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Thank you in advance for choosing to participate in this year’s MT27 virtual exhibit via oVice !
Exhibit, support and advertising opportunities in MT27 enable you and your organization to connect
hundreds of influential experts and key decision makers in the Magnet Technology community. It will
be beneficial experience for you and your organization.

Exhibit, Support & Advertising registration is now open. Please fill the sponsorship application form (in
excel format) and send it to us (MT27 exhibition & support team: mt27exhibit@csj.or.jp).

The due date for payment is September 21, 2021 (JST) for on-site booth and items. For on-line booth
and/or support opportunity, the due date is October 14, 2021 (JST). Sponsorship application is to be
confirmed upon payment. Priority in the selection of on-site/on-line booth allocation goes in order of
this confirmation except for platinum and gold sponsors. Platinum and gold sponsors get first and
second priority in the booth selection, respectively. Until October 4, 2021 (JST), on-line booth can be
changed to on-site booth at the payment of the difference (JPY 100,000 for single booth, JPY 150,000
for double booth).

Thank you again for standing up and declaring your support!
Hitoshi Kitaguchi, Chair of MT27

Exhibit Details
The MT27 Conference and Exhibit will be managed by the conference organizers utilizing 
the oVice platform.

https://csj.or.jp/conference/MT27/wp-content/uploads/2021/08/MT27_Sponsorship_210826.pdf

https://csj.or.jp/conference/MT27/wp-content/uploads/2021/08/MT27_Sponsorship_form_210826.xlsx

Exhibit Chair Welcome
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Exhibition will be held in both onsite and online. The online booths will be prepared by using the oVice
(https://ovice.in) which is a browser based virtual platform. In addition, all exhibitors can make an own
web page in the Whove.

All exhibitors will be receive an invitation e-mail for access to Whova after the due date of exhibition
application and full payment. Please note that your e-mail address written in the exhibition application
form will be used the invitation e-mail. In the invitation e-mail, the URL for your personal page in the
Whova looks like "https://whova.com/xems/engage/exhibitor/eventide/letters1234567/” is linked.
Please open it and set up your booth. In Whova, you can upload a logo, company introduction, a
product video or setup live showcase, and add the booth staff. The details of the setting are written on
the following pages.

The virtual booth in oVice will be prepared by conference staff based on the data in Whova. Please
check your booth frequently and if you have any request, please contact us (MT27 exhibition &
support team: mt27exhibit@csj.or.jp). The details of the oVice are written on the following pages.

Platform for online Exhibit: Whova and oVice

• On-site Oral
• On-site Poster
• On-site Exhibition

• Session Table, Abstracts, etc.
• Exhibitors list & pages
• On-demand Oral & Poster

discussion by Chat in Whova

• On-line Live Poster (talk & discussion)
in the morning & evening core time

• Exhibition (gateway for posters)

On-site @ Fukoka Int’l Congress Center

On-line Live Oral

Information Platform Virtual Poster & Exhibition Platform

Embedded 
in Whova

Hybrid(talk & live discussion)

Link
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展示会は、オンサイトとオンラインの両方で行われます。オンラインブースでは、ブラウザ
ベースのバーチャルプラットフォームであるoVice（https://ovice.in）を使用して準備します。
また、すべての出展者は、Webベースの情報プラットフォームであるWhovaに独自のWebペー
ジを作成することができます。

すべての出展者には、出展申し込み受け付け終了日以降に、Whova上の展示業社紹介ページ
編集のための招待メールが送られます。このメールは、出展申込書にご記入いただいたメール
アドレス宛に配信されます（この方にWhova上の全てのセッションを視聴する権利が譲渡され
ます）のでご注意ください。招待メールには、Whova上の
「https://whova.com/xems/engage/exhibitor/eventide/letters1234567/」のような専用ページのURL
がリンクされています。それを開いて、ブースを設置してください。Whovaでは、ロゴや会社
紹介、製品紹介ビデオやライブショーケースの設置、ブーススタッフの追加などができます。
設定の詳細は次ページ以降に掲載しています。

oViceのバーチャルブースは、Whovaのデータをもとに会議スタッフが準備します。
こまめにチェックしていただき、何かご要望があればお問い合わせください（MT27展示会

