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１．イベント概要

日時 2018年11月30⽇（⾦） 12:30〜18:00（開場12:00）（予定）

場所 ベルサール新宿グランド（東京都新宿区⻄新宿8-17-1住友不動産新宿グランドタワー5F）
https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shinjuku/bs_shinjukugrand

参加費 無料

主催 気象ビジネス推進コンソーシアム（WXBC）

参加資格
個別マッチング、全体プレゼンマッチングの発表、パネルの展示
・・・WXBC会員企業であること（入会申請中含む。）
全体プレゼンマッチングの聴講、パネルの⾒学
・・・会員・非会員を問わず気象データをビジネスに活用してみたいと思う方

応募方法

以下のWXBCホームページのイベント応募ページから、必要事項を⼊⼒のうえ、申し込みをお願いします。
https://www.wxbc.jp/mypage/business_matching181130_form/
こちらのイベント応募ページは、WXBC会員の限定ページになります。WXBC会員への入会申請中の方は
WXBC事務局までご連絡ください。
入会案内ページ https://www.wxbc.jp/enrollment/

応募締切 個別マッチング： 2018年11月23⽇（⾦）
全体プレゼンマッチングの発表、パネルの展示： 2018年10月26⽇（⾦）

問い合わせ先 気象ビジネス推進コンソーシアム事務局（気象庁）
03-3212-8341（内線 4264） info@wxbc.jp

気象ビジネス推進コンソーシアム（WXBC）では、新たな気象ビジネスの創出を目指すWXBC会員同士が出会い、新
たな連携により新規気象ビジネスの創出につながるよう、第1回気象ビジネスマッチングフェアを開催します。
会場では、

を実施します。

 参加者同⼠が直接商談を⾏う「個別マッチング」
 会場内の参加者に対してピッチでアピールする「全体プレゼンマッチング」
 気象データを活用したビジネスへの取り組みをパネルで紹介する「パネル展示」

https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shinjuku/bs_shinjukugrand
https://www.wxbc.jp/mypage/business_matching181130_form/
https://www.wxbc.jp/enrollment/
mailto:info@wxbc.jp
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２．イベント当日のタイムテーブル（予定）
• 個別マッチングでは、1社対1社の商談を1回20分程度で7回⾏う予定です。
• 全体プレゼンマッチングでは、5分程度の短いプレゼン（ピッチ）をインターバルを挟みつつ、20社程度に
⾏っていただく予定です。

• タイムテーブルは現在の想定のため、変更になる可能性があります。

時間（目安） 会場① 会場②

12:00〜12:30 開場

12:30〜13:00 オープニング

13:00〜13:30

全体プレゼン
マッチング

13:30〜14:00

14:00〜14:30

個別マッチング

14:30〜15:00

15:00〜15:30

フリー商談スペース

15:30〜16:00

16:00〜16:30

16:30〜17:00

17:00〜17:30

17:30〜18:00 クロージング
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３．全体スケジュール

①STEP3で予約した、時間・席番号の場所に⾏き個別マッチング（商談）をします。
②タイムスケジュールに沿って発表をします。
③必要に応じて説明員などの準備をお願いします。

参加を希望する方は、応募ページから申し込みをお願いします。
（https://www.wxbc.jp/mypage/business_matching181130_form/）
①個別マッチングへの参加（11/23〆）
②全体プレゼンマッチングの発表（10/26〆）
③企業パネルの展示（10/26〆）

参加応募には、WXBC会員になる必要があります（無料）
WXBC入会案内 https://www.wxbc.jp/enrollment/

STEP 1
参加応募
（10/9〜）

①に応募した⽅は、マッチングウェブサービスが利⽤できるようになり、STEP1で
⼊⼒した企業プロフィールを元に、他の参加者の検索や個別マッチング（商
談）の予約ができるようになります。
マッチングウェブサービスの操作マニュアルなどは、利⽤開始までにWXBCのHP
上で公開します。

