機能や活用方法についてお伝えします。

出展品目
●Bitly Enterprise

M-09

バリューテクノロジー

〒101-0034
東京都千代田区神田東紺屋町28-1 VORT神田Ⅱ 6F

TEL : 03-5817-8961
FAX : 03-5817-8962
URL : https://www.value-ict.co.jp

見どころ
FineReport は、帳票、分析ダッシュボード、データ入力、モバイル対応などの様々な入出力機
能をオールインワンに集結したデータ活用ツールです。

●複雑な帳票、BI 分析ダッシュボードを容易に作成
●Excel 風のデザイナでノーコーディングで簡単設計
●印刷、PDF、Excel、Word など多様な出力形式
●強力なデータ入力機能はデータ活用の可能性を広げるます
●モバイル端末にフル対応

出展品目

出展品目

●メディア博士

●FineReport
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F-02

visumo

G-17

Faber Company

〒150-0011
東京都渋谷区東2-22-5 シブロジ

船井総研コーポレートリレーションズ

〒541-0044
大阪府大阪市中央区伏見町4-4-10

TEL : 03-6822-4888
URL : https://visumo.asia/
Email : info@visumo.co.jp

新伏見町ビル6F

TEL : 06-6125-7807
URL : https://fcr.funaisoken.co.jp/
Email : m-azuma@funaisoken.co.jp

見どころ
visumo はブランディングや商品訴求を強化するビジュアルデータを一元管理するビジュアル
マーケティングプラットフォームです。2017 年にサービスの提供を開始。国内で400 社を超

見どころ
たった半年間でWEB 広告運用の費用対効果が最大化！
反響がとれなかった場合は代行運用手数料は頂きません！
（※広告出稿費用は貴社負担となります。）

える企業様にご利用いただいております。

スマートフォンデバイスの普及と進化、
またネットワークインフラの発展により、
リッチなコンテ
ンツが増えています。” 読む” だけでなく、無意識に” 見る” ということから生み出す顧客体験を
信じ、
ビジュアルマーケティングを推進しています。
① インスタグラム上の投稿写真や動画を活用する「social curator」
② EC サイトの動画コマースを推進する「video commerce」
③ アンバサダーやスタッフが投稿できる専用ツール「media form」

H-01

出展品目

共同出展社

●WEB広告代行運用
●自社運用支援

コミューン

SATORI

出展品目
●social curator
●動画コマース
●メディア投稿
●接客コメント

H-12

Botify Japan

〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル9F

URL : https://jp.botify.com/
Email : hellojapan@botify.com
見どころ

オーガニック検索に関する様々なデータを一括管理することで、埋もれていた有効なコンテン
ツを掘り起こし、
トラフィックの増加と収益拡大を支援するプラットフォーム「Botify」が日本
でのサービスをスタートしました。
グローバルブランドが支持するツールの詳細を、事例とともにご案内します。

出展品目
●Botify

C-03

Micoworks

〒530-0002
大阪府大阪市北区曽根崎新地 1-13-22 WeWork御堂筋フロンティア

TEL : 06-6136-4580
URL : https://www.micoworks.jp/
Email : r.masuda@micoworks.jp

見どころ
MicoCloud はLINE 公式アカウントを活用したマーケティングツールです。
お客様一人ひとりに合ったコミュニケーションをLINE で自動化することができ、
ファン化の促

進や生産性の向上を実現します。
ご来場者様に丁寧に分かりやすくお伝え致しますので、是非弊社ブースにお立ち寄りください
ませ。

出展品目
●MicoCloud

M-01

ユーザーローカル
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N-03

Repro

〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル 4F

TEL : 03-6681-1907
URL : https://repro.io/
Email : marketing-account@repro.io
見どころ

あらゆるWeb とアプリの売上最大化を支援する「Repro」は、
プロの知見とノーコードツール
による高速PDCA で、売上アップを最短距離で実現。
ツールを導入して終わりではなく、継続的に最大の成果を実現し続けるための支援ソリュー
ションを提供しています。

出展品目
●Repro Web
●Repro App
●コンバージョン最大化サービス
●ASO insight

M-06

rayout

〒155-0031
東京都世田谷区北沢2-34-3 クリスタルベルス3F

TEL : 03-6804-8146
FAX : 03-6804-8186
URL : https://rayout-inc.com/company/
Email : r-tanaka@rayout-inc.com
見どころ

弊社は映像制作を中心に広告制作を行っている会社でございます。
動画については年間500 本以上を各業界のお客様へ納品しております。
特に企業様の「採用」
「商品PR」
「企業説明」
「研修セミナー」
などの映像コンテンツの制作実績が多いです。
企画立案→制作→納品まで一気通貫でご提供しております。

出展品目
●動画制作
●映像制作

N-03

Repro

〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル 4F

TEL : 03-6681-1907
URL : https://repro.io/
Email : marketing-account@repro.io
見どころ

あらゆるWeb とアプリの売上最大化を支援する「Repro」は、
プロの知見とノーコードツール
による高速PDCA で、売上アップを最短距離で実現。
ツールを導入して終わりではなく、継続的に最大の成果を実現し続けるための支援ソリュー
ションを提供しています。

出展品目
●Repro Web
●Repro App
●コンバージョン最大化サービス
●ASO insight

