
iTEM2022-WEB



iTEM2022の会期とWEBサイトの関係

学会 学会会期前 リアル / WEB学会会期中 学会終了後
展示会 開催前 リアル展示会開催 WEB展示会開催 展示会終了

名称 Pre - iTEM iTEM2022-REAL iTEM2022-WEB Post - iTEM

リアル
＆
WEB
共通

WEB
展示

参加登録ページ

出展社・出展製品リスト（検索機能を含む）

リアル展示会ブースマップ

来場情報動態表示

参加登録者用マイページ

出展社ティザー広告

出展社オンラインブース

出展社プロモーション

特定テーマプレゼン

JIRA Webinar

プレゼンテーション参加申し込み

未承認品ページ公開

学会発表関連製品ページ公開

On Demand配信

On Demand配信

On Demand配信

出展社向け管理ページ



iTEM2022の全体構成

iTEM2022

iTEM2022-REAL
（Pacifico YOKOHAMA会場）

iTEM2022-WEB
（WEBサイトでの公開）

iTEM2022-REAL support
(REAL会場の開催支援）

学会サイト

出展社の
外部サイト



iTEM2022WEBサイトの構成

出展社・出展製品リスト

リアル展示会ブースマップ

来場情報動態表示

出展社ティザー広告

オンラインブース構築・管理

各種設定・情報管理（出展社） 来場・出展者への情報提供 出展社/製品関係

出展社・出展製品検索

出展社・製品キーワード設定

出展社メンバアカウント設定

来場・参加登録

参加登録者用マイページ

出展社オンラインブース出展社展示プロモーション

特定テーマプレゼン

JIRA Webinar

プレゼンテーション
参加申し込み

未承認品専用ページ

学会発表関連製品専用ページ

メインコンテンツ

各種プレゼン 出展社ブース・製品紹介
各種設定・情報管理（来場者）

On demand 配信 学会発表との連携

iTEM2021サイト

来場者向けメルマガ発行

来場者情報ダウンロード



出展社支援

iTEM2022WEBサイトの構成

出展社オンラインブース

iTEM2021サイト

出展社未承認品公開

学会論文関連製品公開

出展社・製品検索/一覧表示

出展社展示プロモーション

特定テーマプレゼン

JIRA Webinar

オンラインブース構築設定

出展社アカウント設定

デジタルマーケティング
（メルマガ配信）

来場者情報管理
（来場者情報ダウンロード）

来場者参加登録
（事前・会場登録）

リアル展示ブースマップ

出展社ティザー広告

学会
WEB
サイト

On demand 配信

出展社/製品コンテンツ公開

Realtime / On demand 配信

出展社ブース支援
出展社
外部
サイト

決済処理
（カード決済）

来場者動態情報の表示



iTEM2022-WEBコンテンツ説明

出展社・製品検索/一覧表示

コンテンツ 内容

出展社
出展製品
検索

・来場者が出展社や出展製品を検索することができます。
・出展社名や出展製品名などによる単純な検索だけではなく、製品区分や使用目的などのキーワードによる検索
も可能とする。
・出展社は、出展社向け管理ページより、検索でヒットさせたい情報を設定できる。

出展社
出展製品
リスト

・検索条件に該当した出展社や出展製品などをリスト表示する。
・リスト内には、出展社リアルブース位置のマップ表示、オンラインブース/製品紹介へのリンク、出展社に関係
する各種プレゼンテーションへのリンクなどを配置する。

● 来場者の目的を（ある程度）反映して、出展社や出展製品を検索することができます。

● 検索結果として、出展社や出展製品などの情報をリスト表示します。



iTEM2022サイト（REAL & WEB）：コンテンツ説明

出展社ブースの支援（iTEM2022-REAL会場向け支援）

コンテンツ 内容

出展社
リアルブース
マップ

・リアル展示会場マップ上での出展社ブースの位置を表示する。
・出展社ブース位置の表示は、出展社名・出展製品種別・利用目的などの検索結果に基づいて表示する。（特定
の個社のみではなく、来場目的に合致する複数の出展社ブースの位置が表示されるケースもある。）

