
第22回図書館総合展 ONLINE
コンテンツ制作サポートプランのご提案



PLAN①

第22回図書館総合展ＯＮ ＬＩＮＥ コンテンツ制作サポートプラン

出展製品・提供サービスの紹介動画（社員様にて製品内容の説明）
■御社にてお持ちの写真や動画素材や撮影素材を組み合わせて編集するシンプルな動画制作プランとなっています。

映像構成案・台本を出展者様にてご用意して頂くことでコストを抑えております。

概算見積 ５０万～ （税別）/1映像
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項　目 内　容

　映像構成案 　出展者様からのご提供

　素材 　撮影素材/出展者様所有の素材をご提供（写真素材・動画素材など） 

　出演者 　出展者様（プロのプレゼンターの出演も可能ですが、オプションとなります）

　撮影場所 　出展者様よりご提供（オフィス・会議室・ショールームなど）

　撮影日数 　1日

　撮影素材 　カメラ機材一式／簡易照明／音声機材

　編集 　カット繋ぎ／テロップ挿入／簡易モーションなど基本編集

　BGM 　なし（ご希望の場合は別途オプションとなります）

　ナレーション 　なし

　尺 　2分未満

出展者様からの
素材提供
打合せ

編集作業
（2日間）

編集映像チェック 修正作業
（1日間）

最終確認 完成現場にてロケハン
（1日間）

撮影作業
（1日間）

■映像制作の流れ

御社の社員様が出演されることで、
より説得力のあるプレゼンテーションを
行う事が出来ます。

出展製品の使用説明やアピール
したいところをピックアップする
ことで効果的に動画を紹介する事が出来ます。

■製品プレゼンテーション

■製品の説明シーン


Sheet1

		項　目 コウ メ		内　容 ウチ カタチ

		　映像構成案 エイゾウ コウセイ アン		　出展者様からのご提供

		　素材 ソザイ		　撮影素材/出展者様所有の素材をご提供（写真素材・動画素材など） 

		　出演者 シュツエンシャ		　出展者様（プロのプレゼンターの出演も可能ですが、オプションとなります）

		　撮影場所 サツエイ バショ		　出展者様よりご提供（オフィス・会議室・ショールームなど）

		　撮影日数 サツエイ ニッスウ		　1日 ニチ

		　撮影素材 サツエイ ソザイ		　カメラ機材一式／簡易照明／音声機材

		　編集 ヘンシュウ		　カット繋ぎ／テロップ挿入／簡易モーションなど基本編集

		　BGM		　なし（ご希望の場合は別途オプションとなります） キボウ バアイ ベット

		　ナレーション		　なし

		　尺 シャク		　2分未満 フン ミマン







Sheet1 (2)

		項　目 コウ メ		内　容 ウチ カタチ

		　映像リンク エイゾウ		　５点まで／ポップアップで再生／データご支給

		　説明パネルリンク セツメイ		　１５点まで／ポップアップで表示／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 キノウ		　ジャンプポイント５か所まで

		　個人情報取得機能 コジン ジョウホウ シュトク キノウ		　ユーザー登録情報をデータベースに蓄積 トウロク ジョウホウ チクセキ

		　トレーサビリティ機能 キノウ		　アクセス数／アクセスポイント／属性分析などの情報取得

		　デザイン変更 ヘンコウ		　社名表記・サイン表記・カラーリングまでを想定

		　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







Sheet1 (3)

		項　目 コウ メ		内　容 ウチ カタチ

		　映像リンク エイゾウ		　５点まで／ポップアップで再生／データご支給

		　説明パネルリンク セツメイ		　１５点まで／ポップアップで表示／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 キノウ		　ジャンプポイント１０か所まで

		　個人情報取得機能 コジン ジョウホウ シュトク キノウ		　ユーザー登録情報をデータベースに蓄積 トウロク ジョウホウ チクセキ

		　トレーサビリティ機能 キノウ		　アクセス数／アクセスポイント／属性分析などの情報取得

		　360°写真撮影 シャシン サツエイ		　撮影１日／１０か所想定／データ調整費含む サツエイ ニチ ショ ソウテイ チョウセイヒ フク

		　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









PLAN② 出展製品・提供サービスの紹介動画（担当者や開発者へのインタビュー）
■出展者様の製品の説明後、出展製品をより魅力的に紹介する映像の構成をご提案させていただきます。

