
フロントオフィス部門 必見! 200社のDX製品（サービス）が出展!  専門セミナーを同時開催!

※一般ユーザー･学生･18才未満（乳幼児含む）の方のご入場はできません。
※展示会開催会社の方、出展社へのセールス・勧誘を目的とした方の入場は固くお断りします。

 2022年
8月25日（木） 9：30～17：00
8月26日（金） 9：30～16：00

店舗・EC・集客・宣伝に関する製品・サービスが一堂に集結！

（受付開始 9：00）

店舗DX展  特 設 ECゾーン
集客・宣伝DX展

東京ビッグサイト
東7ホール

主催： ブティックス（株）

’22
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マーケティングDX展
営業DX展

同時
開催

招待券
入場には、来場事前登録が必須です

マーケ・営業・宣伝・店舗DX推進展

・・・・など、各種課題をお持ちの方

裏面に掲載の出展社・出展製品（サービス）一覧をご覧ください。

店舗・ECの運営企業の方々、およびあらゆる業種の宣伝/販促部門の方々来場対象者

以下のDX課題をお持ちの方は、ぜひご来場ください！

営業 マーケ 販促 宣伝・
広報 CS経営者小売 飲食店 商業

施設 EC
など

8/23（火） │ 8/24（水） 8/25（木） │ 8/26（金）

通年開催のオンライン展示会と、東京・大阪開催のリアル展示商談会をシームレス 
に融合したハイブリッド展示会。来場者がオンラインとリアルの垣根なく、出展 
製品（サービス）を比較検討できる、まったく新しい商談プラットフォームです。とは？

DXを加速する２展 連続開催
本分野 最大級の440社※が出展

※連続して開催する右記２展の合計出展社数 東京ビッグサイト 東７ホール

オンライン展オリジナルの
セミナー動画が視聴可能！

（右のようなセミナーを続々配信中）

製品・サービスの動画視聴や資料ダウンロードで、まとめて情報収集！
200社の製品・サービスが御覧いただけるウェブース（ウェブ上のブース）が勢ぞろい。
カテゴリー一覧や検索を通じてお目当ての製品・サービス群にリーチできます。

興味のある製品・サービスについて、質問・商談依頼・見積依頼が可能！
各社のウェブースには、営業担当の情報も掲載。導入に向けた相談ができます！

コンシェルジュが情報収集・製品選定のお手伝いをします！
貴社の課題や事業規模に合わせて製品（サービス）選びをサポート。

リアル展示商談会と連動することで、ますます便利に！
オンライン展で興味のある出展社を探し、リアル展でのブース商談予約ができ
たり、リアル展でバーコード取得した製品資料がオンライン展のマイページで
ダウンロードできたり、オンライン×リアルが効果的に連動します。

日本最大級の製品・サービス数※！
オンライン展を365日開催！

オンライン展で検索⇒ブース商談予約
事前にオンライン展の製品（サービス）動画で下調べして、製品デモ体験や
直接説明を聞きたい出展社を選び、リアル展示商談会でのブース商談を予約。

リアル展 会期 前

リアル展会場でオンライン検索⇒ブース訪問
リアル展示商談会の会場でもオンライン展にスマホでアクセス。さらに気に
なる製品を探して直接ブースに訪問し、製品デモ体験や具体的な商談を実施。

リアル展 会期 中

オンライン展で再検討⇒見積依頼／商談予約
リアル展示商談会で興味を持った出展社の製品（サービス）をオンライン展の
製品動画や資料ダウンロードでじっくり比較・再検討して見積依頼や商談予約へ　

リアル展 会期 後

※登録無料DXPO会員※は以下サービスがすべて無料！

7月
スタート

365日開催のオンライン展と、8月開催のリアル展示商談会で

新しい展示会体験を！
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※ PC 画面はイメージです※ PC 画面はイメージです

※同種のオンライン展示会との比較。当社調べ。※同種のオンライン展示会との比較。当社調べ。

いつでも、どこにいても参加できます！
充実の機能を備えたオンライン展示会
新製品（サービス）の情報が随時アップデート！
最新情報収集・比較検討に最適
オリジナルコンテンツ多数！
毎月更新されるセミナーで最新の学びを支援！

リアル展示商談会

オンライン展
&&

（株）KADOKAWA
Connected
Chief Customer
Suceess Officer
菊本 洋司 氏

立教大学
経営学部 教授
佐々木 宏 氏

フロントオフィスDXPOが解決します！

●SFA●SFA
●CRM●CRM

顧客情報管理・分析顧客情報管理・分析
問合せ管理問合せ管理
アンケート作成集計分析　などアンケート作成集計分析　など

● インサイド ● インサイド 
セールスツールセールスツール
メール配信ツールメール配信ツール
フォーム営業フォーム営業
ビジネスチャットビジネスチャット
オンライン商談ツールオンライン商談ツール
アウトバウンド型CTI　などアウトバウンド型CTI　など

● フィールド ● フィールド 
セールスツールセールスツール
予定管理ツール予定管理ツール
顧客マップ　など顧客マップ　など

●店舗運営ソリューション●店舗運営ソリューション
POSレジ・システム　ポイントシステムPOSレジ・システム　ポイントシステム
電子棚札　デジタルサイネージ　など電子棚札　デジタルサイネージ　など

●キャッシュレス決済システム・端末●キャッシュレス決済システム・端末
二次元コード・バーコード決済　電子マネー決済　など二次元コード・バーコード決済　電子マネー決済　など