出展社
ティザー広告

・iTEM2022に出展する出展社と出展製品の一覧リストを表示する。
・一覧リストは単純なリストではなく、上記の検索条件に該当した出展社や出展製品をリスト表示する。
・リストに表示された項目からリアル展示会場内の出展社ブース位置を表示・確認できる。

来場者動態
情報表示

・ITEM2021への来場者の動態情報を表示します。
・表示する情報は、全来場者数の推移（全体、区分別など）を時系列で表示。
・ブラウザベースでの表示とし、リアル会場入口だけではなく出展社ブースや個人のモバイルからも参照可能。

● リアル会場での出展社ブースの位置を表示します。

● 来場者の状況を表示します。

● 出展社・出展製品などを紹介するティザー広告を公開できます。



iTEM2022サイト（REAL & WEB）：コンテンツ説明

出展社/製品コンテンツ公開（iTEM2022-WEB）

コンテンツ 内容

オンライン
ブース

・昨年と同様の仕組みを利用、オンラインブースを構築・公開は個社の判断。（有料で構築支援も可能）
・オンラインブース内には外部リンクのみを配置する形態も可能。（iTEM専用ブース実体は外部）
・未承認品は個社のページでは公開せず、未承認品専用ページへのリンクを掲示する。
・学会論文に関連する製品は、このオンラインブース内に配置可能。
・検索機能で出展社および製品をヒットさせるための検索キーワードを出展社管理ページより登録する。

未承認品専用
公開ページ

・このページで公開する未承認品へオンラインブース内からリンクを設定可能。
・ページ閲覧のための2段階認証は実施しない。（2021では実施）
・未承認品専用ページの参照は2022サイトにログインした参加者のうち、職種（業務区分）で医療関係者を
チェックした参加者のみ可能とする。（最初の登録で業務区分を入力していないと参照できない。＝業務区分
の入力を必須とする。）

・ページ内で公開する内容は2021と同様。

発表論文関連
製品ページ

・学会サイトからこのページへの遷移にはログイン不要。（iTEM2022-WEBサイト側に遷移する旨は表示。）
・掲載製品について詳細を把握するために、オンラインブースまたは外部サイトへのリンクを設定可能とする。
・このページから他のITEM2022-WEB内ページに遷移する場合には、ログインが必要。

● iTEM2022への出展社のオンラインブースです。（公開は自由、有料での構築支援もOK）

● 出展社の未承認品のみを公開します。

●学会論文で引用されている製品を公開します。



ITEM2022WEBコンテンツ説明

各種プレゼンテーション

コンテンツ Live配信 On Demand配信

出展社
プロモーション

・展示企画会社が撮影・収録・会場内
配信・収録ビデオ編集＆データ化を
担当

・WEB展示開始に合わせて公開
・編集済みデータを受領し、YouTubeなどにアップロードし、
参加登録者のみ視聴可能
・リアル展示期間はOn Demand配信なし
・動画ファイルは出展社にも後日提供

特定テーマ
・展示企画会社が撮影・収録・会場内
配信・収録ビデオ編集＆データ化を
担当

・WEB展示開始に合わせて公開
・編集済みデータを受領し、YouTubeなどにアップロードし、
参加登録者のみ視聴可能
・リアル展示期間はOn Demand配信なし
・動画ファイルは出展社にも後日提供

