オープン期間：2020年11月18日（水）-2021年2月26日（金）
ライブイベント：2020年11月18日（水）- 11月20日（金）
※ 2021年2月27日（土）以降は、アーカイブとして公式サイトに実績として掲載

出展者専用サポートメニュー

出展者専用サポートメニュー【一覧表】
動画制作関連サポートメニュー

1

2

金額（税別）

備考

(1)

製品・サービス紹介動画制作（担当者プレゼン）

スタジオ収録（指定スタジオ）

15万円～

3-5分 15万円～、10-15分 25万円～

(2)

製品・サービス紹介動画制作（インタビュー）

出張訪問、構成台本作成含む

50万円～

3-5分 50万円～、10-15分 100万円～

(3)

製品・サービス紹介動画制作（PV撮影）

イメージ映像、インタビュー、製品撮影（照明技術費含む）

200万円～

3-5分

A

セミナー動画制作（簡易撮影＋簡易編集）

映像・音響クルー、機材（１カメ）出張訪問

40万円～

MAX60分、撮影場所は自社でご用意

B-1

セミナー動画制作（簡易撮影＋簡易編集）

カメラ複数対応

70万円～

MAX60分、撮影場所は自社でご用意

B-2

セミナー動画制作（簡易撮影＋簡易編集）

バーチャルセット活用

70万円～

MAX60分、指定スタジオ利用

C

セミナー動画制作（撮影＋編集）

講師紹介、演出・デザイン含む

130万円～

MAX60分、撮影場所は自社でご用意

D

セミナー動画制作（フルサポート）

講師誘致アテンド、資料作成、撮影、編集

250万円～

MAX60分、撮影場所もご用意します。

出展者詳細ページ制作関連サポートメニュー

3

4

5

金額（税別）

画
像
制
作

(1)

メインビジュアル画像制作

自社詳細ページトップ画像をご要望のデザインで作成

10万円〜

(2)

背景画像制作

自社詳細ページ背景画像（左右余白）をご要望のデザインで作成

8万円〜

(3)

製品写真撮影

プロカメラマンによる写真撮影（5、6点より）

8万円〜

機
能
設
定

(1)

HTMLフリーエリアの作成

HTMLフリーエリア内での希望

6万円～

(2)

チャット機能の追加

チャットツールの設定

9万円

(3)

問合せフォーム作成

新規作成・ページ埋め込み

4.5万円～

(1)

英文翻訳

日本語→ 英語 ネイティブによる本格翻訳（その他オプションあり）

文字単価15円～

(2)

出展者専用サイト管理サポート

支給された画像・テキスト代理入力

10万円～

(3)

バーチャルブース

Inter BEEサイト内特設（デフォルトデザインCG立上げ・各種チャット機能付き）

250万円～

(4)

360°バーチャルショールーム制作

Inter BEEサイト内特設（360°写真撮影・各種チャット機能付き）

250万円～

(5)

3DウェブVR展示ブース／2Dウェブ遷移型展示ブース

Inter BEEサイト内特設

28万円～

そ
の
他
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１．製品・サービス紹介動画制作サポート
■製品プレゼン動画、インタビュー動画、PV動画など様々なスタイルに対応
Inter BEE 出展者向けにご用意した、自社ご担当者によるプレゼン動画、専門家によるインタビュー動画、本格的なPV動画など、ご希望のスケジュールでご予算・参加内容に応じたサポートメニュー。
■特機を用いた高度な映像制作や4K・8Kによるシネマチックな映像制作にも対応
スタジオではマルチカメラ収録、グリーンバック・スタジオ合成は標準仕様で備えています。訪問撮影、PV動画撮影では、ドローン空撮や特機撮影、4K・8KカメラによるHDR撮影など、より高度で美しい映像制作にも対応。

（1）担当者プレゼンテーション／スタジオ収録（指定スタジオ）

■サービス内容
○基本テンプレートをベースにした映像構成 （メール、リモート打ち合わせ）
○バーチャル・スタジオにおける合成映像撮影（2カ所から選択可能です。）
東京：フルフィル スタジオ 東京銀座（東京都中央区銀座8-18-4 THE FORME GINZA 9F）
大阪：フルフィル スタジオ 大阪（大阪府大阪市中央区安土町1-5-9）
○ご提供いただく素材
製品及びデモ人員、パワーポイントデータ、映像素材など

