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はじめに

兵庫県中小企業団体中央会が運営するバーチャル展示会

ＨＹＯＧＯ！をご利用いただき、誠にありがとうございます。

本サイトは、兵庫県下の企業・団体等の情報を発信し、 「販

路拡大」、「新規取引先を探す」手段としてご利用

いただくことを目的にしたサイトです。

本書では、サイトをご利用いただく上で必要な手順や

基本操作を解説しています。

バーチャル展示会HYOGO!に自社の事業内容や保有する商

品・技術情報を登録することで、ビジネスに繋がる可能性が

拡がります。ぜひ、ご活用ください。

https://www.web-tenjikai.com
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バーチャル展示会HYOGO!でできること①

1. 管理ページで企業情報を記入していただくことで、ページが作成されインターネット上に公開できます。

2. 作成されたページは、公開後も自由に掲載内容を更新編集可能です。

2

インターネット上で情報を発信できる

株式会社テスト



バーチャル展示会HYOGO!でできること②

1. 新規でバーチャル展示会HYOGO!に登録された企業・団

体情報は、トップページに新着情報として紹介されます。

1. 企業情報

2. 商品・技術情報

2. 企業・団体情報の登録後、新たに「商品・技術」を更新

すると、トップページに情報が記載されます。

3

トップページでアピールできる



バーチャル展示会HYOGO!でできること③

登録された企業団体・商品技術情報は、バーチャル展示会HYOGO！運営事務局が毎月「特集」「注目企業」記事として

ページを作成すると共に、トップページに掲載（紹介）する場合があります。

4

トップページでのアピール



バーチャル展示会HYOGO!でできること④

バーチャル展示会HYOGO! は兵庫県内の企業・

団体の皆様の交流・マッチング支援を目的としています。

登録された企業・団体はマッチング検索フォームから「地域」

「業種」「フリーワード」で検索されることで、閲覧している企業

とのマッチングを実現します。

検索条件

マッチング検索では、フリーワード検索のほか、

地域や業種を絞り込んでの検索ができるため、

訪問者が希望する企業情報を効率よく見つける

ことが可能となっています。
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検索機能でマッチング

業種を選ぶ

地域を選ぶ

クリックする



バーチャル展示会HYOGO!でできること⑤

問合せメールが直接届く

企業同士のマッチング促進を目的として、

各企業・団体ページには全て問合せフォームが

設置されています。

このフォームを通じて閲覧者は企業・団体へ直接

問い合わせできる仕組みとなっています。

登録企業・団体へ直接メールが届く

6

サイト経由で直接問合せできる

お問合せの受信先

企業・団体ページから送られたメールは、問合せ先

E-Mailアドレスで登録したメールアドレス宛に

届きます（P22参照）。

※ログイン時に使用するメールアドレスとは異なる

可能性がありますのでご注意ください。

株式会社テストへのお問合せ



バーチャル展示会HYOGO!に掲載するには？

バーチャル展示会HYOGO!への掲載は全て無料

バーチャル展示会への掲載は下記の要件を満たしていることが必要です。

②すでにバーチャル展示会HYOGO!アカウントに登録がお済みの

事業者（企業ページを登録済み出展者）様は、P9を参考にページ登録を

行ってください。
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(1)  兵庫県下の企業・団体（所属企業含む）であること

(2)  受信可能なメールアドレスをお持ちであること （ログイン時に必要となります。）

①バーチャル展示会HYOGO !未登録の企業・団体様は、P8よりユーザー登録を

行ってください。

③すでに企業ページを登録済出展者様で、内容を編集する場合にはP12を参考に

作業してください。



アカウント登録手順

①アカウント登録ページへ移動する

サイドメニューにあります「新規登録はこちら」を押して

ください。

②アカウント登録フォームに必須事項を記入

登録には下記項目の入力が必要です。

・メールアドレス

・パスワード（半角の英数字・記号）

・パスワード（確認用）

・企業・団体名

上記を入力し、登録ボタンを押してください。

入力いただいたメールアドレスへ

バーチャル展示会HYOGO!から登録完了メールが届きます。

以上でアカウント登録完了です。

バーチャル展示会の利用にはアカウント登録が必要です。

下記手順に従ってアカウント登録を行ってください。
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tenjikai@www.web-tenjikai.com

