
こおりやま産業博ONLINE

実績報告書

◆ 2021/10/8 ▶▶▶ 2022/3/31

◆ オンライン
（homepage/Facebook/Instagram/Twitter/YouTube）

◆ こおりやま産業博実行委員会

中間報告
10/8-11/20



人
数

590

２位 248

11,325 人 ３位 226

839 人 ４位 125

21 件 ５位 122

24 商談 殿堂 ユニフォームネット（10月）

回

1,231 回
22,427 回

*Facebook、Instagram調べ

▼視聴のべ数（オンラインブース、ビジネス掲示板、各イベント）

18,442
11月訪問者数ランキング(10.21-11.20)

オンラインブース訪問者数：

日本全薬工業ビジネス掲示板閲覧者数：

鈴弥洋行

23,658

JA福島さくら　あぐりあ

ビジネスマッチング件数：

オンライン商談会：

三英堂事務機

保土谷化学工業

EXPOステージ再生回数：
Facebook動画再生回数：

　　▼動画コンテンツ再生回数(EXPOステージ、FB）

こおりやま産業博ONLINE 実績概要

- 11月レポート - ※（）は前月からの増加数
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視聴者年齢割合

男性 女性

視聴者分析

視聴者の動向

視聴のべ数

SNS配信

≪Ｆａｃｅｂｏｏｋ≫

R3.9.28-11.20

投稿数 63 回

リーチ数 32,191

≪Instagram≫
R3.9.29-11.14

投稿数 55 回

リーチ数 12,592

（R3.10.8-R3.11.20）

≪Twitter≫
R3.10.14-11.14

ツイート数 9回

インプレッション数 1,868

（＋8,312）

（＋6,201） （＋7,657） （＋1,455）
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　☆出展者募集

