
 

 ファイル番号 中顧総２ 

個人情報ファイルの名称 「商談会」参加企業データ 

独立行政法人等の名称 株式会社日本政策金融公庫 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

中小企業事業本部： 顧客支援室顧客支援総括グループ 

個人情報ファイルの利用

目的 
「商談会」の円滑な運営のため 

個人情報ファイルの記録

項目 
別紙のとおり 

記録範囲 「商談会」の参加企業 

記録情報の収集方法 参加企業からの提供 

記録情報に要配慮個人情

報が含まれるときは、そ

の旨 

□ 含む 

■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

・ 株式会社日本政策金融公庫 本店 情報公開・個人情報保護窓口 

  〒100-0004 東京都千代田区大手町１－９－４ 

・ 株式会社日本政策金融公庫 支店 情報公開・個人情報保護窓口 

支店の所在地については、別添参照 

他の法律又はこれに基づ

く命令の規定による訂正

及び利用停止に関する特

別の手続 

－ 

個人情報ファイルの種別 
■ 法第２条第６項第１号（電算処理ファイル） 

□ 法第２条第６項第２号（マニュアル処理ファイル） 

政令第５条第２号に該当

するファイルの有無 

□ 有   

■ 無   

独立行政法人等非識別加

工情報の提案の募集をす

る個人情報ファイルであ

る旨 

■ 該当 

□ 非該当 



 

独立行政法人等非識別加

工情報の提案を受ける組

織の名称及び所在地 

・ 株式会社日本政策金融公庫 本店 情報公開・個人情報保護窓口 

〒100-0004 東京都千代田区大手町１－９－４ 

・ 株式会社日本政策金融公庫 支店 情報公開・個人情報保護窓口 

支店の所在地については、別添参照 

個人情報ファイルが法第

２条第９項第２号ロに該

当する場合には、意見書

の提出機会が与えられる

旨 

□ 有 

■ 無 

独立行政法人等非識別加

工情報の概要 
 － 

作成された独立行政法人

等非識別加工情報に関す

る提案を受ける組織の名

称及び所在地 

 － 

作成された独立行政法人

等非識別加工情報に関す

る提案をすることができ

る期間 

 － 

備考 － 



 （別紙） 記録項目 

 

 