STEP 2
マッチングウェブサービス利⽤開始

（10/26）

イベント本番
（11/30）

STEP3
個別マッチング（商談）の予約期間

発表者を含む当日のタイムス
ケジュールを公開します。
当日の予定の検討にご活用く
ださい。

STEP 2
②の発表者公開
（11/2）

別途、この募集要領とは別に参加者向けの参加要領を作成中です。

STEP2
③の展示者決定
（11/2）

STEP 3
パネルの事前送付
（11/23〆）

STEP 3
発表資料の提出
（11/16〆）

①

①

①

② ③

② ③

③②

https://www.wxbc.jp/mypage/business_matching181130_form/
https://www.wxbc.jp/enrollment/
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４．個別マッチング参加までの流れ
１．参加申し込みをする（11/23〆）

個別マッチングに参
加するにゃ〜

２．個別マッチング（商談）の希望相手を探す

WXBCホームページから、「個別マッチング」への参加申し
込みをします。参加登録をすると、イベント用のマッチング
ウェブサービスが利⽤可能になります（10/26〜）。

マッチングウェブサービス※を利⽤し、参加者のプロフィール情報
から商談をしたい相手を探します。

個別マッチング（商談）をしたい相⼿が⾒つかったら、個別
マッチング（商談）の打診をします。相⼿が了承すると時間、
ブース（席番号）が予約されます。

３．個別マッチング（商談）の予約をする

お話したいにゃ〜

OKだわん。場所と時間は〜

来客予想に気象データを
利⽤してみたいけどよい相
手はいるかにゃ？

WXBC HP
申込ページ

マッチング
ウェブサービス

４．イベント当日（11/30）

お願いしたいにゃ〜こんなサービスが
あります！

当日は予約した時間と場所で個別マッチング（商談）をし
ます（1商談20分）。

申し込みの詳細な手順については補足２参照

※マッチングウェブサービスには株式会社EventHubのサービスを利⽤します。
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５．全体プレゼンマッチングでの発表までの流れ
１．参加申し込みをする（10/26〆）

全体プレゼンマッチング
で発表したいにゃ〜

２．発表者の決定（11/2）

WXBCホームページから、「全体プレゼンマッチング」の発表
への参加申し込みをします。

応募締切り（10/26）後、11/2までに発表者やスケ
ジュールを決定しお知らせします。

必要であれば発表資料の作成をし、事務局に提出します。

３．発表資料の作成（11/16〆）

WXBC HP
申込ページ

４．イベント当日（11/30）
弊社では気象データを
活⽤したサービスを⾏っ
ており〜

当日は会場で発表をします（1プレゼン5分）。
聴講については、事前の申し込みは不要です。

○○時から発表する
ことになったにゃ〜

申し込みの詳細な手順については補足４参照
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６．パネルの展⽰までの流れ
１．参加申し込みをする（10/26〆）

パネルを展示したい
にゃ〜

２．展示者の決定

WXBCホームページから、「パネルの展示」への参加申し込
みをします。

パネルの展示は原則先着順とし、展示者を決定します。

展示するパネル（ポスター）を事務局の気象庁に送付しま
す。

３．パネルの準備をする（11/23〆）

WXBC HP
申込ページ

４．イベント当日（11/30）

当日は事務局でパネルを展示します。必要に応じて説明す
る方の手配をしてください。
パネルの⾒学については、事前の申し込みは不要です。

パネルを展示すること
になったにゃ

申し込みの詳細な手順については補足５参照

弊社では気象データを
活⽤し、効率的な花の
栽培を⾏っており〜
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７．留意事項

• 気象ビジネスに関するニーズやシーズ、関心がある方の参加をお待ちしています。

• 「個別マッチング」、「全体プレゼンマッチングの発表」、「パネルの展示」への参加にはWXBC会員（もしく
は申請中）であることが必要です。
 WXBCホームページ入会案内ページ https://www.wxbc.jp/enrollment/

• 「個別マッチング」でのマッチング成⽴後は、当日や直前でのキャンセルはご遠慮ください。

• 「全体プレゼンマッチングの発表」を⾏う⽅は 、当日や直前でのキャンセルはご遠慮ください。

• 個別マッチングには、過去に類似イベントの実績もある、株式会社EventHubのマッチングウェブサービス
を利⽤します。そのため、個別マッチングに登録するプロフィール情報などは、株式会社EventHubに提
供し、株式会社EventHubのプライバシーポリシーに則って扱われますのでご了承ください。
 株式会社EventHubhttps://www.eventhub.jp/
 プライバシーポリシー https://www.eventhub.jp/privacy_policy/jp.pdf