■備考
※1社で複数コンテンツ制作も対応します。 （1日収録可能数は
4本までとなります。）
※撮影日程はご相談のうえ決定いたします。
※収録時間はリハーサルを含め2-3時間になります。
※撮影機材費、撮影スタッフ・ディレクション費、スタジオでの合成技
術費、編集費を含みます。
※セット用CG素材、PTT素材、ライブ配信をする場合の費用は別途
承ります。また、セット合成なしでも撮影可能です。

■費用：3-5分 15万円～、10-15分 25万円～

（2）出張訪問での専門家によるインタビュー動画撮影
■サービス内容
○構成案・構成台本作成（メール、リモート打合せ）
○訪問撮影取材によるインタビュー撮影、製品撮影
○ご提供いただく素材
製品及びデモ人員、パワーポイントデータ、映像素材など
■費用：3-5分 50万円～、10-15分 100万円～

（3）ご要望に応じたプロモーション動画の撮影
■サービス内容
○構成案・構成台本作成（メール、リモート、訪問による打合せ）
○イメージ映像撮影、インタビュー撮影、製品撮影（照明技術費含む）
○ご提供素材（ppt、製品デモ、動画素材）の挿入・合成
○編集・合成・フリーBGM素材挿入
■費用：1コンテンツ（3～5分）200万円～

■備考
※撮影機材費、撮影スタッフ・ディレクション費、編集費を含みます。
※撮影場所が東京近郊以遠の場合、移動費・宿泊費、追加人件費
などがかかる場合があります。
※素材作成、ナレーション、BGM使用の場合、ドローン撮影など特機を
用いた撮影の場合の費用は別途お見積もりいたします。

■備考
※撮影スタッフ・ディレクション費、撮影・照明・編集技術費、
機材費（特機は別途）を含みます。
※素材作成、ナレーション、BGM使用の場合、ドローン撮影など特機を
用いた撮影の場合、ロケに関する費用が発生する場合は、別途お見積
もりいたします。
※オリジナルBGM制作、ナレーション、モデルの起用、有名
撮影監督の起用等についてもご相談を承ります。
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２．セミナー動画制作サポート
A：簡易撮影＋簡易編集

B：簡易撮影＋簡易編集

C：撮影＋編集

D:フルサポート

講演者、講演資料、収録環境は、
申込者でご用意いただき、撮影チーム
が収録撮影を実施。簡易編集を行い
ご納品します。

Aの簡易撮影＋簡易編集に加え、以
下のオプションどちらかを選べます。
B-1 ：カメラ複数対応
B-2 ：バーチャルセット活用

講師紹介、演出・デザインを含みます。
登壇者、講演資料は、申込者でご用
ライブ・オンデマンド掲載に適したより質
意いただき、CGやカメラワークを駆使
の高い効果的な映像での訴求をサ
し、オンデマンド上での視聴でも効果的
ポートします。
でわかりやすい撮影、編集を行います。

登壇者、講演資料から撮影、編集まで
フルサポート。
初めての動画制作、WEBでのセミナー
展開でも安心してお任せいただけます。

■ご用意いただくもの

■ご用意いただくもの

■ご用意いただくもの
■ご用意いただくもの

■ご用意いただくもの

・撮影会場（撮影装飾含む）
・ご登壇者（衣装やメイク含む）
・講演台本
・講演送出データ
・講演テクニカル機材

・撮影会場（撮影装飾含む）
※B-2 の場合は指定スタジオで撮影
・ご登壇者（衣装やメイク含む）
・講演台本
・講演送出データ
・講演テクニカル機材

・撮影会場（撮影装飾含む）
・撮影会場（撮影装飾含む）
・ご登壇者（衣装やメイク含む）
・ご登壇者（衣装やメイク含む）
・講演台本
・講演台本
・講演送出データ
・講演送出データ
・講演テクニカル機材
・講演テクニカル機材