＆サポートチーム：mt27exhibit@csj.or.jp）。oViceの詳細は14ページ以降に掲載しています。

https://ovice.in/
https://whova.com/xems/engage/exhibitor/eventide/letters1234567/
mailto:mt27exhibit@csj.or.jp


Whova Exhibitor Guide

Updated information and the guide video are shown in following link:
https://whova.com/pages/whova-app-exhibitor-guide/
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• Whova上の展示業社紹介ページ編集のための招待メールが送られます。招待メールには、
Whova上の「https://whova.com/xems/engage/exhibitor/eventide/letters1234567/」のような
専用ページのURLがリンクされています。それを開いて、企業名等を確認して下さい。ロ
グインは必要ありません。

• Promotional Offers（プローモーションの案内）、Company Showcase（紹介動画の掲載、パ
ンフレットファイルの掲載）、Company Information（電話番号、住所、HPアドレス、紹
介文など）、Company ＆ Product Photos（最大50枚）、を設定することができます。
各項目の設定方法は、６ページ以降に記載しています。

• Whovaアプリをインストールしてもらえば、スマートフォンやタブレットからもこれら
の編集ができるようになります。

https://whova.com/pages/whova-app-exhibitor-guide/
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• モバイルアプリから編集する際は、まずアプリをダウンロード＆インストールして下さ
い。

• その後、Whovaにログインします。ログインIDはメールアドレスになります。過去のイベ
ントを通じて会員登録していれば、パスワードを入力すればWhovaアプリにログインで
きます。会員登録をしていない場合は、Whovaの起動画面から会員登録を行って下さい。
その際に使用するメールアドレスは展示申込者のアドレスと同じにして下さい。

• ログイン後、スクリーン上のHomeタブをクリック。

• 「Exhibitor Hub」をクリックした後、「Exhibiting Booth Profile」をクリックすると編集画
面が開きますので、各項目を編集して下さい。各項目右の「Edit」、「Add」をクリック
すると該当の項目を編集できます。

• 編集が終わったら、一番下の「Save」をクリックして保存します。
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• パンフレットの電子ファイル（PDF）は最大２つまで掲載可能です。
ファイルサイズは１つあたり10MBまでです。

• 「Hondouts」欄の編集ボタン（鉛筆のアイコン）をクリックすると
ファイルをアップロードできます。

• 製品紹介のビデオは「Product Video」欄を編集することで掲載すること
ができます。使用するビデオは、Youtube等へのリンク、ローカルファイ
ルのアップロード、クラウドファイルのアップロードのいずれでも用意
していただけます。
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• VimeoやToutube live、Slideliveなどのライブストリーミングへのリンクを
貼ることもできます。

• 「Add Live Product Demo」をクリック。

• 対面もしくはバーチャルのどちらを選択。

• ライブストリーミングのリンクアドレス、タイトル、ストリーミング時
間等を記入し、「save」をクリックして完了。

モバイルアプリからも同様に設定できます。
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• 販売促進のための抽選会、景品配布、クーポンの発行を行う際は、「Promotional Offers」欄
から設定が可能です。

• 「Promotion Type」の３つの選択肢「Raffle（抽選）」、「Giveaway（景品配布）」、
「Coupon（クーポン）」から該当のサービスを選択した後、「Promotion Details」にイベン
トの詳細を記載して下さい。

• 関連のイメージ画像を最大５枚までアップロードすることができます。
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• ブーススタッフを追加することができます。

• スタッフの追加は、モバイルアプリの「Exhibitor Hub」から「Manage Booth Staff」をクリッ
ク。

• 「Invite Booth Staff」ボタンをクリック

• 追加したいスタッフのメールアドレスを登録。ただし、追加できるのは会議の参加者登録
を行っている人のみです。

• 最後に「Invite」をクリックして下さい。追加した人宛に招待のメールが届きます。



12

• 登録したメールアドレスを用いてWebアプリにログインします。

• 画面左のサイドバーから「Exhibitors」タブを見つけてクリックします。

• 右に展示業者のリストが表示されるので、自身のブースを見つけてクリック。

• 設定したブースが表示されます。画面右に、チャット画面が用意されるので、訪問者と
チャットすることができます。
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• チャットのメッセージや問い合わせは、モバイルアプリからも確認できます。

• 画面に表示されない場合は、再度ログインを試みて下さい。



oVice: https://ovice.in/index.html

What is oVice?

oVice allows you to communicate with avatars in a virtual
venue.