●ネット・実店舗連携●ネット・実店舗連携
オムニチャネル戦略支援　D2C支援　MEO対策　などオムニチャネル戦略支援　D2C支援　MEO対策　など

●各種管理システム●各種管理システム
在庫管理システム　受発注・売上管理システム在庫管理システム　受発注・売上管理システム
シフト管理システム　店舗運営支援ツール　などシフト管理システム　店舗運営支援ツール　など

●店舗無人・省人化●店舗無人・省人化
業務効率化ロボット　顔認証システム　非接触テック　など業務効率化ロボット　顔認証システム　非接触テック　など

EC制作・構築パッケージ　越境EC支援EC制作・構築パッケージ　越境EC支援
チャットボット　オンライン決済サービスチャットボット　オンライン決済サービス
ECサイト管理ツールECサイト管理ツール
ECサイト不正検知・認証システムECサイト不正検知・認証システム
shopify開発・SNS連携ツール　ECコンサルshopify開発・SNS連携ツール　ECコンサル
その他EC向けソリューション　などその他EC向けソリューション　など

●MA（マーケティング・オートメーション）●MA（マーケティング・オートメーション）
●ABM（アカウント・ベースド・マーケティング）●ABM（アカウント・ベースド・マーケティング）
●マーケティング・コンサルティング・アウトソーシング●マーケティング・コンサルティング・アウトソーシング
●マーケティング人材育成・研修●マーケティング人材育成・研修
●メールマーケティング●メールマーケティング

メール配信ツール　メールリレーサービス　などメール配信ツール　メールリレーサービス　など

●WEBサイト分析・改善●WEBサイト分析・改善
CVR向上ソリューション　UI/UX改善ソリューションCVR向上ソリューション　UI/UX改善ソリューション
アクセスログ分析　ヒートマップ分析　EFO　LPO　などアクセスログ分析　ヒートマップ分析　EFO　LPO　など

●コンテンツマーケティング●コンテンツマーケティング
SEO/MEO対策　オウンドメディア構築　運用支援　などSEO/MEO対策　オウンドメディア構築　運用支援　など

●SNSマーケティング●SNSマーケティング
SNS管理システム　SNS運用・分析SNS管理システム　SNS運用・分析
インフルエンサーマーケティング　などインフルエンサーマーケティング　など

●データ分析●データ分析
AI活用　BIツール　データサイエンス　などAI活用　BIツール　データサイエンス　など

●VOCマネジメント●VOCマネジメント
アンケートツール　ソーシャルリスニングツールアンケートツール　ソーシャルリスニングツール
テキストマイニング　などテキストマイニング　など

●WEBメディア構築●WEBメディア構築
WEBサイト制作・CMS　LP・フォーム制作WEBサイト制作・CMS　LP・フォーム制作
オウンドメディア制作　ホワイトペーパー制作　などオウンドメディア制作　ホワイトペーパー制作　など

●PRコンテンツ制作●PRコンテンツ制作
動画コンテンツ　XR（VR/AR/MR/SR）コンテンツ動画コンテンツ　XR（VR/AR/MR/SR）コンテンツ
各種PRコンテンツ制作　など各種PRコンテンツ制作　など

●情報発信プラットフォーム●情報発信プラットフォーム
ウェビナーツール　イベントテック　比較メディアウェビナーツール　イベントテック　比較メディア
コンテンツ配信プラットフォーム　などコンテンツ配信プラットフォーム　など

●アドテクノロジー●アドテクノロジー
リスティング広告運用支援　ディスプレイ広告運用支援リスティング広告運用支援　ディスプレイ広告運用支援
位置情報広告・エリアマーケティング位置情報広告・エリアマーケティング
各種アドテクノロジー　など各種アドテクノロジー　など

●各種メディアソリューション●各種メディアソリューション
デジタルOOH広告デジタルOOH広告
テレビCM運用・効果測定　DM代行　などテレビCM運用・効果測定　DM代行　など

●アプリ開発●アプリ開発
●販促支援●販促支援

クラウド型販促管理システム　デジタルサイネージクラウド型販促管理システム　デジタルサイネージ
デジタルギフト・インスタントウィン　POP・店頭広告商品　などデジタルギフト・インスタントウィン　POP・店頭広告商品　など
※販売支援ツールゾーンを特設※販売支援ツールゾーンを特設

≪会場レイアウト図／主な出展品目≫

営業DX展営業DX展
40社が出展

店舗DX展店舗DX展
65社が出展

集客・宣伝DX展集客・宣伝DX展
60社が出展

マーケティングDX展マーケティングDX展
35社が出展

特 設  ECゾーン ECゾーン

●営業アウトソーシング・●営業アウトソーシング・
コンサルティングコンサルティング
営業代行営業代行
インサイドセールス代行インサイドセールス代行
フォーム営業代行フォーム営業代行
マッチングサービスマッチングサービス
営業コンサルティング　など営業コンサルティング　など

●名刺交換・管理ツール●名刺交換・管理ツール
● 日程調整・ ● 日程調整・ 

アポ設定ツールアポ設定ツール
●営業人材育成・研修●営業人材育成・研修
●海外ビジネス支援●海外ビジネス支援

海外セールスプロモーション海外セールスプロモーション
通訳・翻訳ソリューション　など通訳・翻訳ソリューション　など

● セールス自動化・ オンライン化● セールス自動化・ オンライン化
Web接客　営業リスト作成・ターゲット抽出Web接客　営業リスト作成・ターゲット抽出
セールストーク・シナリオ自動作成セールストーク・シナリオ自動作成
商談分析・会話分析AIツール　など商談分析・会話分析AIツール　など