・基本的にはございません。
事前お打合せのうえ、ご希望内容に応じたプランを
作成いたします。

■サポートさせていただくもの
■サポートさせていただくもの

・撮影スケジュールや制作進捗の管理
・登壇者（ナレーターや役者など）、スタジオの手配
・構成台本、進行台本、ご提案資料の作成
・演出／デザイン資料
→講師紹介、撮影時のデザイン、演出案
・撮影（最大4時間程度）
→映像、音響クルー、機材、演出資材など
・編集
→映像の最初にタイトル、講師紹介、最後に
会社名（ロゴの追加も可能）
・その他、撮影や編集に必要な業務、手配など
・完成動画データの納品

■サポートさせていただくもの
・簡易撮影（最大1.5時間程度）
→映像、音響クルー、機材（１カメ）
→完全パッケージ収録になります。
・簡易編集
→映像の最初にタイトル、最後に会社名
（ロゴの追加も可能）
・完成動画データの納品

1枠60分：40万円～（消費税別）

■サポートさせていただくもの
・簡易撮影（最大1.5時間程度）
→映像、音響クルー、機材（１カメ）
→完全パッケージ収録になります。
※B-2 の場合は指定スタジオをご用意
・簡易編集
→映像の最初にタイトル、最後に会社名
（ロゴの追加も可能）
・完成動画データの納品

1枠60分：70万円～（消費税別）

・演出／デザイン資料
・演出／デザイン資料
（お打合せを行い、ご提案いたします。）
（お打合せを行い、ご提案いたします。）
→講師紹介、研修時のデザイン、演出案
→講師紹介、撮影時のデザイン、演出案
→講師紹介、研修時の音響案
・撮影（最大４時間程度）
・撮影（最大４時間程度）
→映像、音響クルー、機材
→映像、音響クルー、機材
・編集
・編集
→映像の最初にタイトル、講師紹介、最後に
→映像の最初にタイトル、講師紹介、最後に
会社名（ロゴの追加も可能）
会社名（ロゴの追加も可能）
・完成動画データの納品
・完成動画データの納品
最大60分：130万円～（消費税別）
1枠60分：130万円～（消費税別）

■サポートさせていただくもの

1枠60分：250万円～（消費税別）

上記のプランは、一例です。状況にあったプランをご提案させていただきます。また、作成した動画を有効活用するプロモーションのご提案も可能です。
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３．画像制作サポート

P.5

4．機能設定サポート

出展者詳細ページの各種追加機能、HTMLフリーエリア
の作成、チャット機能の追加、及び、問い合わせ
フォームをお持ちでない場合の作成をサポートします。

(3) 問合せフォーム作成
新規作成・ページ埋め込み
4.5万円～

※ツールを自前で設定される場合は出展費用内で設置可能です。
※埋め込まれるツールの指定はできません。

（ログインしないと表示されません）

※チャットはページ右下に表示されます。
※ツールを自前で設定される場合は追加費用なしで設置可能です。
※右図内のチャットはイメージです。

ログイン領域

(2) チャット機能の追加
チャットツールの設定
9万円

フリーアクセス領域

(1) HTMLフリーエリアの作成
HTMLフリーエリア内での希望
6万円〜 ※内容により変動

■出展者詳細ページ（サンプル）
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5．その他サポート

（１）英文翻訳
日本語→ 英語 ネイティブによる本格翻訳（その他オプションあり）文字単価１５円～
（２） 出展者専用サイト管理サポート
支給された画像・テキスト代理入力 １０万円～
バーチャルコンテンツを活用した情報発信で来場者への訴求力UP

バーチャルコンテンツ内を回遊しながらパネルや映像の閲覧、カタログデータなどもDL可能な為、情報を直感的に提供できます。
また、各種チャットツールも実装しているので、１方向コミュニケーションに留まらないリッチコンテンツになっています。

（３）バーチャルブース

展示ブースのレイアウトを用いて効率よく製品情報をアーカイブ・発信することができます。
２小間、８小間、１２小間のCGデフォルトデザインから、展示内容に合わせてお選びいただけます。

2小間

(3m×6m)

8小間

(6m×12m)

12小間

(9m×12m)