Avatar

• Able to have an interactive conversation via your own avater just 
by approaching to the other !

• Easy to join in other people's conversations!
• The voice approaches or moves away according to the distances 

among the avatars.
• Face to face conversations are possible on virtual!
• Possible to share screen on the spot!

In-person like communication is available.
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• アバター（顔写真を利用ください）でバーチャル会場を行き来することができます。

• 自身のアバターの周囲の音が聞こえます。

• アバター同士が近づくことで会話することができます。

• カメラ画像を画面上に表示させての会話が可能です。

• 画面共有も可能です。



How to Use oVice

Recommended Environment

• Device: Desktop / Laptop PC
Tablets and smartphones are not recommended.

• CPU: Intel Core i5 6th generation or later

• Memory: 4 GB or more

• OS: Windows 10 / macOS 10.12 or higher

• Browser: Google Chrome (Win) / safari (Mac)

• Network Speed: 
2 Mbps or higher (both up and down)
Free Wifi is not recommended.

Environment Check

Network Speed Test: https://speedtest.miitel.jp/
4-star rating or higher is recommended.

• Microphone and Camera: 
Microphone is required, camera if necessary.
Headset is recommended.

Access Check

https://test.webrtc.org/Access Test: 

Please check whether your PC can login the oVice or not 
using the upper link.
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推奨環境は以下のとおりです。

パソコンからの利用を推奨します。

通信速度はこちらでご確認ください。４つ星以上が推奨です。

https://speedtest.miitel.jp/
https://test.webrtc.org/


Basic Rules of oVice

Voice Range
(Longer in the front and 

shorter in the back)

4 grids 

Meeting Object

• Indicate you name and affiliation on your avatar.
Also, if possible, please use your face photo for
the avatar image so as to be recognized easily.

• The floor size is 32 x 60 grid.

• Maximum of four people can fit in one grid.

• The voice range is effective within a circle of 4 
grids in diameter. 

• The center of the circle is about 

1 grid in front of you.

• The size of the sound depends on the distance
among people or objects.

• A wired connection to this object allows clear voice conversations 
regardless of distance.
The meeting object also allows you to show your face.

• Screen sharing and YouTube objects can also be placed.
This information is also displayed on the screen when you are within the
range.

• The effective area of the object is also a circle with a diameter of 4 grids

• You can also set up a "conference room," a space that is isolated from 
others.

Screen Sharing

Meeting

Speaker

YouTube

Memo

Shortcut menu (right click) 

• Objects for conversation (meeting/speaker) can be placed.
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• Indicate you name and affiliation on your avatar.
Also, if possible, please use your face photo for
the avatar image so as to be recognized easily.

• The floor size is 32 x 60 grid.

• Maximum of four people can fit in one grid.

• The voice range is effective within a circle of 4 
grids in diameter. 

• The center of the circle is about 

1 grid in front of you.

• The size of the sound depends on the distance
among people or objects.

後述する方法で、ご自身のアバターの設定を変更して下
さい。アバターのサイズは1/2グリッドです。（グリッド
はバーチャル会場のマス目です）

展示会場のサイズは、32×60グリッドです。

1グリッドには最大４人が入れます。

音声は、自身の周囲、直径4グリッドの円の範囲で聞こ
えます。

音声範囲円の中心は自身の正面１グリッド先の位置
です。

音声の大きさは、アバターとの距離によって変化し
ます。

Screen Sharing

Meeting

Speaker

YouTube

MemoScreen Sharing

Meeting

Speaker

YouTube

Memo
画面共有

ミーティング

スピーカー
Youtube

メモ

画面内で右クリックすると、各種メニューが表示されます。

ミーティングや、スピーカー、Youtubeを選択すると、そのオブジェクトを画面上
に配置することができます。

配置したオブジェクトをクリックすることでアバターとオブジェクトが有線接続
されます。アバター同士がオブジェクトを通じて繋がることで、画面共有や、距
離に依存しない明瞭な会話の継続が可能となります。

カメラや画面共有を使用したい場合はミーティングを、音声通話のみを使用した
い場合はスピーカーを利用ください。



How to Customize Your Avatar
(1/2)

Double Click 

Default

Please use your photo.

Click to save changes.