新しく撮影をした素材を効果的に取り込み、見る方に分かりやすい紹介動画を出展者様と共に制作していくプランです。

概算見積 ７８万～ （税別）/1映像
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出展者様からの
素材提供
打合せ

編集作業
（3日間）

編集映像チェック 修正作業
（2日間）

現場にてロケハン
（1日間）

撮影作業
（1日間）

■制作の流れ

質問形式などにより出展製品を紹介することで、
製品についてより深くいろいろな魅力を
アピールをすることができます。

製品をより魅力的に見せる為ため、映像の
プロが構成や見せ方をご提案いたします。

項　目 内　容

　映像構成案 　出展者様からのオリエンテーション後にご提案

　素材 　撮影素材/出展者様所有の素材をご提供（写真素材・動画素材など） 

　撮影場所 　出展者様よりご提供（オフィス・会議室・ショールームなど）

　撮影日数 　1日

　撮影素材 　カメラ機材二式／簡易照明／音声機材

　編集 　カット繋ぎ／テロップ挿入／簡易モーションなど基本編集

　BGM 　あり

　ナレーション 　なし（ご希望の場合は別途オプションとなります）

　尺 　3～5分程度

説明内容
ご提案

第22回図書館総合展ＯＮ ＬＩＮＥ コンテンツ制作サポートプラン

最終確認 完成

■担当者や開発者へのインタビュー

■よりクオリティの高い紹介動画へ


Sheet1

		項　目 コウ メ		内　容 ウチ カタチ

		　映像構成案 エイゾウ コウセイ アン		　出展者様からのご提供

		　素材 ソザイ		　撮影素材/出展者様所有の素材をご提供（写真素材・動画素材など） 

		　出演者 シュツエンシャ		　出展者様（プロのプレゼンターの出演も可能ですが、オプションとなります）

		　撮影場所 サツエイ バショ		　出展者様よりご提供（オフィス・会議室・ショールームなど）

		　撮影日数 サツエイ ニッスウ		　1日 ニチ

		　撮影素材 サツエイ ソザイ		　カメラ機材一式／簡易照明／音声機材

		　編集 ヘンシュウ		　カット繋ぎ／テロップ挿入／簡易モーションなど基本編集

		　BGM		　なし（ご希望の場合は別途オプションとなります） キボウ バアイ ベット

		　ナレーション		　なし

		　尺 シャク		　2分未満 フン ミマン







Sheet1 (4)

		項　目 コウ メ		内　容 ウチ カタチ

		　映像構成案 エイゾウ コウセイ アン		　出展者様からのオリエンテーション後にご提案

		　素材 ソザイ		　撮影素材/出展者様所有の素材をご提供（写真素材・動画素材など） 

		　撮影場所 サツエイ バショ		　出展者様よりご提供（オフィス・会議室・ショールームなど）

		　撮影日数 サツエイ ニッスウ		　1日 ニチ

		　撮影素材 サツエイ ソザイ		　カメラ機材二式／簡易照明／音声機材 ニ

		　編集 ヘンシュウ		　カット繋ぎ／テロップ挿入／簡易モーションなど基本編集

		　BGM		　あり

		　ナレーション		　なし（ご希望の場合は別途オプションとなります）

		　尺 シャク		　3～5分程度 フン テイド







Sheet1 (2)

		項　目 コウ メ		内　容 ウチ カタチ

		　映像リンク エイゾウ		　５点まで／ポップアップで再生／データご支給

		　説明パネルリンク セツメイ		　１５点まで／ポップアップで表示／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 キノウ		　ジャンプポイント５か所まで

		　個人情報取得機能 コジン ジョウホウ シュトク キノウ		　ユーザー登録情報をデータベースに蓄積 トウロク ジョウホウ チクセキ

		　トレーサビリティ機能 キノウ		　アクセス数／アクセスポイント／属性分析などの情報取得

		　デザイン変更 ヘンコウ		　社名表記・サイン表記・カラーリングまでを想定

		　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







Sheet1 (3)

		項　目 コウ メ		内　容 ウチ カタチ

		　映像リンク エイゾウ		　５点まで／ポップアップで再生／データご支給

		　説明パネルリンク セツメイ		　１５点まで／ポップアップで表示／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 キノウ		　ジャンプポイント１０か所まで