• イベント後、事務局からのアンケート調査等にご協⼒をお願いします。

本イベントに応募される際は、以下を必ずご確認ください。

本イベントは企業連携による新たな気象ビジネスの創出を目指しています。マッチングの希望が寄せられた際には、ぜひ積極的に機会をご活用く
ださい。

主催者が参加者の肖像等を撮影した動画及び画像を、放送・広告・印刷・各種メディア（インターネット等）で公開することがあります。

本イベントの付随的もしくは結果的なあらゆる損害について、主催者及び事務局は責任を負わないものとします。

https://www.wxbc.jp/enrollment/
https://www.eventhub.jp/
https://www.eventhub.jp/privacy_policy/jp.pdf
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補足１．WXBCホームページのイベント応募ページ
イベントへの応募は、WXBCホームページのイベント応募ページから⾏います。共通の項目については応募するすべての人
が対象となります。それ以降の項⽬については、参加を希望するイベントの項目のみ記入してください。

イベント応募ページ https://www.wxbc.jp/mypage/business_matching181130_form/

（共通）
• 企業名（団体名）
• 参加を希望するイベント

 「個別マッチング」、「全体プレゼンマッチングの発表」、
「パネルの展示」のうち参加するものにチェック

• 担当者情報（氏名、電話番号、メールアドレス）
• 全体プレゼンマッチングで聞きたい内容・業種

（個別マッチング参加者のみ記入）【11/23（⾦）〆】
• 業種
• アピールポイント
• 企業説明
• ニーズ、シーズ（自由記述とキーワード（タグ形式）による⼊⼒）
• 利⽤可能なデータ
• 営業可能な地域

（全体プレゼンマッチング発表希望者のみ記入）【10/26（⾦）〆】
• 発表概要

（パネル展示希望者のみ記入） 【10/26（⾦）〆】
• パネル概要
• 当日の説明員の有無
• 必要な電源数
• 机の要不要

応募ページ

※応募内容に変更がある際は、再度応募をお願いします。最新の応募内容を受け付けます。

https://www.wxbc.jp/mypage/business_matching181130_form/
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補足２．個別マッチング参加までの流れ【詳細】

１．応募（11/23（⾦）〆）
• WXBCホームページのイベント応募ページにて、イベント（個別マッチング）への参加登録をお願いします。
具体的には、参加登録時に、「個別マッチング」への参加希望をチェックし、個別マッチングの参加者用
フォーム（詳細次ページ）を⼊⼒してください。
 ⼊⼒した情報は、参加者間に公開されます。
 参加する企業名は、WXBCホームページ等広報資料にて公開します。

• イベントへの参加登録には、気象ビジネス推進コンソーシアムへの入会が必要です。入会申し込み中で参
加を希望される方は事務局までお知らせください。

• 別途、この募集要領とは別に参加者向けの参加要領をお渡しします（準備中）。

２．個別マッチング（商談）の予約（10/26〜）
• 参加登録にて「個別マッチング」への参加を希望された⽅は、イベント⽤のマッチングウェブサービスが利⽤
可能になります。
 マッチングウェブサービスには、株式会社EventHubのサービスを利⽤します。

• マッチングウェブサービスでは、参加者のニーズやシーズなどのプロフィール情報が公開されますので、ビジネス
パートナーとなりそうな参加者を探し、個別マッチング（商談）の打診をします。

• 個別マッチング（商談）を打診された参加者が了承すると、個別マッチング（商談）の時間、ブース
（席番号）の予約作業が可能になります。

• 登録したプロフィール情報により、事務局から個別マッチング（商談）の相手をおススメすることがあります。
• プロフィール情報については随時修正が可能です。

３．イベント当日（11/30（⾦））
• 当日は、予約した時間、ブースで個別マッチング（商談）を⾏います。
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補足３．個別マッチングに参加する際の記入事項
個別マッチングへの参加希望者は、参加申し込み時に応募ページから以下の項⽬を⼊⼒します。事務局にてマッチングウェ
ブサービスに登録し、すべての参加者からみえるようになります。参加者は、これらの情報を検索・閲覧し、個別マッチング
（商談）の予約をします。