【参加企業情報】＜平成28年度以前＞ 

1 企業No.、2 フリガナ、3 企業名、4 席番号、5 参加キャンセル、6 入金日、7 ログイ 

ンチェック、8 ID、9 パスワード、10 公庫取引支店、11 郵便番号、12 県名、13 本社所 

在地、14 URL、15 資本金、16 従業員数、17 業種、18 事業内容、19 企業PR、20 参加目 

的1_具体的なニーズ、21 参加目的1_検索キーワード、22 参加目的2_具体的なニーズ、23 参 

加目的2_検索キーワード、24 参加目的3_目的、25 参加目的3_具体的なニーズ、26 参加目的 

3_検索キーワード、27 自由記述欄、28 TEL、29 FAX、30 Email、31 参加企業情報検索_業 

種、32 参加企業情報検索_業種_小分類、33 参加企業情報検索_住所1、34 参加企業情報検索_ 

住所2、35 参加予定人数、36 当日参加人数、37 商談出席者1部署、38 商談出席者1氏名、39  

商談出席者2部署、40 商談出席者2氏名、41 当日の連絡先、42 当日の連絡先氏名、43 増員 

対応可否、44 連絡先企業名、45 連絡先郵便番号、46 連絡先住所、47 連絡先1_部署役職、 

48 連絡先1_氏名、49 参加費振込メール再送信、50 連絡先1_Email、51 連絡先1_TEL、52 連 

絡先1_携帯Mail、53 連絡先1_携帯TEL、54 連絡先1_FAX、55 連絡先2_部署役職、56 連絡先 

2_氏名、57 連絡先2_Email、58 連絡先2_TEL、59 連絡先2_携帯Mail、60 連絡先2_携帯TEL、 

61 連絡先2_FAX、62 公庫入力欄、63 公庫入力欄備考、64 公庫入力欄備考2、65 入力日、 

66 更新日、67 状態、68 食品の展示連絡、69 大手バイヤー申込件数、70 ご連絡、71 参 

加費メール配信要否（必要→1、不要→0）、72 専用HPオープン一斉メール（配信⇒１）、73 専 

用HP商談予約システムOPEN一斉メール予定（配信⇒１）、74 二次予約システムオープン一斉メー 

ル予定（配信⇒１）、75 JETROブースのご案内（配信⇒1）、76 最終案内一斉メール予定（配信 

⇒１）、77 閉局のご案内一斉メール予定（配信⇒１） 

 



 