JIRA
Webinar

・Webinarのスケジュール公開と参加登録用ページを準備

・ZOOM Webinarを利用
・コンテンツ自体は演者によるLive講
演と収録済みの動画のWebinarでの
配信が混在

・Webinar自体を録画しYouTubeにアップロード、WEB展示
期間から公開（編集版の可能性あり）
・リアル展示期間＆QWEB展示期間中に公開

この部分はITEM2021-WEBの範囲外 この部分はZOOMで実現



iTEM2022-WEBコンテンツ説明（動画ファイルの仕様）

コンテンツ 展示
スペース

ステージ
利用 種別 再生

時間 解像度 容量 説明

出展社
プロモーション

基礎コマ
40cm2以下

あり
（有料）

ライブステージを収録
後日、WEBで編集・公開

10分 1080p HD
30/60fps

900
MByte

ステージプレゼンは
ライブ収録・編集後、
WEBで公開

なし
（無料） 事前準備の動画を配信

L/M なし
（無料） 事前準備の動画を配信

特定テーマ
展示

スペースの
制約なし

あり
（有料）

ライブステージを収録
後日、WEBで編集・公開 15分 1080p HD

30/60fps
1350
MByte

ステージプレゼンを
ライブ収録・編集後、
WEBで公開

JIRA
Webinar 関係なし なし Webinar形式で実施

（講演者/事前収録） 20分 1080p HD
30/60fps

1800
MByte

Webinarであり、基本
はリアルタイムでの講
演

出展社
ティザー広告 関係なし なし 事前準備の動画を配信 5分 1080p HD

30/60fps
450
MByte

出展社ブースへの関心
を喚起する目的のため
、長時間のコンテンツ
は用意しない。



iTEM2022-WEBコンテンツ説明

出展社向け各種情報設定・管理

コンテンツ 内容

オンライン
ブース
構築・管理

・ITEM2021-WEBと同様にオンラインブースを構築・管理する。
・未承認品へのリンク設定機能を追加する。
・2021の管理機能に加えて、出展社・出展製品を検索するための検索キーワードを設定する。

出展社
アカウント
設定 ・出展社オンラインブースの責任者・担当者を登録する。（昨年同様の設定）

・出展社メンバがiTEM2022-WEBにログインするための共有アカウントを登録する。

来場者向け
メルマガ発行 ・リアルブースでチャックインした/オンラインブースを参照した来場者に対してメール発行が可能。

・来場者の付帯情報で絞り込みを行い、該当した来場者に対してメール発行が可能。

来場者情報
ダウンロード ・リアルブース/オンラインブースへチェックインした来場者の情報をダウンロード可能とする。

● iTEM2022-WEB用オンライン・ブースの構築・管理を行います。

● 出展社ブースへの来場者についてメールが発行できます。

● 出展社・出展製品などを紹介するティザー広告を公開できます。

● 出展社ブースの運営用および出展社メンバのログイン用アカウントを登録します。



iTEM2022-WEBコンテンツ説明

来場者参加登録（事前・当日会場）

コンテンツ 内容

来場者登録 ・ITEM2022への参加登録（REAL会場への来場・WEB展示へのログイン）がブラウザから可能。
・事前登録もREAL会場での当日登録も同じ手続きを提供。
・来場カードは、登録した情報を基に印刷可能。

決済手続き ・参加登録時に、オンラインでのカード決済をサポートする。
・領収書（pdf）の発行を可能とし、登録されたメールアドレスに送信する。

● iTEM2022サイトへの参加登録（リアル会場・WEB展示）を行います。

● 参加登録時にオンラインでのカード決済ができます。



各種コンテンツの提出時期

コンテンツ 提出期限 展示
スペース

ステージ
利用 種別 再生

時間 説明

出展社
ティザー広告

2022
3月中旬 関係なし なし 事前準備の動画を配信 5分

Pre-SHOW2022で公開
（4月1日 - 4月14日）

出展社
プロモーション

基礎コマ
40cm2以下

あり
（有料）

ライブステージ収録
後日、編集、WEB公開

10分

In-Sessionで公開
（4月14日 ‒ 5月18日）
（REAL/WEB学会会期中）

iTEM2022-REAL：4月14日 ‒ 4月18日
iTEM2022-WEB：4月18日 ‒ 5月18日

一部のコンテンツは
Post-SHOW2022でOn Demand配信

（5月19日以降）

2022
3月末

なし
（無料） 事前準備の動画を配信

2022
3月末 L/M なし

（無料） 事前準備の動画を配信

特定テーマ 2022
3月末

展示
スペースの
制約なし

あり
（有料）

ライブステージを収録
後日、編集、WEB公開

15分

出展社
オンライン
ブース

2022
3月末

展示
スペースの
制約なし

---

昨年同様の構築方法

---

未承認品公開 2022
3月末

学会発表と
リンクする
製品公開

2022
3月末

---

---