Profile Space

You can choose languages from…
• Japanese
• English
• French
• Korea

Exhibitor: Smith (MT Corp.)
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アバターをクリックすることで画像を
変更できます。

Profileに記入した情報は、他者がアバターを
クリックした際に頭上に表示されます。是非、
ご活用ください。



How to Customize Your Avatar
(2/2)

Please show your role, name
and affiliation

Please add your status behind your name 
in your attended sessions.

Exhibitor: Smith (MT Corp.)

However, the name may not be greater than 30 characters.

Exhibitor: Smith (MT Corp.)
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ご所属もご記入ください。

名前の欄の文字数制限は３０文字です。



oVice Exhibition Hall in MT27
• The exhibition hall is set up as a gateway to the poster session area.

Participants will move to the poster session area through this hall.

• Place all exhibition booths on this virtual floor.

• Up to four people can fit per a cell (1 x 1 grid).

• A bird’s view of the exhibition hall configuration is shown in the figure 
below. In this figure, 21 company spaces are arranged.
The upper part (red) is the entrance, and the lower part (green) is the 
link to the poster session floors and free conversation space.

Entrance

To the Poster Floor

The links to the upper floors

The 1st floor is the exhibitor floor.
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Communication 
Space

バーチャル展示場について

• 展示場は、ポスター会場へ続くゲートウェイとなっています。

• 展示ブースはバーチャルフロア上に設置されています。

• 展示ブースのサイズは、
シングルブースが４×４グリッド
ダブルブースが６×５グリッド

です。

• 展示ブース及び展示場全体の構成例は数のとおりです。
展示フロアの上部が入場口、下部がポスターセッションへの移動及び会話のため
のスペースとなります。



Configuration and Specifications of Each Booth 
in the Exhibition Hall

Menu Icon
Click to post text

Signboard

Meeting Room

Fixed Object (meeting)

Message Board

Meeting Room

Menu Icon

• An icon is placed on the screen. When clicked, a window 
will open to present the information.

• You can have brief meeting with visitors. 
• Once you entered the room, you can lock/unlock the 

meeting room by yourself

Object

• Set up objects for meetings and YouTube distributions.

Message Board

• An editable message board can also be installed (fixed size).

【Example of Booth Arrangement 】
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バーチャルブースの構成について

メニューアイコン

Whova上に設定した、HPへのリンク、Handsout、連絡先を転記します。

ミーティングルーム（会話が室内の人にのみ聞こえる）を用意します。

シングルブースでは最大４名、ダブルブースでは最大６名のルームを用意できます。

Youtubeや特定のWebページへのリンクを固定オブジェクトとして配置することも可
能です。

メッセージボードの機能を用意することも可能です。



oVice FAQ
https://www.notion.so/ovice/oVice-FAQ-ffec6c66d0b047d5a6679f13f8e1d3e3
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https://www.notion.so/ovice/oVice-FAQ-ffec6c66d0b047d5a6679f13f8e1d3e3


More FAQ
https://www.notion.so/ovice/More-FAQs-031f658df3724cef9a9b2c71e7f38e8e
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https://www.notion.so/ovice/More-FAQs-031f658df3724cef9a9b2c71e7f38e8e


COPYRIGHT (C) MT27 ALL RIGHTS RESERVED.

GNENRAL INFORMATION (https://csj.or.jp/conference/MT27/general-info/ )
DATES (https://csj.or.jp/conference/MT27/dates/ )
VENUE (https://csj.or.jp/conference/MT27/venue/ )
AGAINST COVID-19 (https://csj.or.jp/conference/MT27/against-covid-19/ )
REGISTRATION (https://csj.or.jp/conference/MT27/registration/ )
PROGRAM (https://csj.or.jp/conference/MT27/program/ )
FOR AUTHORS (https://csj.or.jp/conference/MT27/author/ )
EXHIBIT, SUPPORT & ADVERTISING (https://csj.or.jp/conference/MT27/exhibit-support-advertising/ )
PUBLICATION (https://csj.or.jp/conference/MT27/publication/ )
PRIVACY POLICY (https://csj.or.jp/conference/MT27/privacy-policy/ )

For questions related to exhibition, support and advertising opportunities, please contact:

MT27 exhibition & support team
E-mail: mt27exhibit@csj.or.jp

This site will be the source of all conference related information and is being updated frequently.
Please be sure to check back often.
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