


香港貿易発展局とは

1966年香港貿易発展局条例に基づき香港の

準政府対外貿易振興促進機関として設立

香港の対外貿易振興と

香港のイメージアップを目的とする

中国本土に13の事務所
全世界で50の事務所

日本では
1971年東京事務所開設
1981年大阪事務所開設



1. 香港フィルマートオンライン版概要紹介
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3. オンラインミーティングの設定作業
4. イベント・広告の紹介
5. 来場者向け説明
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リアルタイムミーティング

3000名の
来場者が対象

500
世界各地から

見込出展者数

社の
出展を予定

世界の
最新情報を
入手

オンラインイベント

コンテンツショーケース

オンラインスクリーニング

2000
タイトルの

香港フィルマート2020オンライン版について

プレミアから
その他作品を
公開



出展者オンラインページ

トップバナー

会社ロゴ

作品画像

スタッフ紹介

作品一覧



オンラインミーティング
事前の設定登録により
ミーティング中の動画共有も
可能



オンラインスクリーニング

閲覧権利の

徹底管理

セキュリ

ティー対策
分析ツール

も搭載

• 全参加者
• リクエスト毎
• 招待者のみ

• DRM 保護サービス
時間制限の設定

• ウォーターマーク

• 視聴時間
• 各バイヤーのトラッキング



テーマ別

セッション

登壇者との

同時接続
イベント

リキャップ

• 各業界の著名な
キープレイヤー
が司会を務める
各種セッション

• 質疑応答で登
壇者との直接
のやりとり

• いつでもキー
アイディアを
フォロー

オンラインセミナー&イベント



500
世界各地から

社の
出展を予定

2000
タイトルの

オンライン版システム提供会社

プレミアから
その他作品を
公開



オンライントップページ（例） 
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Step 1 –フィルマート出展申込
出展締切:2020年8月10日（早期割引締切:2020年7月30日）

(a) 2020年3月出展向けに登録完了済みの方
→指定URLから登録作業



Step 1 –フィルマート出展申込
出展締切:2020年8月10日（早期割引締切:2020年7月30日）

(b) これから登録される方
→フィルマート公式サイト上の出展申込ページから申込登録作業



Step 2 – 出展者オンラインページの入力作業
2020年8月12日（予定）以降

出展者オンラインページ（例）



Step 2 – 出展者オンラインページの入力作業(1)

• 740 pixel (W) * 280 pixel (H) in jpg or png

• 400 pixel (W) * 400 pixel (H) in jpg or png



• 出展申込時に登録したスタッフ情報を反映します
• 一番左側のスタッフがページ登録等作業編集の権限
をもちます

• 顔写真の形式（任意）：
400 pixel (W) * 400 pixel (H)

出展申込時の記載内容を反映します

Step 2 – 出展者オンラインページの入力作業(2)



Step 3 – タイトルページの準備 (1)

• 5作品までの掲載が可能です
• 各作品画面をクリックすると、作品詳細情
報のページが表示されます

company page 



Step 3 – タイトルページの準備 (2)



• 入力言語の指定は特にあり
ませんが、英語及び中国語
での入力をおすすめします

Step 3 – タイトルページの準備 (3)



Project Type/ 類別

Digital Entertainment 

(Animation, Game etc.)  /

數碼娛樂 (動畫, 遊戲等) /

数码娱乐（动画, 游戏等）

Documentary/紀錄片/ 纪录片

Format/節目模式/节目模式

Music/音樂/音乐

TV/電視節目/电视节目

Feature Film/電影/电影

Genre/ 片種

Action/動作/动作

Animation/動畫/动画

Children/兒童片/儿童片

Comedy/喜劇/喜剧

Documentary/紀錄片/纪录片

Drama/劇情片/剧情片

Food & Travel/旅遊節目/旅游节目

History/歷史/历史

Horror/Suspense/恐怖片

Lifestyle/生活休閒/生活休闲

Music/音樂/音乐

Nature & Science/自然生態/自然生态

Reality Show/實境節目/综艺节目

Romance/愛情片/爱情片

Shorts/短片

Science Fiction/Fantasy/科幻

Sports/體育節目/体育节目

Others/其他

*Premiere*/*首映*

MEDIA FORMATS

HD / 高清

2D

3D

4K

Step 3 – タイトルページの準備 (4)



Key Art ファイル形式:

• 2:3, in jpeg or png, around 300KB

• 213 pixel (W)* 320pixel (L)  or 

• 600 pixel (W)* 900 pixel (L) 

Step 3 – タイトルページの準備 (5)



オンラインスクリーン用

• Max 5 titles
• mp4 or m4v
• max 6GB
• bit rate around 5Mbps
• Audio - stereo 

画像データ

• in jpg or png, around 300KB
• No limit on ratio
• No limit on quantity

Edit Key Art

NEXT

Name of Asset

Enter name of Asset

Select Category

Select a Category (or add your own)

Screener /試映/试映

Production Still/劇照/剧照

Photo/照片/照片

Virtual Meeting Media/虛擬會議資料/虚拟会议资料

Other promotional materials (.pdf)/其他宣傳資料/其他宣传资料

Other [Type your own category name] /其他[輸入類別名]/其他 [输入类别名]

Step 3 – タイトルページの準備 (6)



Edit Key Art

NEXT

Name of Asset

Enter name of Asset

Select Category

Select a Category (or add your own)

Screener /試映/试映

Production Still/劇照/剧照

Photo/照片/照片

Virtual Meeting Media/虛擬會議資料/虚拟会议资料

Other promotional materials (.pdf)/其他宣傳資料/其他宣传资料

Other [Type your own category name] /其他[輸入類別名]/其他 [输入类别名]

オンラインミーティング用メディア

• file type - WMV, MOV, MP4, AVI, 
MPEG, MPG, FLV, F4V, OGV, OGG and 
WEBM.  Files must not be locked with 
DRM or encrypted.