東京ビッグサイト 東７ホール ※ 都合により会場レイアウトは
変更になる場合があります。

連続開催するバックオフィス   (会期が異なります) では、
上記のほか多数の出展社が出展、右記のほか多数のセミナーを開催！

《 詳しくはコチラから ▶ https://box.dxpo.jp/tokyo 》

その他、活用方法いろいろ！
365日開催のオンライン展と
年2回のリアル展示商談会が
皆様の課題解決・情報収集を
強力サポート！ 

今すぐ来場事前登録を！ ▶
※  来場事前登録により、オンライン展をご利用

いただけるＤＸＰＯ会員登録も完了します。
https://fox.dxpo.jp/tokyo

https://fox.dxpo.jp/tokyo来場事前登録はコチラから ▶

・ これまでにない集客方法を 
比較検討したい

・ ターゲット顧客に訴求できる 
PRコンテンツをつくりたい

・ リード獲得のためのインバウンド 
営業手法を相談したい

・ 効果的・魅力的な広告配信で
WEBへの流入を増やしたい

集客・宣伝DX展
・ 店舗管理・運営を合理化して

負担軽減したい
・ 来店客数UP、

売上単価UPを図りたい
・ 店舗運営コストを削減して 

利益を最大化したい
・ 最新の店舗DX事例や

デジタル技術を知りたい

店舗DX展
・ ECを開設し自社の

販売チャネルを増やしたい
・ サイトへの集客を強化して 

売上げを伸ばしたい
・ 多店舗展開・越境ECにより

販路を拡大したい
・ 実店舗との連携や 

オムニチャネル化を推進したい

特 設  ECゾーン

1 8/25（木） 9:50 ～10:35
日本の組織が抱える「マーケティングDX」の課題
～成功例・失敗例に見る組織の特徴～

（株）ベーシック 取締役 COO　林 宏昌
4 8/25（木） 11:30 ～12:15

経済環境の激変に備え、
日本企業が今創るべき「売れる仕組み」とは

シンフォニーマーケティング（株） 代表取締役　庭山 一郎
7 8/25（木） 13:00 ～13:45

成長企業が実践する攻めのDX
～落とし穴と対処法～

（株）船井総合研究所 事業開発室 ディレクター 上席コンサルタント　斉藤 芳宜
14 8/25（木） 15:55 ～16:40

企業・団体のためのSNS実践講座
～ファン・フォロワーを集めて関係を深めるために～

（一社）SNS エキスパート協会 代表理事　後藤 真理恵

特 8/26（金） 14:30 ～15:30
オンラインイベントに関するネガティブな見方に
オンラインイベントプラットフォーマーが全力で反論します！
～プラットフォーマーが見る「イベントの未来」特別編～

ブレイブソフト（株） 代表取締役 CEO・CTO　菅澤 英司
（株）EventHub 代表取締役 CEO　山本 理恵

ON24（同） シニアリージョナルパートナーマネージャー　林 遼太
（株）JTB コミュニケーションデザイン 総合企画部

DX 推進プロジェクト エグゼクティブプロデューサー 吉井 和人

6 8/25（木） 12:45 ～13:45
食のイノベーション・マネジメントから学ぶ、
小売・流通業の未来

法政大学 名誉教授　小川 孔輔
20 8/26（金） 12:40 ～13:40
世界の先行事例から学ぶDXのビジネスデザイン
～提供プロセス変革が新たな顧客価値を生み出す～

アジアクエスト（株） 執行役員 CMO・DX 戦略室長　金澤 一央

8 8/25（木） 13:05 ～13:50
店舗DXの目指す先とは
～顧客体験向上のために～

店舗の ICT 活用研究所 代表／小売 DX（同） 代表社員　郡司 昇
11 8/25（木） 14:30 ～15:15

リアル店舗は消えるのか
～小売業再定義の挑戦が始まった～

（一社）リテール AI 研究会 代表理事　田中 雄策
17 8/26（金） 11:15 ～12:00

感覚マーケティング視点で捉える店舗DX
～DX環境で消費者の購買体験をどう高めるか～

中央大学 商学部 教授　朴 宰佑
21 8/26（金） 13:10 ～13:55

売り上げ拡大に直結！
アフターコロナを見据えたベイシアのDX戦略

（株）ベイシア マーケティング統括本部 デジタル開発本部 本部長　亀山 博史

3 8/25（木） 11:20 ～12:05
先進事例から学ぶ、
これからの広告コミュニケーション

多摩美術大学 美術学部 リベラルアーツセンター 教授　佐藤 達郎
10 8/25（木） 14:25 ～15:10

低コストで爆発的に売上が上がる、
最強Web広告運用術とは？

（株）ウィニングフィールド 代表取締役　勝原 潤
18 8/26（金） 11:40 ～12:25

Googleで上位表示されるサイトのつくり方とは？
～コストを抑えて集客するために～

（一社）全日本 SEO 協会 代表理事　鈴木 将司
22 8/26（金） 13:00 ～13:45
大幅仕様変更！
Google Analytics 4の使い方と活用法とは？