・・・・・・・・

・・・・・・・・

株式会社テスト

株式会社テスト

新規登録ページへ移動



企業・団体ページ新規作成①

②ログインして管理ページへ

登録したメールアドレスとパスワードを使ってログインする

と、右図のような管理画面が開きます。

→「企業・団体情報を追加」をクリックすると

追加・編集画面が開きます。

①ログインページへアクセス

アカウント登録完了メールに記載されているリンクをクリッ

ク、またはhttps://www.web-tenjikai.com/login/へアクセス

するとログイン画面が開きます。
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ログインをクリック

https://www.web-tenjikai.com/login/


企業・団体ページ新規作成②

①必須項目・・ページを公開するために最低限必要な項目

②出展情報・・訪問者にアピールしたい情報

③商品・技術情報入力フォーム・・自社のお勧め商品など

④企業・団体情報・・第二住所などの補足情報

⑤その他・・ユーチューブに投稿している動画情報

⑥公開依頼を送信・・運営事務局へ公開依頼が送信されます。

① ② ③ ④ ⑤

※最短で企業・団体ページを公開する場合には

「①必須項目」をご入力ください。

それ以外の項目は、公開後にも追加が可能です。

入力項目

運営事務局が公開手続きを行った後
ページが公開されます。

（公開された旨をお知らせするメールが届きます。）
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企業・団体情報の入力は専用のぺージから行います。

入力項目は、5個のグループに分類されていますが、

①「必須項目」を入力することで新規ページが公開できます。

⑥

株式会社テスト



企業・団体ページ新規作成③
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編集後「⑥公開依頼を送信する」ボタンを押すと

運営事務局へ公開依頼が送信されます。

公開手続きが完了した時点で、その旨を伝える
メールが担当者に届きます。

運営事務局による公開手続き後、
ページが公開されます。

公開依頼

⑥
※公開しない場合には「下書保存」ボタンを押して

ください。

株式会社テスト
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ユーチューブ動画へのリンクについて

①ユーチューブURL

「その他」グループタブを押し、①の項目に

ユーチューブ動画のURLを入力して保存してください。

承認後、動画ページへのリンクボタンを押すと自動で

生成されます。

（登録できる動画は2つまでとなっています）

その他の欄に「ユーチューブへのリンク」について

説明します。

①

株式会社テスト



企業・団体ページを更新する①

バーチャル展示会Hyogo!内に公開される出展企業情報は公開後も自由に編集することができます。

①ログインする

ログインページからバーチャル展示会Hyogo!にログイン
してください。

ログインページURL:
https://www.web-tenjikai.com/login/
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編集方法

投稿した記事の一覧が表示されるので、修正する記事の
タイトルをクリックしてください。



企業・団体ページを更新する②

バーチャル展示会Hyogo!内に公開される出展企業情報は公開後も自由に編集することができます。

②修正用ページを作成する

(1)最初に「修正はここから」ボタンをクリックしてください。
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※修正用ページとは？

公開ページに設置している「修正はここから」というボタンをクリック

すると、その時点で公開されているページとは別に、修正用のページが

生成され、表示されます。

公開ページ修正ページ

「修正はここから」ボタンをクリックすると修正用ページに画面が

切り替わります。

(2)内容を編集し、「公開依頼を送信する」ボタンを押してください。

公開依頼を送信する

＊修正内容を公開記事に反映させてない場合は、下書き保存してください。



企業・団体ページを更新する③
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③運営事務局による作業

公開依頼を送信する

「公開依頼を送信する」を押すと、バーチャル展示会HYOGO!

運営事務局に公開依頼メールが送信されます。

運営事務局により、公開が承認された後、公開ページの内容が

更新されます。



企業・団体情報の入力方法

企業・団体情報に入力する項目は、大きく分類して3つの

パターンが存在します。

16

企業・団体情報の入力ページ

(1)テキスト1行入力

(2)画像設定

(3)テキスト複数行入力

(1)や(3)のテキストの記入項目は、Wordやメモ帳のように文字を

打ち込むことで情報を追加できます。

(2)の画像の設定に関しては次のページでご案内しています。

(1)テキスト1行入力

(3)テキスト複数行入力

(2)画像設定

株式会社テスト



画像の設定①

バーチャル展示会Hyogo!では企業ロゴやPR画像、商品画像など、画像を指定する項目が存在します。

17

①編集画面内の「画像を追加する」ボタンを

クリックしてください。

②画像をアップするための画面が現れます。

既に登録済みの画像が存在する場合、この

画面には画像が一覧表示されています。

株式会社テスト



画像の設定②
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③デスクトップ（PC）内の画像を白い画面上