• Stereo sound 
• Suggested file size - 1.5 - 2GB
• Ratio - 16:9
• Storage limit - 50GB

その他アップデート可能資料

• PDF / Doc, max size 1MB

Step 3 – タイトルページの準備 (7)



Q: 
5作品以上掲載をしたい
3名以上のスタッフアカウントを登録したい

A:
1作品/1名追加につきUSD26

※7月末までのお申込でUSD20

Step 3 – タイトルページの準備 (8)
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オンラインミーティングについて

1)オンラインシステムからバイヤーとの
ミーティング設定

2)出展者とバイヤー間のメッセージ履歴
3)面談日時の指定ともに面談リクエスト
4)日程管理もページ内で可能
5)ミーティング時は動画共有も可能



オンラインミーティングの設定方法
（出展社→バイヤー）

1)バイヤーとEメール及びダイレクトメッセージ経由で
ミーティング日時を決める

2)システムのミーティング設定ページから日時の登録
3)登録完了次第、オンラインミーティング用専用URL、
ミーティングID、パスコードが自動的に発行される
4)3)の情報をバイヤーと共有



オンラインミーティングの設定方法
（バイヤー→出展者）

1)バイヤーが面談リクエストを送る
2)登録したメールアドレスに面談リクエストの通知
3)日時調整をして、ミーティング日時決定
4)オンラインミーティング用専用URL、ミーティング
ID、パスコードが自動的に発行される
5)ミーティング当日指定URLをクリックし、ミーティ
ングIDとパスコードを入力し、打ち合わせ開始
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オンラインスクリーニングについて

出展社の作品設定欄にて詳細設定を可能

アクセス制限をかける場合
a)招待制事前に指定した連絡先だけを見れるように設定
見れる人のEメールアドレスを事前に入力
b)リクエスト制
バイヤーからその都度リクエストの連絡を受けて対応



オンラインイベントについて

フィルマート公式ページ上で
イベントの番組配信が可能です
（生放送もしくは録画放送）

記者会見・セミナー等のPRにご利用ください
指定時間放送後は期間中何回でも視聴可能
視聴制限設定付

金額

定価 USD 500（1時間）:Day1~3
USD 300  (1時間）:Day4
(申込締切: 2020年7月22日)



Email

Password

LOGIN

Forgot 

PasswordRegister Now

User Login

繁 简

広告紹介

The images are for reference only and actual layout may be different. 圖片只供參考，實際介面或有出入。图片只供参考，实际界面或有出入。

ユーザーログインページの背景広告发送

To be seen by every single

participant



広告紹介

The images are for reference only and actual layout may be different. 圖片只供參考，實際介面或有出入。图片只供参考，实际界面或有出入。

公式サイトトップページ上でのバナー広告

occupy the golden location on the first page



The images are for reference only and actual layout may be different. 圖片只供參考，實際介面或有出入。图片只供参考，实际界面或有出入。

公式サイトトップページでのロゴ表記広告紹介

to be found on the first 
page



The images are for reference only and actual layout may be different. 圖片只供參考，實際介面或有出入。图片只供参考，实际界面或有出入。

公式サイトトップページ上での作品画像広告

Showcase your title on the first page

広告紹介



To be sent to 50,000+
industry players 

The images are for reference only and actual layout may be different. 圖片只供參考，實際介面或有出入。图片只供参考，实际界面或有出入。

広告紹介 公式eDM内のバナー広告
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※来場登録料のお支払はweb上ではAMEXか銀聯のみ対応しています。
VISA・MASTERご希望の方は恐れ入りますがメールにてご連絡お願いします。



出展料金 来場料金

利用可能サービス

自社専用ページ ✔ ✖

アップロード作品数 5作品まで ✖

メッセージ機能 ✔ ✔

ビデオ会議機能 ✔ ✔

ログイン人数 3名までログイン可能 ✖

金額

定価 USD 100 / HKD 770
(申込締切: 2020年8月10日)

USD 50 / HKD 390
(申込締切: 2020年8月24日)

早期割引 USD 75 / HKD 580
(申込締切: 2020年7月30日)

USD 20 / HKD 150
(申込締切: 2020年7月23日)

フィルマートオンライン版出展料&来場料



登録済み出展者 新規出展者

Step 1 (現在– 8月10日) 指定URLから
担当者の連絡先提供

オンラインによる
出展申込作業

Step 2 (現在– 8月中旬) フィルマートオンラインでの商談用素材の準備
チェックリストも後日提供します

Step 3 (8月12日予定ー) 出展者自社ページの完成及び
出展者向けにバイヤーリストの提供

Step 4 (8月21日予定ー) フィルマートオンラインシステムを通じて
面談リクエストをバイヤー等に送りましょう

Step 5 (8月26日-29日) フィルマート本番

出展準備の流れ



Apply for FILMART 2021

Mark your diary 

15-18 March 2021 

FILMART 2021 will be back physically!

Reserve your booth!

https://www.hktdc.com/fairapplication/eoa/reservation/appReservationForm.htm?fairId=3753


ご清聴ありがとうございました

香港貿易発展局 東京事務所
丸子将太

shota.maruko@hktdc.org
03-5210-5857

mailto:shota.Maruko@hktdc.org