（株）博報堂アイ・スタジオ デジタルコンサルタント　田中 剛

5 8/25（木） 11:40 ～12:25
DX時代を生き抜くためのシン・営業力
～「営業しない営業」になる極意～

（株）FA プロダクツ 代表取締役会長／ Team Cross FA プロデュース統括　天野 眞也
9 8/25（木） 14:25 ～15:10

両利きの営業力
～デジタル＆アナログで勝つ営業DX人材を育てる～

トライツコンサルティング（株） 代表取締役　角川 淳
12 8/25（木） 15:50 ～16:35

成果起点の営業組織・人材変革“セールスイネーブルメント”
～DX時代に成長を加速する営業組織とは～

（株）アールスクエア・アンド・カンパニー 代表取締役社長・共同創業者　山下 貴宏
24 8/26（金） 14:40 ～15:25

サステナブルに目標達成できる、人と組織のつくり方 
～人的資本経営の時代に営業現場で実施したいヒント～

（株）ベレフェクト 代表取締役／（一社） 営業部女子課の会 代表理事　太田 彩子

13 8/25（木） 15:50 ～16:35
ECサイト事業者必見！ Amazonや楽天市場と
戦うためのユーザー目線のSEO集客とは？

forUSERS（株） 代表取締役　井幡 貴司
15 8/26（金） 9:50 ～10:35

国内ECまるわかり。
初めてのネットショップ運営(入門編)

SAVAWAY（株） 代表取締役社長　齋藤 直
19 8/26（金） 11:35 ～12:20

ECで成功する経営者の考え方
～ECサイトを運営し実績を上げた事例から教えます！～

（株）エスアイアソシエイツ 代表取締役　岩井 淳行
23 8/26（金） 14:30 ～15:15
加速する「CRM」の重要性
～これからの時代に必要になる「本質的なCRM」とは？～

（一社）日本通販 CRM 協会 代表理事／
（株）E-Grant 代表取締役 CEO 向 徹

営業コースマーケティングコース

店舗コース

特別講演

特別セッション

EC コース

集客・宣伝コース

16 8/26（金） 10:00 ～11:00
DXとVRの融合世界：
メタバースが切り拓く
新たなビジネス領域
東京大学 名誉教授／東京大学先端科学技術研究センター
サービス VR プロジェクト プロジェクトリーダー
廣瀬 通孝 氏

2 8/25（木） 10:00 ～11:00
我が国の
デジタル政策のゆくえと
企業に求められる取り組み
衆議院議員
甘利 明 氏

フロントオフィス DXPO 東京 ’22 基調講演

出展製品（サービス）セミナー
35 8/25（木） 13:10 ～13:40
 【改善率140%】目標必達！
超合理的サイト改善ナレッジを大公開！

（株）LeanGo 【マーケティングDX展】
37 8/25（木） 14:50 ～15:20
SFAに留まらない、顧客エンゲージメントシステム
としてのCRMプラットフォーム
HubSpot Japan（株） 【営業DX展】
42 8/26（金） 12:20 ～12:50

コンタクトセンター向け音声認識システムの
最新製品と事例のご紹介

（株）アドバンスト・メディア 【営業DX展】
44 8/26（金） 14:00 ～14:30
EC支援実績2,000社以上！
集客/購入率をUPさせる必勝ノウハウを徹底解説

（株）これから 【店舗DX展】

36 8/25（木） 14:00 ～14:30
EC支援実績2,000社以上！
集客/購入率をUPさせる必勝ノウハウを徹底解説

（株）これから 【店舗DX展】
41 8/26（金） 11:30 ～12:00

EC売上147%改善の事例を公開！
EC改善講座

（株）ヘノブファクトリー 【店舗DX展】
43 8/26（金） 13:10 ～13:40
オムニチャネルは当たり前の時代、
消費者行動に合わせた店舗側のデジタル活用とは？

（株）フューチャーショップ 【店舗DX展】
45 8/26（金） 14:50 ～15:20
 【改善率140%】目標必達！
超合理的サイト改善ナレッジを大公開！

（株）LeanGo 【マーケティングDX展】

※敬称略　※都合により、講師･プログラム内容が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※講演内容のビデオ撮影･録音は固くお断りします。

の数字は
セッション番号です。

専門セミナー 東京ビッグサイト 東 7 ホール
展示会場内 セミナー会場

会
場

※本セミナーを受講希望の方は公式HPにて来場事前登録を済ませた後、セミナー受講申込をしてください。
※定員になり次第、申込締切となりますのでお早めにお申込みください。申込状況は公式HPにてご確認ください。

受講料：無料   Webでの事前の受講申込みが必須です

当社よりご招待します



出展社・出展製品（サービス）一覧 2022年6月22日現在
※以下の他にも多数の企業 ･ 製品（サービス）が出展します。 より詳しい出展製品（サービス）の情報（写真付き）はWebから！ DXPO https://fox.dxpo.jp/tokyo’22