		　個人情報取得機能 コジン ジョウホウ シュトク キノウ		　ユーザー登録情報をデータベースに蓄積 トウロク ジョウホウ チクセキ

		　トレーサビリティ機能 キノウ		　アクセス数／アクセスポイント／属性分析などの情報取得

		　360°写真撮影 シャシン サツエイ		　撮影１日／１０か所想定／データ調整費含む サツエイ ニチ ショ ソウテイ チョウセイヒ フク

		　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









■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。

PLAN③ ３DCGデフォルトデザインを活用したバーチャルブース
■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。
空間内を回遊しながら組み込んだコンテンツの閲覧・ダウンロードが可能、コミュニケーションツールも実装しているので、
来場者と気軽につながることのできるシステムになっています。

概算見積 ２５０万～ （税別）
※利用期間１か月として

※制作側のサーバー利用を想定

2小間
(3m×6m)

8小間
(6m×12m)

12小間
(9m×12m)

■コンテンツの組込が可能
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。

2小間から１２小間までの３つのデザインからお選びいただけます。
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■選べるデザインラインナップ

項　目 内　容

　映像リンク 　５点まで／ポップアップで再生／データご支給

　説明パネルリンク 　１５点まで／ポップアップで表示／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 　ジャンプポイント５か所まで

　個人情報取得機能 　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

　デザイン変更 　社名表記・サイン表記・カラーリングまでを想定

　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

※画像は参考イメージです

第22回図書館総合展ＯＮ ＬＩＮＥ コンテンツ制作サポートプラン


Sheet1

		項目 コウモク		内容 ナイヨウ

		 映像構成案 エイゾウ コウセイ アン		 出展者様からのご提供

		 素材 ソザイ		 撮影素材/出展者様所有の素材をご提供（写真素材・動画素材など） 

		 出演者 シュツエンシャ		 出展者様（プロのプレゼンターの出演も可能ですが、オプションとなります）

		 撮影場所 サツエイ バショ		 出展者様よりご提供（オフィス・会議室・ショールームなど）

		 撮影日数 サツエイ ニッスウ		 1日 ニチ

		 撮影素材 サツエイ ソザイ		 カメラ機材一式/簡易照明/音声機材

		 編集 ヘンシュウ		 カット繋ぎ/テロップ挿入/簡易モーションなど基本編集

		 BGM		 なし（ご希望の場合は別途オプションとなります） キボウ バアイ ベット

		 ナレーション		 なし

		 尺 シャク		 2分未満 フン ミマン







Sheet1 (2)

		項　目 コウ メ		内　容 ウチ カタチ

		　映像リンク エイゾウ		　５点まで／ポップアップで再生／データご支給

		　説明パネルリンク セツメイ		　１５点まで／ポップアップで表示／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 キノウ		　ジャンプポイント５か所まで

		　個人情報取得機能 コジン ジョウホウ シュトク キノウ		　ユーザー登録情報をデータベースに蓄積 トウロク ジョウホウ チクセキ

		　トレーサビリティ機能 キノウ		　アクセス数／アクセスポイント／属性分析などの情報取得

		　デザイン変更 ヘンコウ		　社名表記・サイン表記・カラーリングまでを想定

		　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







Sheet1 (3)

		項　目 コウ メ		内　容 ウチ カタチ

		　映像リンク エイゾウ		　５点まで／ポップアップで再生／データご支給

		　説明パネルリンク セツメイ		　１５点まで／ポップアップで表示／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 キノウ		　ジャンプポイント１０か所まで

		　個人情報取得機能 コジン ジョウホウ シュトク キノウ		　ユーザー登録情報をデータベースに蓄積 トウロク ジョウホウ チクセキ

		　トレーサビリティ機能 キノウ		　アクセス数／アクセスポイント／属性分析などの情報取得

		　360°写真撮影 シャシン サツエイ		　撮影１日／１０か所想定／データ調整費含む サツエイ ニチ ショ ソウテイ チョウセイヒ フク

		　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









PLAN ④ 360°写真を活用したバーチャルショールーム
■すでにお持ちの展示空間を360°カメラを使って撮影し、VR空間で自由に展示体験をすることができるプロモーションアイデアです。

バーチャルブース同様に、空間内の回遊、組み込みコンテンツの閲覧・ダウンロード、コミュニケーションツールを実装しています。
コロナ禍で活用しきれていない展示空間を最大限に利用できるシステムです。

