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ジャガム日本教育オンラインフェア 2021 

JAGAM JAPAN EDUCATION VIRTUAL FAIR 2021
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ジャガム日本教育オンラインフェア 2021 

JAGAM JAPAN EDUCATION VIRTUAL FAIR 2021

開催日時 2021年9月11日（土） ‐ 12（日） 10:00時～17:00時 マレーシア時間

Date 11th (Sat) – 12th September 2021 (Sun) 10:00-17:00 Malaysia

実施内容 日本語学校、専門学校、大学、奨学金などの展示・紹介及び講演。
Description Introduction of Japanese language schools, colleges, universities, scholarships and 

special talks.

来場者 高校生、大学生、親・保護者及び学校代表者
Visitors High school, college & university students, parents/guardians & school representatives.

出展機関 30 ～ 50

No of exhibitors 

媒体サポート JAGAMウェッブサイト・フェースブック、 JAGAMメンバー・大学・学校・関連組織への告知
Media Support JAGAM website/Facebook, Announcement to JAGAM members/universities/ 

schools & related organizations etc.

締め切り 2021年7月31日（土）
Deadline 31st July 2021 (Sat)
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• Visitor will access to exhibition web page, register and login.

• Link of the virtual fair will be sent to the respective registered participant via 

email/WhatsApp's.

• Upon entering, visitor can choose to visit the Exhibit Hall to view the exhibitor 

virtual booths for more details.

事前登録＆ログイン
登録した方へリンクをメールで送付

“展示会場”へ 各ブースで情報を獲得

簡単な手順 HOW IT WORKS



ランディングページ LANDING PAGE

Image
展示ホール及び講演ホールがあります。
There are “Exhibition Hall” & “Auditorium”.

興味のある学種（日本語学校、専門学校、大学・大学院）で検索ができます。
Audience can search the exhibitors by “Interested School Type”.



展示会場
EXHIBITIONS HALL WALK THROUGH

興味のある学校・大学を選択。
Select schools/universities that you are interested in.Image



選択した学校・大学のブースに学校の紹介資料が検索できます。
学校との連絡もできます (Zoom/Live Chat)。

Zoomご希望な出展者は、ZOOM LINKの作成・提供が必要です。予約システム付き。

Information/video can be searched from each booth and also able to contact each school PIC (zoom or chat). 
For exhibitors who choose to have Zoom, please provide us the Zoom link. 

We will also build an Appointment – Making System.  

⚫⚫日本語学校 ▲▲大学
★★専門学校

Image



予約システム。

Appointment – Making System.  

Image



複数のLive Chatもできます (各出展者３つまで）。

It is possible to have multiple Live Chat (Max 3 Live Chats per exhibitors).

⚫⚫日本語学校 ▲▲大学

Image



Image

展示会場オーディトリアム（講演）
AUDITORIUM



Host 
Standing in front of green screen in 

our live stream studio makes easy 

to merge with any other 

participants or guest to have a 

zero distance communications 

within the same stage/ platform 

Gary Tang

(JAGAM President)

講演（例）
SPECIAL TALK (Example)

Opening Speech/Greetings ご挨拶
大使 Ambassador

JAGAM 会長 President

先輩が語る成功談・日本留学の良い点
Success Story/Benefits of Studying in Japan

JAGAM Advisor Mr. Goh Peng Ooi

JAGAM Advisor Mr. Lim Peng Jin

CEO of Japanese Companies

etc.

在籍学生より留学生活・経験談
Study in Japan Experience Sharing

(Current Students) 

事前録画 再生可能 Pre-record, possible to re-watch

奨学金について
Scholarships

Image



教育オンラインフェア後の掲載
AFTER THE EDUCATION FAIR

JAGAMウェッブサイト・フェースブック、JAGAMメンバー・大学・学校・関連組織へ継続的にお知らせ。
また、お問い合わせがある際、掲載終了でも出展者を優先に学生へ推薦・資料提供。

Continue to announce/upload on JAGAM website/Facebook and inform JAGAM members/universities/schools & related 

organizations etc. Moreover, we will recommend participated exhibitors to parents/students while there are enquiries.



⚫⚫日本語学校 ▲▲大学
★★専門学校

Image

オンラインフェア後の3か月間内
各学校・大学の紹介資料のダウンロードが可能。

2日間のオンラインフェア後にはZoom/Live Chatなし。

Information can be downloaded within 3 months. No Zoom/Live Chat after 12 th Sept 2021.



スケジュール
TENTATIVE SCHEDULE

7月
Jul

8月
Aug

9月
Sept

出展資料（ビデオ及びPDF）のご提供
Exhibiting document (videos & PDF) from exhibitors to upload to 

the system

JAGAM 

JAPAN 

EDUCATION 

VIRTUAL FAIR 

2021

登録開始
Online Registration 

広告宣伝開始
Advertisement/Announcement to the public 

System Preparation & Testing
System 

testing/confirmation



参加料
FEES

2日間展示 (Zoom/Live Chatあり) + 3か月掲載
2 Days Exhibition + 3 months Upload

12万円

通訳者費用別途
1日RM500（約1万4千円）

RM500/per day

＊出展者がご提供するZOOMリングへ参加

JAGAMは不可抗力事由の影響により、イベントを変更・キャンセルする場合がございます。
キャンセルする場合、支払済みの代金の返金をいたします。

JAGAM reserves the right to cancel the event and refund to exhibitor if any force majeure accrues．