東京

営業DX展

マーケティングDX展

店舗DX展

店舗DX展内
特設 ECゾーン

集客・宣伝DX展
★印： 特設  販促支援ツールゾーン出展企業

（株）ITコミュニケーションズ
MA活用サービス
MA 活用における課題解決！ 失敗しない MA 導
入／運用をサポート。

（株）Idrasys
AI予測ツール
簡単・スピーディに課題解決！ 需要予測・来客予
測・業績予測。

アイブリッジ（株）
セルフ型アンケートツール

【Freeasy】最短当日、500円からネットリサーチ
が可能！

（株）Asobica
アプリケーション
顧客満足度 150% UP！  CSコスト 20％ 削減！

（株）iTAN
スマホアプリ開発サービス
上場企業や観光庁での開発実績！ 月額8万円か
ら自社スマホアプリ開発。

AnyMind Japan（株）
ECマーケティング
EC チャネルを横断した一元管理・売上増加を
実現！

（株）NTTデータCCS
CX/アプリ開発/ローコード
Web 接 客で CX 向 上 / クイックに 顧 客 接 点を 
作る。

（株）NTTデータ数理システム
データ活用ツール・サービス
データ分析基盤 Alkano・データサイエンス講座
で多くの実績。

（株）オモロー
社内PR力・SNS強化ツール
1年 で 社 員 全 員 を イ ン フ ル エ ン サーに す る
Instagram スクール。

（株）KiZUKAI
CXMツール
社内に溜まっているデータを活用し顧客満足度を
向上させるツール。

クラウドサーカス（株）
デジタルマーケティング支援
導入実績30,000件突破のマーケティング SaaS
と Web 制作！

クリエイティブサーベイ（株）
ビジネスアンケートシステム
多くの上場企業にご利用いただいているビジネス
を強化するアンケート。

（株）グロース X
デジタル・DX人材育成
大手からベンチャーまで250社以上のデジタル人
材育成の事例紹介。

（株）シャノン
MAツール
リードの獲得から買う気の引き上げまで一気通貫
で実施！

（株）昭栄美術
BizLab販促支援サービス
ビジネスフローの変化に対応した、商談につなげ
る4サービスを紹介。

スプリームシステム（株）
マーケティングDXツール
ジュピターショップチャンネル様など、業界を代
表する企業で導入！

（株）TARA
AIカメラ「メバル」
混雑検知や性別・年齢分析によるマーケティング
データの収集が可能！

D-Marketing Academy（株）
マーケティングeラーニング
リリース半年で1,000名以上が受講中！ 導入企
業続々。

（株）トゥーワンラボ
IG投稿分析ツール 添削さん
業界初機能！ IG 投稿の質を上げるための添削
サービスツールです。

（株）pamxy
SNSマーケティング総合支援
YouTube 累計登録者100万超えノウハウで一気
通貫ご支援！

（株）ヒロモリ
BPO（販売促進業務）
年 間50社 以 上 の 大 手 クライアント 様 と直 接 
取引！

（株）Bloom&Co.／（株）SunAsterisk
オンライン接客ソリューション
全国・全世界の潜在顧客とリアルな接点を。無料
トライアル実施中。

みらいマーケティング（株）
MAツール、デジマケコンサル

【MA コンサル専門会社】売上アップにつながるデ
ジマケを提案。

（株）mov
MEOツール（店舗集客支援）
口コミを活用した売上 UP や口コミ分析が可能な
MEO ツールです！！

（株）ユーザーローカル
アクセス解析ツール
ヒートマップを特徴とした総合的な Web アクセ
ス解析ツール。

（株）LeanGo
dejam
雑務最大80% 削減、サイト改善のアイデアを年
間70施策獲得可能！

（株）リンク
メールリレー／メール分析AI

「メールが届かない」課題を解決します！

（株）レトリバ
テキストマイニングツール
顧客の真のニーズを発掘することができる AI 分
析ツールをご紹介！

（株）WACUL
Webサイト診断・改善
3.6万サイト超の Web データと勝ちパターンから
改善点を導き出す。

（株）ワンゴジュウゴ
動画配信プラットフォーム
営業ツール～教育・セミナーまで色々活用できる
MOOGA PLUS。

（株）アースリンク
インサイドセールス代行
BtoB 向けで1,500社以上の実績。新規開拓を
ご支援致します。

（株）アイプランナー
営業支援・CRMシステム
月額固定・ユーザ無制限・アプリも作れる業務改
善ツールの決定版！

（株）アグレックス
営業活動の高度化
営業プロセスの改善から営業事務支援までを幅広
くサポート！

（株）アセットコンサルティングフォース
Web 会議システム
Web 会議のワクを超えたリモート面談の可能性
を広げるシステム。

（株）アドバンスト・メディア
AI音声認識AmiVoice

「音声の文字化」で業務効率化・人件費削減・顧客
満足度向上を実現！

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.
B2Bペイメントサービス
営業 DX（顧客獲得 & 育成、代金回収 ) を支援い
たします。

エコノス（株）
営業支援ツール

「新規顧客開拓」を もっと「楽に簡単に」！

（株）SFアール
SFA活用と営業パーソン支援
強い組織の SFA 活用 & 営業パーソンの支援サー
ビスをご紹介します。

（株）Empath／AI 搭載オンライン商談支援ツール「JamRoll」
オンライン商談支援ツール
チームで成約率 UP！ 新作のオンライン商談ツー
ルをご紹介します。