【参加企業情報】＜平成29年度＞ 

1 ユーザーID、2 ログインID、3 ログインIDの使用、4 出展社ID、5 名前:姓、6 名前:名、7 名

前:ミドルネーム、8 名前:姓フリガナ、9 名前:名フリガナ、10 会社名、11 会社名フリガナ、12 部

署、13 役職、14 郵便番号1、15 郵便番号2、16 郵便番号3、17 国名、18 都道府県、19 住所1、20 

住所2、21 住所3、22 住所4、23 住所5、24 電話番号、25 電話番号予備、26 ファックス番号、27 

E-mailアドレス、28 E-mailアドレスの有効フラグ、29 E-mailアドレスの不達回数、30 E-mailアドレ

スの有効フラグの更新日時、31 E-mailアドレス予備、32 E-mailアドレス予備の有効フラグ、33 E-mail

アドレス予備の不達回数、34 E-mail アドレス予備の有効フラグの更新日時、35 配信停止、36 配信停

止日時、37 DM 許可、38 メモ、39 使用言語、40 システム登録日時、41 システム更新日時、42 参

加規約に同意する、43 個人情報の取り扱いに同意する、44 部署・役職、45 氏名、46 参加予定人数、

47 商談会の出席者② 部署・役職、48 商談会の出席者② 氏名、49 商談会の出席者③ 部署・役職、

50 商談会の出席者③ 氏名、51 商談会の出席者④ 部署・役職、52 商談会の出席者④ 氏名、53 商

談会の出席者⑤ 部署・役職、54 商談会の出席者⑤ 氏名、55 法人格、56 部署・役職、57 氏名、58 

商談会の出席者② E-mail（２）、59 商談会の出席者② E-mail（２）（再入力）、60 商談会の出席者② 

TEL、61 商談会の出席者② 携帯TEL、62 商談会の出席者② FAX、63 公庫取引支店、64 公庫取引支

店コード、65 郵便番号、66 郵便番号2、67 都道府県、68 市区郡町村、69 番地、70 ビル・マンシ

ョン名、71 ホームページURL有無、72 ホームページURL、73 資本金、74 従業員数、75 事業内容 （取

扱い製品等）、76 企業ＰＲ、 特徴等、77 商談会参加目的①販売先開拓（製・商品、技術、サービスを売

り込みたい）（具体的なニーズ）、78 商談会参加目的①（検索キーワード）、79 商談会参加目的②外注・

仕入先開拓（製・商品、技術、サービスを買いたい）（具体的なニーズ）、80 商談会参加目的②（検索キー

ワード）、81 商談会参加目的③、82 商談会参加目的③（具体的なニーズ）、83 商談会参加目的③（検索

キーワード）、84 自由記述欄、85 業種（大分類）、86 業種（中分類）、87 大手企業提出書類（制御用）、

88 「参加企業専用ホームページ」都道府県別検索の住所、89 「参加企業専用ホームページ」都道府県別

検索の住所 （2個目)、90 エラーチェック、91 法人格の位置、92 企業名（法人格あり）、93 商談会の

出席者の連絡先、94 企画提案申込チェックフラグ、95 企画提案キャンセルチェックフラグ、96 【事務

局】審査フラグ、97 【事務局】お客さま番号（8桁）、98 【事務局】参加企業No.、99 【事務局】欠席・

遅刻ステータス、100 【事務局】備考、101 【事務局】データ確認中フラグ、102 【事務局】請求前不

参加企業、103 【事務局】入金確認覧、104 【事務局】入金確認済フラグ、105 大手企業チェックフラ

グ、106 （API 制御用）大手企業名フラグ、107 【事務局】座席番号、108 ①訪問予定（コマ１）、109 

①訪問予定（コマ１）企業名、110 ①訪問予定（コマ１）カタカナ、111 ①訪問予定（コマ１）座席番号、

112 ②訪問予定（コマ２）、113 ②訪問予定（コマ２）企業名、114 ②訪問予定（コマ２）カタカナ、115 

②訪問予定（コマ２）座席番号、116 ③訪問予定（コマ３）、117 ③訪問予定（コマ３）企業名、118 ③

訪問予定（コマ３）カタカナ、119 ③訪問予定（コマ３）座席番号、120 ④訪問予定（コマ４）、121 ④

訪問予定（コマ４）企業名、122 ④訪問予定（コマ４）カタカナ、123 ④訪問予定（コマ４）座席番号、

124 ⑤訪問予定（コマ５）、125 ⑤訪問予定（コマ５）企業名、126 ⑤訪問予定（コマ５）カタカナ、127 

⑤訪問予定（コマ５）座席番号、128 ⑥訪問予定（コマ６）、129 ⑥訪問予定（コマ６）企業名、130 ⑥

訪問予定（コマ６）カタカナ、131 ⑥訪問予定（コマ６）座席番号、132 ⑦訪問予定（コマ７）、133 ⑦

訪問予定（コマ７）企業名、134 ⑦訪問予定（コマ７）カタカナ、135 ⑦訪問予定（コマ７）座席番号、

136 ⑧訪問予定（コマ８）、137 ⑧訪問予定（コマ８）企業名、138 ⑧訪問予定（コマ８）カタカナ、139 

⑧訪問予定（コマ８）座席番号、140 ①来客予定（コマ１）、141 ①来客予定（コマ１）企業名、142 ①



来客予定（コマ１）カタカナ、143 ①来客予定（コマ１）座席番号、144 ②来客予定（コマ２）、145 ②

来客予定（コマ２）企業名、146 ②来客予定（コマ２）カタカナ、147 ②来客予定（コマ２）座席番号、

148 ③来客予定（コマ３）、149 ③来客予定（コマ３）企業名、150 ③来客予定（コマ３）カタカナ、151 

③来客予定（コマ３）座席番号、152 ④来客予定（コマ４）、153 ④来客予定（コマ４）企業名、154 ④

来客予定（コマ４）カタカナ、155 ④来客予定（コマ４）座席番号、156 ⑤来客予定（コマ５）、157 ⑤

来客予定（コマ５）企業名、158 ⑤来客予定（コマ５）カタカナ、159 ⑤来客予定（コマ５）座席番号、

160 ⑥来客予定（コマ６）、161 ⑥来客予定（コマ６）企業名、162 ⑥来客予定（コマ６）カタカナ、163 

⑥来客予定（コマ６）座席番号、164 ⑦来客予定（コマ７）、165 ⑦来客予定（コマ７）企業名、166 ⑦

来客予定（コマ７）カタカナ、167 ⑦来客予定（コマ７）座席番号、168 ⑧来客予定（コマ８）、169 ⑧

来客予定（コマ８）企業名、170 ⑧来客予定（コマ８）カタカナ、171 ⑧来客予定（コマ８）座席番号、

172 テストデータ検索対象外、173 検索結果表示フラグ、174 支社フラグ、175 参加票表示用リード

ID 出席者②、176 参加票表示用リードID 出席者③、177 参加票表示用リードID 出席者④、178 参

加票表示用リードID 出席者⑤、179 来場時間、180 所属出展社ID、181 2名以上受付、182 参加証出

力チェック、183 出展社CODE(全提出書類共通) 

 