にドラッグ＆ドロップします。マウスを重ねる

ことで上図のように白い部分が青く変化

します。

この状態でマウスを離すと、画像がアップロード

されます。

（※画像のファイル容量は3MB以内にしてください。）

④アップロードが完了すると指定可能な

画像が一覧表示されます。

画像アイコンの右上に マークがついているか

確認してください。

（ついていない場合、画像アイコンをクリックする

ことでチェックが入ります。）

その状態で、画面右下「画像を選択する」ボタンを

クリックしてください。

以上で画像の設定は完了です。



項目ごとの表示箇所（必須項目①）

19

株式会社テスト

（編集画面） （公開ページ）



項目ごとの表示箇所（必須項目②）
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株式会社テストのPR

（編集画面） （公開ページ）



項目ごとの表示箇所（必須項目③）
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（編集画面） （公開ページ）



項目ごとの表示箇所（必須項目④）

※「問合せ先E-Mailアドレス」はページ下部の

お問合せフォームからの送信先となるメールアドレス

となります。
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株式会社テストへのお問合せ

（編集画面） （公開ページ）



項目ごとの表示箇所（出展情報①）
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「出展内容①リンク」にURLを入力すると「詳細ページへ」のボタ

ンが自動で表示されます。

株式会社テスト

（編集画面） （公開ページ）



項目ごとの表示箇所（出展情報②）
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「出展内容②リンク」にURLを入力すると「詳細ページへ」のボタ

ンが自動で表示されます。

株式会社テストの強み

（編集画面） （公開ページ）



項目ごとの表示箇所（商品・技術情報入力フォーム）
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※トップページの「商品・技術のご紹介」にも、

ここで登録した情報が表示されるようになっています。

株式会社テストの強み

（編集画面） （公開ページ）



項目ごとの表示箇所（企業・団体情報①）

z

「ホームページURL」にURLを入力すると、「ホームページを見る」

のボタンが自動で現れます。 26

株式会社テスト

（編集画面） （公開ページ）



項目ごとの表示箇所（企業・団体情報②）
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（編集画面） （公開ページ）



項目ごとの表示箇所（企業・団体情報③）

※「所属組合・団体名称のホームページURL」にURLを入力すると、「所属組合・団体名称」へ入力したテキストに自動でリン

ク先に設定されます。
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（編集画面） （公開ページ）



項目ごとの表示箇所（その他）

※1にURLを入力すると紹介動画1に、2にURLを入力すると紹介動画2のボタンが自動で表示されます。
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株式会社テスト

（編集画面） （公開ページ）



パスワードを忘れた場合(再設定)①

①ログイン画面から「パスワード設定」画面を開く

②「新しいパスワードを取得する」ボタンをクリック

https://www.web-tenjikai.com/login/にアクセスして

ログインページを開きます。

ページ下部に「パスワード設定」ボタンがありますので、そちらを

クリックしてください。

パスワード再設定ページが開きます。
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バーチャル展示会Hyogo!に登録しているメールアドレスを入力し

「新しいパスワードを取得する」ボタンをクリックしてください。

バーチャル展示会Hyogo!運営事務局から再設定ページの

案内メールが届きます。

※メールアドレスをお忘れの方は

バーチャル展示会運営事務局までお問合せください。

http://www.web-tenjikai.com/login/


パスワードを忘れた場合(再設定)②

③メールに記載されているリンクをクリックする

パスワード再設定案内メールにリンクが記載されています。

そのリンクをクリックすると「パスワードリセット」ページが開きます。

メールに記載されている

リンクをクリック

④新しいパスワードを記入して送信する

希望する新しいパスワードを記入して「パスワードリセット」ボタンを

クリックしてください。

以上で、パスワードの再設定が完了です。

ログインページからログインしてご確認ください。
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※こちらでパスワードは管理しておりません。必ず各自で管理をお願いいたします。

バーチャル展示会運営事務局