（株）オンデオマ
名刺管理&発注システム
来場者限定のお得なプランをご提案致します！

（株）かんざし
オンライン商談・接客ツール
ASPIC アワード2021会長賞受賞！ ずっと無料
で使えるツール。

Co-Growth（株）
営業育成DX「リフレクトル」
動画を活用し“成長を運任せにしない”営業育成の
仕組み作りを実現。

（株）coco
現場接客DXツール coco
NPS 向 上や 集 客 増 加 等 の 導 入 効 果 が 見 込 め 
ます！

（株）g-wic
営業支援
女性による営業支援　採用コスト0円で営業チー
ムを立ち上げませんか。

（株）ジーニー
SFA/CRM営業管理ツール

「ダメな営業」をなくします！ 誰でも使える国産
ツールです。

Ｓｋｙ（株）
営業支援 名刺管理サービス
業務で得た名刺情報を会社の重要資産として運用
管理！

（株）セールスフォース・ジャパン
CRM（顧客関係管理）
世 界 シェア No.1！ 15万 社 以 上 に 選 ば れ る
CRM。

（株）Sales Lab
インサイドセールス支援
顧客エンゲージメント起点の営業組織作りをご支
援します！

（株）セレブリックス
セールスエージェンシー

【伴走型総合支援】マーケ～営業戦略立案・代行・
ツール選定まで。

（株）即決営業
即決営業コンサルティング
社員全員の成約率が2時間で上がる営業研修。

Chatwork（株）
コミュニケーションチャット
国内利用者34万社以上！ シンプル設計で導入し
やすいチャット。

（株）ナレッジプラス
営業代行、テレマーケティング
大手企業・上場企業へのキーマンアプローチに特
化した営業サポート。

hachidori（株）
動画営業ツール
アポ率10% 向上！ 法人営業で、200社を超える
導入実績。

HubSpot Japan（株）
CRM
世界14万社以上が導入。高機能と使いやすさを
両立した CRM です。

ビートレード・パートナーズ（株）
セールスDXツール,営業代行
BtoB 特化型リード獲得・インサイドセールス支援
サービスのご紹介。

ビーモーション（株）
オンライン接客ソリューション
導入実績多数！ リモート接客 / バーチャルショッ
プ /AI ボットなど。

ヒューマンシーン（株）
営業支援ツール、コンサル
過去支援実績1000社以上！ 営業に特化した支
援会社。

ファイン・インテリジェンス・グループ（株）
CTIソリューション
コールセンター・CTI のお悩みすべて解決！

ブロードマインド（株）
オンライン面談システム
お客 様 はアプリ不 要！ スマホで 動く BtoC の
WEB 会議システム。

（株）Hexabase
ローコード開発ソリューション
DX：デジタルトランスフォーメーションが 加 速 
する。

（株）メディアシステム
CTIシステム
新サービス「Web 専用うけつけ電話 LinkPhone」
をご紹介。

Umee Technologies（株）
話術AI商談解析クラウド
Zoom 等の商談を解析し、AI 上司が自動同席し
て売上アップ。

（株）ラクス
クラウド型顧客管理システム
デジタル 化で顧 客 / 営 業 案件 管 理をラクにし 
ます！

（株）RevComm
IP電話
AI 搭載のクラウド IP 電話／ユーザー3万人・導入
1,350社。

ワールドアイ（株）
「人」による【チャット通訳】
365日付きっ切り！ 人による日中通訳です。日中
取引の拡大に！

（株）渡辺ホールディングス
DXA は中小企業専用ツール
デジタル戦略で業績を上げるなら「DXA」完全丸
投げで業績向上 DX。

（株）アジアピクチャーズエンタテインメント（ムビハピ）
動画制作、動画マーケティング
元 TV ディレクターが取材を元に、効果的な PR
動画を制作します！

Appmart（株）
ホワイトペーパーマーケ
BtoB マーケティング 戦 略を踏まえたホワイト
ペーパー制作！

（株）アドフレックス・コミュニケーションズ
リスティング広告最適化AI
リスティング広告最適化 AI 日本独占契約！ 金融、
EC など実績多数。

（株）angenic
映像制作
安 価で高クオリティな動 画をワンストップ でス
ピーディにお届け！

EC マーケティング（株）
サイト制作,SEO,UIUX
売上を伸ばす！ マーケティング志向のサイト制作
でビジネス課題を解決。

エレベーターメディア（株）
エレベーター内サイネージ広告
日本最大！ マンションやオフィスなど8500面へ
動画配信が可能！

（株）オープンエイト／ビデオブレイン
動画編集クラウド
550社が導入した誰でもパワポのように動画が作
れるツール。

（株）コズレ
子育てナレッジシェアメディア
子育て世帯の1/ ６世帯が登録！ ママパパへの効
果的な PR を実現！

（株）サムシングファン
動画分析ツールDOOONUT
BtoB マーケ ティン グ に お い て の 動 画 分 析 は
DOOONUT が必須！

（株）ジクウ
オンラインイベントツール
メタバースイベントを手軽に実現！ 貴社のイベン
トを劇的に変えます！

（株）シフト
CMS,マーケティング支援
SITEMANAGE　導入実績600社以上。

（株）シンフィールド
マンガマーケティング

【制作実績4,300件以上】マーケティングの課題
はマンガで解決！

（株）セルプライム
位置情報広告ツール
保有する8000万 UU 以上の位置情報アカウント
を活用可能！

（株）中日アド企画／ママ友チャンネル
産婦人科 デジタルサイネージ
プレママ・ママへの PR 施策をご提案、サイネージ、
サンプリングなど。

（株）TSUTA-WORLD
説明用アニメ動画＋漫画LP
集客率600％ UP させる説明用アニメ動画＋漫画
ランディングページ。

（株）東急スポーツオアシス
健康コンテンツ企画/制作
オリジナル健康コンテンツの提案から制作までお
任せください。

東京商工会議所
多彩なDX関連分野

「東商ブース」として企業約30社が独自の技術や
サービスを紹介！

（株）ネクストアライブ
3DVR、VMS
バーチャルとは思えないリアルな体験を提供し 
ます！

bravesoft（株）／eventos
イベントプラットフォーム
利用者250万人突破！ イベント管理・配信するな