【参加企業情報】＜平成30年度＞ 

1 ユーザーID、 2 ログインID、 3 ログインIDの使用、 4 出展社ID、 5 名前:姓、 6 名前:名、 7 名

前:ミドルネーム、 8 名前:姓フリガナ、 9 名前:名フリガナ、 10 会社名、 11 会社名フリガナ、 12 部

署、 13 役職、 14 郵便番号1、 15 郵便番号2、 16 郵便番号3、 17 国名、 18 都道府県、 19 住所1、 

20 住所2、 21 住所3、 22 住所4、 23 住所5、 24 電話番号、 25 電話番号予備、 26 ファックス番号、 

27 E-mailアドレス、 28 E-mailアドレスの有効フラグ、 29 E-mailアドレスの不達回数、 30 E-mailアド

レスの有効フラグの更新日時、 31 E-mailアドレス予備、 32 E-mailアドレス予備の有効フラグ、 33 E-mail

アドレス予備の不達回数、 34 E-mailアドレス予備の有効フラグの更新日時、 35 配信停止、 36 配信停止

日時、 37 DM許可、 38 メモ、 39 使用言語、 40 システム登録日時、 41 システム更新日時、 42 参加

規約に同意する、 43 個人情報の取り扱いに同意する、 44 部署・役職、 45 氏名、 46 参加予定人数、 47 

商談会の出席者② 部署・役職、 48 商談会の出席者② 氏名、 49 商談会の出席者③ 部署・役職、 50 商

談会の出席者③ 氏名、 51 商談会の出席者④ 部署・役職、 52 商談会の出席者④ 氏名、 53 商談会の

出席者⑤ 部署・役職、 54 商談会の出席者⑤ 氏名、 55 企業名・法人格<span id="sn">必須</span>、 56 

法人格（後）、 57 部署・役職、 58 氏名、 59 商談会の出席者② E-mail（２）、 60 商談会の出席者② E-mail

（２）（再入力）、 61 商談会の出席者② TEL、 62 商談会の出席者② 携帯TEL、 63 商談会の出席者② FAX、 

64 【不要】法人格（前）、 65 【SMPD参加証出力用】企業名（法人格あり）、 66 【不要】企業名（フリガナ）、 

67 公庫取引支店、 68 公庫取引支店コード、 69 郵便番号、 70 郵便番号2、 71 都道府県、 72 市区郡町

村、 73 番地、 74 ビル・マンション名、 75 ホームページURL、 76 ホームページありの場合は、URL を

記載ください。、 77 資本金、 78 従業員数、 79 事業内容 （取扱い製品等）、 80 企業ＰＲ、 特徴等、 81 

商談会参加目的①<br>販売先開拓（製・商品、技術、サービスを売り込みたい）（具体的なニーズ）、 82 商談

会参加目的①<br>（検索キーワード）、 83 商談会参加目的②<br>外注・仕入先開拓（製・商品、技術、サービ

スを買いたい）<br>（具体的なニーズ）、 84 商談会参加目的②<br>（検索キーワード）、 85 商談会参加目的

③、 86 商談会参加目的③<br>（具体的なニーズ）、 87 商談会参加目的③<br>（検索キーワード）、 88 自

由記述欄、 89 業種（大分類）、 90 業種（中分類）、 91 大手企業提出書類（制御用）、 92 「参加企業専

用ホームページ」都道府県別検索の住所 ※主要な営業拠点を、１～２ヵ所選択してください。、 93 「参加企

業専用ホームページ」都道府県別検索の住所 （2個目)、 94 エラーチェック、 95 【不要】法人格の位置、 

96 企業名（法人格あり）、 97 <font style="font-weight:bold;color:blue;">※商談会の出席者の連絡先を登

録してください。</font><br>※本社と同じ住所を登録、 98 企画提案申込チェックフラグ、 99 企画提案キ

ャンセルチェックフラグ、 100 【事務局】審査フラグ、 101 【事務局】お客さま番号（8桁）、 102 【事務

局】欠席・遅刻ステータス、 103 【事務局】備考、 104 【事務局電通】データ確認中フラグ、 105 【事務

局電通】請求前不参加企業、 106 【事務局電通】入金確認覧、 107 【事務局電通】入金確認済フラグ、 108 

（マイページ制御用）大手企業チェックフラグ、 109 （API制御用）大手企業名フラグ、 110 【事務局電通】