　・募集リーフレット作成

　・郡山商工会議所　会報掲載（9月号）

　☆開催告知

　・開催告知チラシ作成

　・郡山商工会議所　会報記事掲載（10月号）

　・広報こおりやま記事掲載（10月号）

　☆ビジネス掲示板

　・郡山商工会議所　会報掲載（10月号）8アイテム

　・郡山商工会議所　会報掲載（11月号）6アイテム

　☆新聞、地方誌（広告）

　・福島民報　/　福島民友　モノクロ全3段（10/7）

　・福島リビング新聞郡山版　カラー全3段（10/1号）

　・てとて＋　カラー全4段（11/1号）

　　※県内の中学生とその保護者へ配布。（県内中学校218校　60,000人）

　☆SNS

　・Facebookでの出展者募集

　・コンセプトムービー配信⇒Youtube、Facebook、Instagram、Twitter

　・こおりやま産業博ナビ配信⇒Youtube、Facebook、Instagram、Twitter

　・ビジネス掲示板配信⇒Facebook、Instagram、Twitter、Youtube

　・Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Instagramで開催広告

　・あぐりあ　秋の収穫祭開催広告

　☆サイネージ（郡山商工会議所1階サイネージ）

　・コンセプトムービー上映

　・こおりやま産業博ナビ上映

　・ビジネス掲示板上映

　・郡山市発明工夫展受賞作品

　☆ドライブ in フェスタ

　・ドライブ in シアターの上映前にコンセプトムービー上映（10/9、10）

　☆PRタイムス

　・PRTIMES　プレスリリース・ニュースリリース配信サービス

　　※まちの人事部こおりやま（こおりやま地域人財支援センター）様のご協力

）

◆ 広報・広告関係

◆ 報道関係
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　☆出展者募集

　・募集リーフレット作成 11,000 部

　・郡山商工会議所　会報掲載（9月号） 5,200 部

　☆開催告知

　・開催告知チラシ作成 13,500 部

　・郡山商工会議所　会報記事掲載（10月号） 5,200 部

　・広報こおりやま記事掲載（10月号）

　☆ビジネス掲示板

　・郡山商工会議所　会報掲載（10月号）8アイテム 5,200 部

　・郡山商工会議所　会報掲載（11月号）6アイテム 5,200 部

　☆新聞、地方誌（広告）

　・福島民報　/　福島民友　モノクロ全3段（10/7）

　・福島リビング新聞郡山版　カラー全3段（10/1号）

　・てとて＋　カラー全4段（11/1号）

　　※県内の中学生とその保護者へ配布。（県内中学校218校　60,000人）

　☆SNS

　・Facebookでの出展者募集

　・コンセプトムービー配信⇒Youtube、Facebook、Instagram、Twitter

　・こおりやま産業博ナビ配信⇒Youtube、Facebook、Instagram、Twitter

　・ビジネス掲示板配信⇒Facebook、Instagram、Twitter、Youtube

　・Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Instagramで開催広告 2 回

　・あぐりあ　秋の収穫祭開催広告 1 回

　☆サイネージ（郡山商工会議所1階サイネージ）

　・コンセプトムービー上映

　・こおりやま産業博ナビ上映

　・ビジネス掲示板上映

　・郡山市発明工夫展受賞作品

　☆ドライブ in フェスタ

　・ドライブ in シアターの上映前にコンセプトムービー上映（10/9、10）

　☆PRタイムス

　・PRTIMES　プレスリリース・ニュースリリース配信サービス

　　※まちの人事部こおりやま（こおりやま地域人財支援センター）様のご協力

広報・広告関係

報道関係

紙媒体

映像媒体

インターネット

一番左から

・FNNプライムオンライン

2021/10/24

・みんゆうNet

2021/10/8、9

・観光情報「観るナビ」

2021/10
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　・ふくしまFM「福空間（フクスペース）」　7/8収録（7/23放送）

≪こおりやま産業博ONLINE開催≫

・福島テレビ『週間トピックス』10/24放送

　　≪JA福島さくら　あぐりあ　秋の収穫祭≫

　　≪首都圏バイヤーとのオンライン商談会≫

・TUF『ひるおび』11/12放送 ・中テレ『news TIME6』11/12放送

・NHK『ニュース東北』11/6放送 ・KFB『週間トピックス』11/14放送

テレビ

ラジオ

プレスリリース事業
◆協力◆

・福島県広告業協会

・しゅふコミ
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●タイアップ企画

　ドライブ in フェスタ（10/9、10）

▲出展者募集

≪R3.7.8【福島民友】≫

出展者説明会▶

≪R3.9.18【福島民報】≫

▼オンライン文化祭
≪R3.9.30【福島民友】≫

一般公開当日▶
≪R3.10.8【福島民報】≫

新聞/地方誌
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●タイアップ企画

　ドライブ in フェスタ（10/9、10）

▲一般公開当日
≪R3.10.8【福島民友】≫

▲一般公開2日目
≪R3.10.9【福島民友】≫

▼ドライブ in ランチボックス
≪R3.10.9【福島民報】≫

▼ドライブ in シアター

≪R3.10.12【福島民報】≫

◀オンライン文化祭
≪R3.10.22【福島リビング新聞】≫
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　◎ドライブ in ランチボックス

出展者：

　　　購入者：

販売数：

売上高：

◆ イベント実績

◆ ビジネス掲示板
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オンライン文化祭

参加学校： 9 校

配信動画： 21 コンテンツ

EXPOステージ2021
Yourステージ： 7

文化祭： 8
観光： 13

その他： 11

こおりやまDXプラットフォーム

プレゼン： 8 社

オンライン

　交流会： 36 名

10/9

　◎ドライブ in ランチボックス ◎ドライブ　in シアター

出展者： 　30社、46アイテム 10/9 　トムとジェリー 103 台
　　　購入者： 471 台 10/9 　ワイルドスピード 70 台

販売数： 1,946 個 10/10 トムとジェリー 100 台
売上高： 2,102,000 円 10/10 ドリームガールズ 29 台

※受賞18作品　　産業博用に動画3種作成

コンテンツ

ドライブ in フェスタ

※郡山市の農産物推進強化月間

イベント実績

全期間イベント

１０月イベント

１1月イベント
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（順不同掲載）
ビジネス掲示板
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【事務局】

郡山商工会議所 中小企業相談所 産業振興課内
〒963-8691

福島県郡山市清水台1-3-8

TEL 024-921-2620  /  FAX 024-921-2640

MAIL    admin@entre.gr.jp