項目名 様式 補足
企業名（団体名） 短文形式※２ 企業名（団体名）を記述する。

業種 短文形式※２ 日本標準産業分類でなくてかまいません。

アピールポイント 短文形式※２ 簡単にアピールポイントの⼊⼒をお願いします。

企業説明 自由記述 プロフィールやマッチングを希望する業種などを記述する。

ニーズ（求めること）※３ 自由記述 ニーズを具体的に記述する。

キーワード キーワード検索ができるように、「読点（、）」区切りでニーズのキーワードを記
述する。
（例：AI、気象事業者、需要予測等）

シーズ（得意なこと）※３ 自由記述 シーズを具体的に記述する。

キーワード キーワード検索ができるように、「読点（、）」区切りでシーズのキーワードを記
述する。
（例：AI、気象事業者、需要予測等）

利⽤可能なデータ キーワード 参加者が利⽤可能なデータについて、「読点（、）」区切りで記述する。
（例：販売データ、医療データ、農業データ、独⾃観測気象データ等）

営業可能な地域 キーワード 参加者が営業能な地域について記述する。

※１ マッチングウェブサービスのプライバシーポリシーに同意する必要があります。
※２ 100字以内で記述する。
※３ 自由記述とキーワードをあわせて、2,000字程度で記述する。

参加者一覧に
表示されます

参加者の詳細表
示で表示されます。



13

補足４．全体プレゼンマッチングでの発表までの流れ【詳細】

１．応募（10/26（⾦）〆）
• WXBCホームページのイベント応募ページにて、イベント（全体プレゼンマッチングの発表）への参加登
録をお願いします。具体的には、参加登録時に、「全体プレゼンマッチングの発表」への参加希望を
チェックし、全体プレゼンマッチングの発表希望者用フォームを⼊⼒してください。

• イベントへの参加登録には、気象ビジネス推進コンソーシアムへの入会が必要です。入会申し込み中で
参加を希望される方は事務局までお知らせください。

• 別途、この募集要領とは別に参加者向けの参加要領をお渡しします（準備中）。

２．全体プレゼンマッチングの発表者の決定
• 応募締め切り後、発表者、スケジュールを決定しお知らせします。
• 発表スケジュールは、WXBCホームページやニュースレター、チラシなどで公開します。

３．全体プレゼンマッチングの資料の準備（11/16（⾦）〆）
• 発表者は必要であれば資料を作成し、事務局に提出をお願いします（形式：パワーポイント、PDF）。

４．イベント当日（11/30（⾦））
• 当日は、12時30分までに会場に集合をお願いします。
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補足５．パネルの展⽰までの流れ【詳細】

１．応募（10/26（⾦）〆）
• WXBCホームページのイベント応募ページにて、イベント（パネルの展示）への参加登録をお願いします。
具体的には、参加登録時に、「パネルの展示」への参加希望をチェックし、パネル展示希望者用フォー
ムを⼊⼒してください。
 2メートル幅程度の机の準備が可能です。パンフレットや展⽰物等の設置にご利⽤ください。
 電源の用意も可能ですが、要望数が用意できない可能性があります。

• イベントへの参加登録には、気象ビジネス推進コンソーシアムへの入会が必要です。入会申し込み中で
参加を希望される方は事務局までお知らせください。

• 別途、この募集要領とは別に参加者向けの参加要領をお渡しします（準備中）。

２．パネル展示者の決定
• パネルの展示は原則先着順とし、展示者を決定します。

３．展示するパネルの送付（11/23（⾦）〆）
• 展示するパネルは、イベント1週間前までに気象庁へ送付をお願いします。

４．イベント当日（11/30（⾦））
• 事前の送付ができなかった方は、当日パネルの持込をお願いします。

 必要に応じて、パネル以外のパンフレットや展示物の設置や説明員の手配をお願いします。