概算見積 ２５０万～ （税別）
※利用期間１か月として

■コンテンツの組込が可能
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。

コンテンツ表示枠

※制作側のサーバー利用を想定

※画像は参考イメージです
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項　目 内　容

　映像リンク 　５点まで／ポップアップで再生／データご支給

　説明パネルリンク 　１５点まで／ポップアップで表示／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 　ジャンプポイント１０か所まで

　個人情報取得機能 　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

　360°写真撮影 　撮影１日／１０か所想定／データ調整費含む

　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

■ウォークスルー機能
撮影ポイント毎に回遊ができ、
コンテンツを絡めて展示体験を提供できます。

第22回図書館総合展ＯＮ ＬＩＮＥ コンテンツ制作サポートプラン


Sheet1

		項目 コウモク		内容 ナイヨウ

		 映像構成案 エイゾウ コウセイ アン		 出展者様からのご提供

		 素材 ソザイ		 撮影素材/出展者様所有の素材をご提供（写真素材・動画素材など） 

		 出演者 シュツエンシャ		 出展者様（プロのプレゼンターの出演も可能ですが、オプションとなります）

		 撮影場所 サツエイ バショ		 出展者様よりご提供（オフィス・会議室・ショールームなど）

		 撮影日数 サツエイ ニッスウ		 1日 ニチ

		 撮影素材 サツエイ ソザイ		 カメラ機材一式/簡易照明/音声機材

		 編集 ヘンシュウ		 カット繋ぎ/テロップ挿入/簡易モーションなど基本編集

		 BGM		 なし（ご希望の場合は別途オプションとなります） キボウ バアイ ベット

		 ナレーション		 なし

		 尺 シャク		 2分未満 フン ミマン







Sheet1 (2)

		項　目 コウ メ		内　容 ウチ カタチ

		　映像リンク エイゾウ		　５点まで／ポップアップで再生／データご支給

		　説明パネルリンク セツメイ		　１５点まで／ポップアップで表示／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 キノウ		　ジャンプポイント５か所まで

		　個人情報取得機能 コジン ジョウホウ シュトク キノウ		　ユーザー登録情報をデータベースに蓄積 トウロク ジョウホウ チクセキ

		　トレーサビリティ機能 キノウ		　アクセス数／アクセスポイント／属性分析などの情報取得

		　デザイン変更 ヘンコウ		　社名表記・サイン表記・カラーリングまでを想定

		　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







Sheet1 (3)

		項　目 コウ メ		内　容 ウチ カタチ

		　映像リンク エイゾウ		　５点まで／ポップアップで再生／データご支給

		　説明パネルリンク セツメイ		　１５点まで／ポップアップで表示／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 キノウ		　ジャンプポイント１０か所まで

		　個人情報取得機能 コジン ジョウホウ シュトク キノウ		　ユーザー登録情報をデータベースに蓄積 トウロク ジョウホウ チクセキ

		　トレーサビリティ機能 キノウ		　アクセス数／アクセスポイント／属性分析などの情報取得

		　360°写真撮影 シャシン サツエイ		　撮影１日／１０か所想定／データ調整費含む サツエイ ニチ ショ ソウテイ チョウセイヒ フク

		　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









■【オプション機能】WebAR展示
アプリのダウンロードなど不要で、
スマートフォンをQRコードにかざすだけで
ARの体感ができます。
例えば、３DCGの実物大の商品を表示し、
リアルな大きさの把握や体験が目の前で 行
えます。
基本はPLAN③④用ですが単体での活用も可
能です。

■テキストチャット
テキストにてコミュニケーションが可能です。
受付時間の設定も可能なため、働き方に合わせて
調整できます。

PLAN③・④用

■ビデオチャット
１対１でのビデオミーティングが可能です
。 他者からのアクセスがあった場合でも、
ミーティングに割り込まれることはありません。
こちらも受付時間の設定が可能です。
PLAN③・④用

※画像は参考イメージです

▲QRコードをスマートフォンで読み込み画面上にARを表示

ご提示したセット内容は一例となり、ご予算に合わせてカスタマイズ可能です
また、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。

バーチャルブース・バーチャルショールーム 一部機能のご紹介 PLAN③④専用

３

OPTION 
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本資料に関するお問い合わせは以下までご連絡をお願い致します。

株式会社ムラヤマ

第22回図書館総合展 ONLINE
コンテンツ制作サポート窓口

c_kinda@murayama.co.jp 
k_yamaguchi@murayama.co.jp 
k_yamazaki@murayama.co.jp

担当：金田(キンダ)・山口・山﨑
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