（４）360°バーチャルショールーム

すでにお持ちの展示空間を360°カメラで撮影しバーチャル空間に構築します。
時間と場所を選ばない展示体験を提供することができるプロモーションアイデアです。

■バーチャルブース・ショールームプラン内容
項 目
資料リンク

映像５点／説明パネル１５点／ポップアップ表示
※データご支給

カタログダウンロード

１５点まで ※データご支給

ウォークスルー機能

バーチャルブース：５か所
バーチャルショールーム：１０か所

来場者情報取得機能

ユーザー登録情報をデータベースに蓄積

トレーサビリティ機能

アクセス数／アクセスポイント／
属性分析などの情報取得

テキストチャット

有人対応１アカウント

ビデオチャット

１アカウント／ビデオミーティングによる
コミュニケーション

デザイン変更

※バーチャルブース

360°写真撮影

■ウォークスルー機能
ジャンプポイント毎に自由に
回遊ができ、コンテンツを
絡めて展示体験を提供できます。

※バーチャルショールーム

■資料コンテンツの組込が可能

PLAY

MOVIE

PLAY

MOVIE

アイコンをクリックすると、
動画やパネルがポップアップで
表示され、直感的に製品情報を
提供出来ます。カタログなどの
ダウンロードデータのリンク
アイコンも表示可能です。

内 容

社名表記・サイン表記・カラーリングまでを想定
撮影１日／１０か所想定／データ調整費含む

※制作側のサーバー利用を想定
コンテンツ表示枠

概算見積 ２５０万～
※利用期間１か月として

※画像は参考イメージです

ご提示したセットプランは一例となり、ご予算に合わせてカスタマイズ可能です。 その他にもオプション機能をご用意しておりますので、お問い合わせください。
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5．その他サポート

（５）３Ｄ

ウェブＶＲ展示ブース

バーチャル空間内を自由に回遊しながらパネルや映像の閲覧、カタログデータなどもDL可能な為、情報を直感的に提供できます。
また、各種チャットツールも実装しているので、１方向コミュニケーションに留まらないリッチコンテンツになっています。

■フリースペース

企業ロゴを大きく表示したり、
大きなポスターなどを掲載
可能な、自由に使える
フリースペース。

■ウォークスルー機能

■映像コンテンツ

PC十字キーでの操作他、ジャンプポイント選択で自由に移動ができ、
リアルの展示会のようにコンテンツを眺めながら回遊する体験が可能です。

２Ｄ

ウェブ遷移型展示ブース

ブースに設置されたモニターに動画の
サムネイル（15秒）を設定可能。
クリックで動画本編を視聴できます。

■資料アーカイブ

■３DCG展示物

クリックで別ウィンドウが表示され、 ブース内に展示する商品は、
画像データ以外にも３DCGで
PDFや画像の閲覧、DLが可能。
１からの制作も可能です。
（CGは別途お見積り）

※制作側のサーバー利用を想定

概算見積 150万～
※利用期間１か月として

※画像は参考イメージです

手軽、安価にオンライン展示会を開催できるプラン。
・オンライン商談機能
→担当者3名まで登録可能
・テキストチャット機能
・名刺交換機能

・資料閲覧・DL機能
・動画閲覧機能
・商品、資料閲覧のPV数集計可能

商品、資料閲覧や商談の機能に特化したBtoB向けの展示会プランとなります。
※機能据え置きにつきオプション対応は致しかねます。何卒ご了承下さい。

■ブースTOP画面

フッターに会社紹介、商品一覧、名刺交換等の
機能が集約。オンライン商談の担当者の対応可否も
一目で確認できます。

■オンライン商談画面

自社開発のテレビ通話機能で担当者とその場ですぐ
商談が可能。チャット機能も備えられ、ログを残す
ことができます。通話中に名刺交換も可能。

■商品一覧画面

登録してある商品をテンプレート上に一覧表示。
商品詳細や、資料のDL機能も完備。
登録数に制限はありません。

概算見積 28万
※利用期間１か月として
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出展者専用サポートメニュー関するお問合せ・ご相談
Inter BEE 2020 ONLINE
出展者専用サポートメニューお問い合わせ事務局
（株）ピーシーオーワークス 担当：蔦澤
TEL： 03-3291-3633
E-mail: interbee2020_support@pcoworks.jp
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