ら eventos。

マジセミ（株）
セミナーワンストップサービス

【完全成果報酬】集客と商談獲得にコミットする
ウェビナー開催支援。

monoAI technology（株）
メタバースプラットフォーム
多人数同時接続可能！ メタバースプラットフォー
ム XR CLOUD。

Remerge（株）
アプリリターゲティング
CV の活性化、離脱ユーザーの呼戻し、ユーザー
維持を支援。

アイティクラウド（株）
SaaS管理ツール
情シス・経理必見！ DX の為の SaaS 一元管理ツー
ル ITboard。

（株）アイランドシックス
デジタルサイネージソフト
アメリカトップシェアのデジタルサイネージソフト
NoviSign！

イノテック（株）
顔認証 × マーケティング
マーケティング分析・会員カードレス化・勤怠管理・
アルコール検知器。

インコム・ジャパン（株）
キャッシュレス決済システム
国内 No.1スマホ決済 GW サービス事業者です。
導入実績6.5万店。

（株）カンリー
店舗情報一括管理サービス
大手チェーン店を中心に20,000店舗以上が導入
する MEO ツール。

技研商事インターナショナル（株）
商圏分析ツール
導入実績2,000社以上、進化し続ける GIS（地図
情報システム）。

グッドプランニング（株）
デジタルサイネージ
DX を促進する各種サイネージのご提案。

GROWIT（株）
POSレジ、販売管理システム
初期導入費用を抑えた POS レジのレンタルプラ
ンをご用意！

（株）クロスビット
シフト・労務管理DX
導入事業所数14,000突破、契約継続率99.4% 
以上！

（株）コネクター・ジャパン
LINE予約システム
導入数5,000件突破！ LINE で予約を自動化し 
リピート率 UP！

三幸電子（株）
デジタルサイネージ
屋外、屋内で使用できるアイキャッチ効果抜群な
LED サイネージ。

（株）ジャストプランニング
店舗管理、モバイルオーダー
モバイルソリューション、POS システム、店舗運
営を徹底サポート！

（株）スピン
リモート接客サービス
人材の有効活用によって、人手不足の解消や販促
支援に貢献します。

ソニー（株）
屋内行動分析プラットフォーム
店舗や施設の DX 実現を分析・可視化で支援する
新ソリューション紹介。

ソニーネットワークコミュニケーションズ（株）
CRMツール、AIカメラ
シンプルで安価な CRM、ソニー開発の AI カメラ
を展示しています。

（株）DFA Robotics
配膳ロボット
ネコ型配膳ロボット国内導入数、No.１！！

（株）東具
店頭広告、デジタルコンテンツ
店 頭 販促 物の 企 画 制 作　デジタルコンテンツ 
制作。

ネットムーブ（株）
キャッシュレス決済サービス
安心、簡単、スピーディなマルチ決済システムで 
ビジネスが広がります。

（株）HataLuck and Person
店舗・商業施設向けDXアプリ
シフト管理やチャット、デジタル入館証等の機能
で店舗業務を効率化！

原田産業（株）フードセーフティーチーム
HACCP・温度管理システム
まずは使ってみてください！ 無料デモンストレー
ション受付中。

ファンテック（株）
デジタルサイネージOTOMO
導入実績、全国2600カ所超のレンタルデジタル
サイネージ！

（株）ポイント
自動外貨両替機の導入サポート
アフターコロナの行きたい国 No1！ これからの
インバウンド事業です。

（株）Bonds
店舗向けLINEミニアプリ
LINE ミニアプリで展開！ モバイルオーダー・チッ
プ機能・スタンプ。

（株）マーフィー
オゾン機器、サイネージ機器
店舗・オフィスの除菌消臭をオゾンで！ 広告宣伝
をサイネージで！

（株）UsideU
アバター遠隔接客システム
導入実績 No.1！ アバター遠隔接客で売上アップ
/ 省人化を実現！

（株）USEN／Pudu Robotics
配膳・配送ロボット
人手不足、人件費削減、顧客満足度向上、スタッ
フの負担を軽減。

（株）アクル
不正決済検知サービス
チャージバックを未然に防ぐ、シンプルかつ革新
的な不正検知ツール。

（株）あんどぷらす
ECサイト構築
デザイン制作から機能開発まで個別対応で内製
する EC 制作会社です。

（株）いつも
EC事業・D2C総合支援
EC 専門15年。延べ1万件超の実績で D2C・EC
企業をサポート。

IRISデータラボ（株）
LINE決済＆マーケティング
LINE 公式アカウントに決済機能を付けて LTV の
最大化の実現！

（株）売れるネット広告社
D2Cクラウドサービス
1000回以上の【A/B テスト】の結果をノウハウと
して全部上乗せ。

エー・アール・システム（株）
通販基幹システム
販売開始から3年で、導入社数30社突破！ 
IT 導入補助金対象ツール。

（株）エートゥジェイ
EC・ネットショップ開設
売れ続ける仕組みが作れる EC サイト構築
サービス。

オープンアソシエイツ（株）
EC運営効率化ツール
導入社数1,000社超！ 複数店舗販売に必要な機
能がそろって低価格。

（株）かいな
tri-co（トリコ）
共創 EC プラットフォーム登場、買う・売る・働く
人を HAPPY に！

（株）キャトル・ペンシー
EC通販総合支援サービス
複数カート対応、解約抑止、VOC 活用、売上拡
大、コスト削減。

（株）GO RIDE
ECサイト構築・集客支援
Shopify での越境 EC 制作数 No.1の実績！

（株）これから
ECコンサルティング
自社 EC 専門2,000社以上の導入実績！

（株）DMM Boost
カスタマーサクセスツール
サービス開始からわずか一年で350社以上の導
入実績！

TOMO エンターテインメント（株）／ケイブリッジ（株）
オールインワン商品撮影ブース
誰でも簡単にハイクオリティな商品撮影、撮影～
編集まで1台に集約！

（株）NOVASTO
小売・リユース向けPOS
レジ、EC 管理、CRM、顧客管理が詰まった
クラウド型 POS です。

Hamee（株）／ネクストエンジン
EC一元管理ツール
EC 運営の効率化＆売上 UP を同時に実現！ 利益
を最大化するなら。

（株）FANATIC
Web接客ツール
店頭の接客をデジタル化する動画接客ツール。

（株）フューチャーショップ