座席番号、 111 ①訪問予定（コマ１）13:45～14:15、 112 ①訪問予定（コマ１）企業名、 113 ①訪問予定

（コマ１）カタカナ、 114 ①訪問予定（コマ１）座席番号、 115 ②訪問予定（コマ２）14:15～14:45、 116 

②訪問予定（コマ２）企業名、 117 ②訪問予定（コマ２）カタカナ、 118 ②訪問予定（コマ２）座席番号、 

119 ③訪問予定（コマ３）14:45～15:15、 120 ③訪問予定（コマ３）企業名、 121 ③訪問予定（コマ３）カ

タカナ、 122 ③訪問予定（コマ３）座席番号、 123 ④訪問予定（コマ４）15:15～15:45、 124 ④訪問予定

（コマ４）企業名、 125 ④訪問予定（コマ４）カタカナ、 126 ④訪問予定（コマ４）座席番号、 127 ⑤訪

問予定（コマ５）15:45～16:15、 128 ⑤訪問予定（コマ５）企業名、 129 ⑤訪問予定（コマ５）カタカナ、 

130 ⑤訪問予定（コマ５）座席番号、 131 ⑥訪問予定（コマ６）16:15～16:45、 132 ⑥訪問予定（コマ６）

企業名、 133 ⑥訪問予定（コマ６）カタカナ、 134 ⑥訪問予定（コマ６）座席番号、 135 ⑦訪問予定（コ



マ７）16:45～17:15、 136 ⑦訪問予定（コマ７）企業名、 137 ⑦訪問予定（コマ７）カタカナ、 138 ⑦訪

問予定（コマ７）座席番号、 139 ⑧訪問予定（コマ８）17:15～17:45、 140 ⑧訪問予定（コマ８）企業名、 

141 ⑧訪問予定（コマ８）カタカナ、 142 ⑧訪問予定（コマ８）座席番号、 143 ①来客予定（コマ１）13:45

～14:15、 144 ①来客予定（コマ１）企業名、 145 ①来客予定（コマ１）カタカナ、 146 ①来客予定（コ

マ１）座席番号、 147 ②来客予定（コマ２）14:15～14:45、 148 ②来客予定（コマ２）企業名、 149 ②来

客予定（コマ２）カタカナ、 150 ②来客予定（コマ２）座席番号、 151 ③来客予定（コマ３）14:45～15:15、 

152 ③来客予定（コマ３）企業名、 153 ③来客予定（コマ３）カタカナ、 154 ③来客予定（コマ３）座席番

号、 155 ④来客予定（コマ４）15:15～15:45、 156 ④来客予定（コマ４）企業名、 157 ④来客予定（コマ

４）カタカナ、 158 ④来客予定（コマ４）座席番号、 159 ⑤来客予定（コマ５）15:45～16:15、 160 ⑤来

客予定（コマ５）企業名、 161 ⑤来客予定（コマ５）カタカナ、 162 ⑤来客予定（コマ５）座席番号、 163 

⑥来客予定（コマ６）16:15～16:45、 164 ⑥来客予定（コマ６）企業名、 165 ⑥来客予定（コマ６）カタカ

ナ、 166 ⑥来客予定（コマ６）座席番号、 167 ⑦来客予定（コマ７）16:45～17:15、 168 ⑦来客予定（コ

マ７）企業名、 169 ⑦来客予定（コマ７）カタカナ、 170 ⑦来客予定（コマ７）座席番号、 171 ⑧来客予

定（コマ８）17:15～17:45、 172 ⑧来客予定（コマ８）企業名、 173 ⑧来客予定（コマ８）カタカナ、 174 

⑧来客予定（コマ８）座席番号、 175 テストデータ検索対象外、 176 検索結果表示フラグ、 177 支社フラ

グ、 178 参加票表示用リードID 出席者②、 179 参加票表示用リードID 出席者③、 180 参加票表示用

リードID 出席者④、 181 参加票表示用リードID 出席者⑤、 182 来場時間、 183 所属出展社ID、 184 

2名以上受付、 185 参加証出力チェック、 186 【事務局】共通債務者、 187 【事務局】Excelリスト並び替

え用項目、 188 【事務局】当日検索用アカウントフラグ、 189 出展社CODE(全提出書類共通)、 190 来場済

み人数、 191 初回重複のコマ（訪問・来客）、 192 大手企業との重複コマ（来客）、 193 すべての重複コマ、 

194 大手企業との全ての商談コマ（全て）、 195 商談予約が入っているコマ（全て）、 196 遅刻・欠席ステー

タス、 197 印刷済み 



【参加企業情報】＜平成31年度＞ 

1 ユーザーID,2 ログイン ID,3 ログイン ID の使用,4 QR コード No.,5 名前:姓,6 名前:名,7 名前:

