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- Web Knowledge Xpo -

機械系ゾーン
船舶／海洋系ゾーン

メガトレンド系ゾーン

（略称WKX）
（略称
）
航空／宇宙系ゾーン

原子力/放射線系ゾーン

電気電子系ゾーン

応用物理系ゾーン

情報工学系ゾーン
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化学系ゾーン

衛生工学系ゾーン
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生命工学/医療系ゾーン

資源工学系ゾーン

森林/林業系ゾーン

建設系ゾーン
上下水道系ゾーン

水産/水産業ゾーン
農業系ゾーン

※上記出展内容の大分類別及び中分類表記は以下のURLをご覧下さい。
をご覧下さい。
上記出展内容の大分類別及び中分類表記は以下の

http://ｗｗｗ
ｗｗｗ.wkx21c.org/
http://
ｗｗｗ
.wkx21c.org/

【WKX媒体資料】
媒体資料】

■お問合せ
主催： 一般社団法人 日本技術者連盟
Japan Engineers Federation （JEF）
）
〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル5F
TEL ： 03-6229-1946 FAX ： 03-6229-1940
wkx@jef-site.or.jp URL■
■http://www.jef-site.or.jp

総合事務局：株式会社アジア技術移転機構
Asia Technology Transfer Organization, Inc. （ATTO）
）

■ ものづくり技術・製品動画共有サイト「WKX」とは
」とは
ものづくり技術・製品動画共有サイト「
①WKXは、技術動画を活用したビジネスマッチメイキングプラットフォーム。
②WKXは、企業の技術・製品・知財の取引をワンストップサービスで提供。
技術動画だけではなく、人材の募集/紹介動画も投稿可能。
③WKXは、膨大な技術動画データの中から、検索によりWKX利用者が求める動画が閲覧可能。

■ WKX「最新ものづくり技術・製品動画速報」について
「最新ものづくり技術・製品動画速報」について
WKX 視聴者数及び動画投稿者数の裾野は非常に広く、従来のリアル展示会と異なり、出展の規模
やコマ数に関係なく、各投稿者が平等に、しかも長期間（24時間365日）にわたって、国内市場はもと
より海外市場に向けてPRできるのが最大の特徴です。このたび月間300万PV（年間4,000万PV）を超
えるWKXのTOPページ上に、ものづくり技術・製品動画を掲載するサービス（有料）を開始することと
なりました。

■ 主要データ（数値は2017年
年12月末時点）
月末時点）
（数値は
①2016年12月の月間のアクセス数は、300万超
万超（前月より20万以上増）
万超
②アクセスは日本国内は企業/団体/組織/大学から、海外は70カ国以上から
③WKXのデータベースに登録されている技術動画は280万超（日々1,000～2,000増）

■ 利用企業リスト（一部抜粋、順不同、敬称略、日本国内のみ）
兼松株式会社、株式会社HBA、株式会社IHI、株式会社KDDI研究所、株式会社SUMCO、株式会社アイフィスジャパン、株
式会社アイプラネット、株式会社アクティス、株式会社アマナ、株式会社いい生活、株式会社オーシーシー、株式会社近藤組、
株式会社大塚商会、株式会社大林組、株式会社岡村製作所、株式会社オリバー、株式会社外為どっとコム、株式会社キー
エンス、株式会社京三製作所、株式会社クレハ、株式会社小糸製作所、株式会社講談社、株式会社コスメック、株式会社小
松製作所株式会社サン・ブライト、株式会社産業革新機構、株式会社三陽商会、株式会社シーイーシー、株式会社シード、
株式会社四国総合研究所、株式会社島津製作所、株式会社白生化学研究所、株式会社スギノマシン、株式会社鈴木商館、
株式会社大気社、株式会社ダイヘン、株式会社タチエス、株式会社ディスコ、株式会社テーケィアール、株式会社デンソー、
株式会社東芝、株式会社童夢、株式会社トプコン、株式会社豊田自動織機、株式会社豊田中央研究所、株式会社ドワンゴ、
株式会社中山組、株式会社ナチュラル、株式会社ナナオ、株式会社奈良機械製作所、株式会社ニコン、株式会社安永、株
式会社日京クリエイト、株式会社ニッセン、株式会社日本触媒、株式会社ネクスト、株式会社ネットワールド、株式会社はて
な、株式会社日立製作所、株式会社ヒロテック、株式会社フジ・データ・システム、株式会社フジキカイ、株式会社フジキン、
株式会社フジクラ、株式会社富士通キメラ総研、株式会社マーズコーポレーション、株式会社ミツバ、株式会社マルハニチロ
ホールディングス、株式会社村田製作所、株式会社明電舎、株式会社メタテクノ、株式会社ヤガミ、株式会社ヤマト、株式会
社山本製作所、株式会社ユニック、株式会社ユヤマ、株式会社吉田産業、株式会社リガク、株式会社リコー、株式会社菱化
システム、株式会社経営共創基盤、関西ペイント株式会社、キッセイコムテック株式会社、キヤノン株式会社、キヤノン
電子株式会社ほか

■ 「資料請求機能」について
WKXには、動画に興味をもった視聴者がメールアドレスを入力するだけで、動画投稿者への資料請求
には、動画に興味をもった視聴者がメールアドレスを入力するだけで、動画投稿者への資料請求
が出来る仕組みがあります。

動画掲載エリア

■ TOPページに動画掲載のメリット
ページに動画掲載のメリット
1）TOPページに掲載すると、動画再生数は5倍～10倍以上に増える
2）月間70カ国以上、300万以上のページビューのBtoBウェブサイトに掲載できる
3）WKX上に専用サイト（プライベートEXPO）を設置できる
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経営層（役員など））
経営層（役員など））

教授ほか

経営層

上位マネジメント層（事業部長や
工場長など））
工場長など））
中位マネジメント層（部門長など））
中位マネジメント層（部門長など））

社員
専門職層（研究者・技術者など））
専門職層（研究者・技術者など））

上位マネジ
メント層

課長・係長）
課長・係長）
＜ページ
ビュー数＞
ー数＞
ビュ

専門職層

IT

社員）
社員）

中位マネジ
メント層

その他（コーディネーター、教授など）

ものづくり技術・製品動画共有サイト「WKX」の利用目的
」の利用目的
ものづくり技術・製品動画共有サイト「
新製品･技術情報の収集）
新製品･技術情報の収集）

提携先情報の収集）
提携先情報の収集）

新製品・技術情報
の収集
社内教育目的

研究開発の
目的
研究開発の目的を検討

研究開発の
目的
社内教育
目的

敵系先情報
の収集

研究開発の参考

その他（企業買収候補の調査など）
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」PV数（
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ものづくり技術・製品動画共有サイト「WKX」の月間視聴者数
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」PV数（上位
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」登録動画数
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