SaaS型ECカート
7店舗に1店舗が 年商1億円突破！サポートに自
信があります。

（株）Brandit
EC、CRM、MAツール
ビジネス特許出願のマーケティング機能が搭載さ
れた EC システム。

フルカイテン（株）
在庫分析クラウド
小売業の「在庫」を「利益」に変えるクラウド
サービス。

PULL-NET／WEB 業務をまるなげ
ECサイト構築・運営代行
制作実績1000件以上のノウハウでサイト運営を
トータルサポート！

（株）ヘノブファクトリー
WEB改善,ECコンサル
EC 売上1.5倍の実績！コンサルから改善実行まで
800社突破！

MIKATA（株）
メディアプラットフォーム
EC・通販業界に特化したメディアプラット
フォーム。

メグリ（株）
アプリマーケティング
アパレルやコスメなどのリテールを中心に50社
以上の導入実績！

（株）UZEN／（株）シナブル
ECサイト構築／MAツール
多様な E ビジネスに対応可能な EC 構築を支援／
EC 専門 MA もご紹介。

Worldpay（株）
オンライン決済・越境EC支援
126の通貨を提供可能なトップアクワイアラ
です！

（株）アルファ
POP作成ツール
誰 で も 簡 単 に POP が 作 成 で きる、POP 作 成
WEB サービスです。

★

（株）売れる広告研究所
総合広告販促ツール
広告媒体実績20,000件以上！

★

エム・ティ・プランニング（株）
バーチャルショールーム
離れた場所と時間をつなぐ 新しい営業プラット
フォームサービス

ゲンダイエージェンシー（株）
動画制作

【格安・最速・簡単】魅力的なポイントを動画で効
率的に訴求！

★

西川コミュニケーションズ（株）
データ共有管理サービス
導入300社以上！ 集客や宣伝に使用するコンテ
ンツデータを一元管理。

★

DIGITALIO（デジコ）
販促ツール、デジタルギフト
即日納品・後払いで１円～発行可能！ 選べる交換
先は6,000種以上。

★

（株）SPinno
SPinno

“これまでの当たり前”を変える販促物管理システ
ム「SPinno」。

★

会場へのアクセス
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本展に関するお問合せ先：DXPO事務局／ブティックス（株）
〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル17階（総合受付：11階）
TEL：03-6809-4451

https://fox.dxpo.jp/tokyo来場事前
登録は

※会場内でのカメラ ･ ビデオなどによる撮影は固くお断りします。
※ 事務局にて撮影する会場風景の写真・動画を、印刷物やビデオに掲載する場合があります。 

あらかじめご了承ください。

本展は来場事前登録制となります。「招待券」のみではご入場できませんので、
ご了承ください。 また、ご入場の際は来場事前登録後に出力できる「来場者バッジ」
を会場入口でご提示いただきます。

①来場事前登録を行う
①右の二次元コードまたは、フロントオフィスDXPO東京’22の

公式HPにアクセス（https://fox.dxpo.jp/tokyo）
②画面中央の「来場事前登録（無料）」ボタンを

クリックし、メールアドレスを入力
③ご登録画面にて必要事項をご入力の上、
　登録を完了させてください。
※ 来場事前登録により、ブティックス(株)が運営するオンライン展示会

および関連サービスを利用できるDXPO会員登録も完了します。

②リアル展示商談会 来場者専用Webにログインし、来場者バッジを印刷する
来場事前登録の完了通知メールに記載されている「リアル展示商談会 来場者
専用Web」のURLよりログインし、来場者バッジを印刷の上、ご来場ください。

今すぐ
来場事前登録を！

展示商談会への入場方法
入場には、来場事前登録が必須です。

本状のみではご入場になれません。

ご出展
最終募集中！

（スペースなくなり次第終了）

以下までご相談ください
03-6303-9371

凡
例

出展社名
製品ジャンル
出展製品の特長 など

SATORI（株）
MAツール「SATORI」
見 込 み顧 客を増やすマーケティングオートメー
ションツール。

シーズ・リンク／riclink
営業支援クラウドツール
B toB の営業企画を飛躍させる
" クラウドストレージ "。

テクロ（株）
Webマーケティング支援
お問い合わせ10倍の事例あり！ オンラインから
のリード獲得を支援。

（株）PLAN-B
SEOツール

「わかる」から「できる」へ。運用に特化した唯一の
SEO ツール。

（株）nene
neneChat
Web上でリアルな接客体験！ CV率を有人チャッ
トで向上！

（株）補助金ポータル
補助金・助成金の申請支援
国内最大級の公的支援情報掲載サイト

「補助金ポータル」運営。

（株）iishina
メディアPRサービス
製品・建物・ショッピングを気軽に３D で体験で
きるサービス！

イエロー・スパローズ（株）
Webアプリ開発ツール
800社が導入！エクセルでできる DX 時代のロー
コード開発！

ジオテクノロジーズ（株）
デジタルチラシ広告
990万 DL の歩数アプリ「トリマ」で地域の新規顧
客にリーチ！

トライビュー・イノベーション（株）
チャットボットサービス
キャラクター付チャットボットが貴社 HP上でおも
てなしをします！

日本フォーシーエス（株）
電子フォームサービス
文書を簡単に電子化、安全な保存ができるクラウ
ドベースのサービス。

（株）Ｐｏｗｅｒ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
顔認証

「非接触・コロナ対策」 利用者顔認証アプリ。

Micoworks（株）
LINEマーケティングツール
集客からファン化まで促進する LINE 公式アカウ
ント活用ツ―ル。

出展社・セミナーの
最新情報を
更新中
https://twitter.com/
fox_box_dxpo

Twitterもチェック！


	fill_19: 原田産業株式会社フードセーフティーチーム
	fill_20: 大阪府大阪市中央区南船場2-10-2