ミドルネーム,8 名前:姓フリガナ,9 名前:名フリガナ,10 会社名,11 会社名フリガナ,12 部署,13 

役職,14 郵便番号1,15 郵便番号2,16 郵便番号3,17 国名,18 都道府県,19 住所1,20 住所2,21 住

所3,22 住所4,23 住所5,24 電話番号,25 電話番号予備,26 ファックス番号,27 E-mail アドレス,28 

E-mail アドレスの有効フラグ,29 E-mail アドレスの不達回数,30 E-mail アドレスの有効フラグの

更新日時,31 E-mail アドレス予備,32 E-mail アドレス予備の有効フラグ,33 E-mail アドレス予備

の不達回数,34 E-mail アドレス予備の有効フラグの更新日時,35 配信停止,36 配信停止日時,37 DM

許可,38 メモ,39 使用言語,40 システム登録日時,41 システム更新日時,42 参加規約に同意す

る,43 個人情報の取り扱いに同意する,44 部署・役職,45 氏名,46 参加予定人数,47 商談会の出席

者② 部署・役職,48 商談会の出席者② 氏名,49 商談会の出席者③ 部署・役職,50 商談会の出

席者③ 氏名,51 商談会の出席者④ 部署・役職,52 商談会の出席者④ 氏名,53 商談会の出席者

⑤ 部署・役職,54 商談会の出席者⑤ 氏名,55 企業名・法人格<span id="sn">必須</span>,56 法

人格（後）,57 部署・役職,58 氏名,59 商談会の出席者② E-mail（２）,60 商談会の出席者② 

E-mail（２）（再入力）,61 商談会の出席者② TEL,62 商談会の出席者② 携帯 TEL,63 商談会の

出席者② FAX,64 企業名（申込者）,65 【不要】企業名（フリガナ）,66 公庫取引支店,67 公庫取

引支店コード,68 郵便番号,69 郵便番号2,70 都道府県,71 市区郡町村,72 番地,73 ビル・マンショ

ン名,74 ホームページ URL,75 ＵＲＬ,76 資本金,77 従業員数,78 事業内容 （取扱い製品等）,79 

企業ＰＲ、 特徴等,80 商談会参加目的①<br>販売先開拓（製品・商品、技術、サービスを売り込み

たい）（具体的なニーズ）,81 商談会参加目的①<br>（検索キーワード）,82 商談会参加目的②<br>

外注・仕入先開拓（製品・商品、技術、サービスを買いたい）<br>（具体的なニーズ）,83 商談会

参加目的②<br>（検索キーワード）,84 商談会参加目的③,85 商談会参加目的③<br>（具体的なニ

ーズ）,86 商談会参加目的③<br>（検索キーワード）,87 自由記述欄,88 業種（大分類）,89 業種

（中分類）,90 大手企業提出書類（制御用）,91 「参加企業専用ホームページ」都道府県別検索の

住所 ※主要な営業拠点を、１～２ヵ所選択してください。,92 「参加企業専用ホームページ」都道

府県別検索の住所 （2個目),93 エラーチェック,94【参加証表示】企業名（法人格・枝番あり）,95 

<font style="font-weight:bold;color:blue;">※商談会の出席者の連絡先を登録してください。

</font><br>※本社と同じ住所を登録,96 企画提案申込チェックフラグ,97 企画提案キャンセルチ

ェックフラグ,98 【事務局】申込受付フラグ,99 【事務局】お客さま番号（8桁）,100 【事務局】

欠席・遅刻ステータス,101 【事務局】備考,102 【事務局電通】データ確認中フラグ,103 【事務局

電通】請求前不参加企業,104 【事務局電通】入金確認覧,105 【事務局電通】入金確認済フラグ,106 

（マイページ制御用）大手企業チェックフラグ,107 （API 制御用）大手企業名フラグ,108 【事務

局電通】座席番号,109 ①訪問予定（コマ１）13:45～14:15,110 ①訪問予定（コマ１）企業名,111 ①

訪問予定（コマ１）カタカナ,112 ①訪問予定（コマ１）座席番号,113 ②訪問予定（コマ２）14:15

～14:45,114 ②訪問予定（コマ２）企業名,115 ②訪問予定（コマ２）カタカナ,116 ②訪問予定（コ

マ２）座席番号,117 ③訪問予定（コマ３）14:45～15:15,118 ③訪問予定（コマ３）企業名,119 ③

訪問予定（コマ３）カタカナ,120 ③訪問予定（コマ３）座席番号,121 ④訪問予定（コマ４）15:15

～15:45,122 ④訪問予定（コマ４）企業名,123 ④訪問予定（コマ４）カタカナ,124 ④訪問予定（コ

マ４）座席番号,125 ⑤訪問予定（コマ５）15:45～16:15,126 ⑤訪問予定（コマ５）企業名,127 ⑤

訪問予定（コマ５）カタカナ,128 ⑤訪問予定（コマ５）座席番号,129 ⑥訪問予定（コマ６）16:15

～16:45,130 ⑥訪問予定（コマ６）企業名,131 ⑥訪問予定（コマ６）カタカナ,132 ⑥訪問予定（コ



マ６）座席番号,133 ⑦訪問予定（コマ７）16:45～17:15,134 ⑦訪問予定（コマ７）企業名,135 ⑦

訪問予定（コマ７）カタカナ,136 ⑦訪問予定（コマ７）座席番号,137 ⑧訪問予定（コマ８）17:15

～17:45,138 ⑧訪問予定（コマ８）企業名,139 ⑧訪問予定（コマ８）カタカナ,140 ⑧訪問予定（コ

マ８）座席番号,141 ①来客予定（コマ１）13:45～14:15,142 ①来客予定（コマ１）企業名,143 ①

来客予定（コマ１）カタカナ,144 ①来客予定（コマ１）座席番号,145 ②来客予定（コマ２）14:15

～14:45,146 ②来客予定（コマ２）企業名,147 ②来客予定（コマ２）カタカナ,148 ②来客予定（コ

マ２）座席番号,149 ③来客予定（コマ３）14:45～15:15,150 ③来客予定（コマ３）企業名,151 ③

来客予定（コマ３）カタカナ,152 ③来客予定（コマ３）座席番号,153 ④来客予定（コマ４）15:15

～15:45,154 ④来客予定（コマ４）企業名,155 ④来客予定（コマ４）カタカナ,156 ④来客予定（コ

マ４）座席番号,157 ⑤来客予定（コマ５）15:45～16:15,158 ⑤来客予定（コマ５）企業名,159 ⑤

来客予定（コマ５）カタカナ,160 ⑤来客予定（コマ５）座席番号,161 ⑥来客予定（コマ６）16:15

～16:45,162 ⑥来客予定（コマ６）企業名,163 ⑥来客予定（コマ６）カタカナ,164 ⑥来客予定（コ

マ６）座席番号,165 ⑦来客予定（コマ７）16:45～17:15,166 ⑦来客予定（コマ７）企業名,167 ⑦

来客予定（コマ７）カタカナ,168 ⑦来客予定（コマ７）座席番号,169 ⑧来客予定（コマ８）17:15

～17:45,170 ⑧来客予定（コマ８）企業名,171 ⑧来客予定（コマ８）カタカナ,172 ⑧来客予定（コ

マ８）座席番号,173 テストデータ検索対象外,174 検索結果表示フラグ,175 支社フラグ,176 参加

票表示用リード ID 出席者②,177 参加票表示用リード ID 出席者③,178 参加票表示用リード ID 

出席者④,179 参加票表示用リード ID 出席者⑤,180 来場時間,181 参加者 ID,182 2名以上受

付,183 参加証出力チェック,184 【事務局】共通債務者,185 【事務局】Excel リスト並び替え用項

目,186 【事務局】当日検索用アカウントフラグ,187 企業ＰＲ動画 URL,188 商談会の出席者⑥ 部

署・役職,189 商談会の出席者⑥ 氏名,190 商談会の出席者⑦ 部署・役職,191 商談会の出席者⑦ 

氏名,192 商談会の出席者⑧ 部署・役職,193 商談会の出席者⑧ 氏名,194 商談会の出席者⑨ 部

署・役職,195 商談会の出席者⑨ 氏名,196 商談会の出席者⑩ 部署・役職,197 商談会の出席者⑩ 

氏名,198 商談会の出席者⑪ 部署・役職,199 商談会の出席者⑪ 氏名,200 商談会の出席者⑫ 部

署・役職,201 商談会の出席者⑫ 氏名,202 商談会の出席者⑬ 部署・役職,203 商談会の出席者⑬ 

氏名,204 商談会の出席者⑭ 部署・役職,205 商談会の出席者⑭ 氏名,206 商談会の出席者⑮ 部

署・役職,207 商談会の出席者⑮ 氏名,208 企業ＰＲ・企業概要,209 企画提案内容,210 参加票表

示用リード ID 出席者⑥,211 参加票表示用リード ID 出席者⑦,212 参加票表示用リード ID 出

席者⑧,213 参加票表示用リード ID 出席者⑨,214 参加票表示用リード ID 出席者⑩,215 参加票

表示用リード ID 出席者⑪,216 参加票表示用リード ID 出席者⑫,217 参加票表示用リード ID 

出席者⑬,218 参加票表示用リード ID 出席者⑭, 219 参加票表示用リード ID 出席者⑮,220 【来

場認証画面】特別対応文言入力箇所,221 出展社 CODE(全提出書類共通), 

 



【参加企業情報】＜令和２年度以降＞ 

1 ID, 2 【手入力】受信日, 3 【手入力】返信メール日（＝受付日）, 4 【手入力】共通債務者, 5 【手入力】

名寄せ番号, 6 【手入力】反社チェック結果, 7 【手入力】連絡帳登録済み, 8 【手入力】商談件数, 9 【手入

力】懇話会先, 10 【手入力】メモ, 11 フリガナ, 12 企業名, 13 公庫取引支店, 14 出席者①部署・役職, 15 出

席者①氏名, 16 出席者①TEL, 17 出席者①携帯TEL, 18 出席者②部署・役職, 19 出席者②氏名, 20 出席者②

TEL, 21 出席者②携帯TEL, 22 出席者②E-mail（②）, 23 出席者②E-mail（②）（再入力）, 24 企画提案書1_

大手企業名, 25 企画提案書1_企画提案内容, 26 企画提案書1_添付資料, 27 企画提案書2_大手企業名, 28 企画

提案書2_企画提案内容, 29 企画提案書2_添付資料, 30 企画提案書3_大手企業名, 31 企画提案書3_企画提案内

容, 32 企画提案書3_添付資料, 33 企画提案書4_大手企業名, 34 企画提案書4_企画提案内容, 35 企画提案書4_

添付資料, 36 企画提案書5_大手企業名, 37 企画提案書5_企画提案内容, 38 企画提案書5_添付資料, 39 企画提

案書6_大手企業名, 40 企画提案書6_企画提案内容, 41 企画提案書6_添付資料, 42 企画提案書7_大手企業名, 43 

企画提案書7_企画提案内容, 44 企画提案書7_添付資料, 45 企画提案書8_大手企業名, 46 企画提案書8_企画提

案内容, 47 企画提案書8_添付資料, 48 規約 

 


