
オンラインMTGのご提案



会議・キックオフ・入学式・卒業式・成人式
株主総会・会社説明会・学校説明会・商談会

セミナー会場やイベント会場の模様を
遠隔地にいる参加者へライブ中継で繋ぎます

オンラインでのイベント開催のニーズが、急激に高まっています



①コスト削減

大きな会場の会場費、集まる為の交通費などが不要となります。

②準備が容易に

会場の手配、参加者への招待状作成など、開催前の準備の手間

が省けます。

③集客力の向上

遠隔地にも発信が可能のため、海外・地方にいる方の集客も見

込めます。

録画機能を利用することで、当日以外でも参加してもらうことが

可能となり、より多くの人に発信できます。

④情報の共有

オンラインによる様々な機能を利用して多くの情報を共有可能。

画面共有で資料の共有、双方向機能などにより相互のコミュニケー

ションが可能となります。

①場所・時間を選ばず、気軽に参加

個人のデバイスで参加できることから、会場への移動の手間、交通費
などをかけずに参加できます。
時間、場所の拘束がないことから、オフラインよりも気軽に参加でき
ます。

②理解が深まる

画面共有で資料の共有、双方向配信やチャット機能により相互の
コミュニケーションが可能となります。
イベント後日に録画動画などを視聴できるため、自由なペースで情報
をインプットできます。

③コミュニケーションの活性化

双方向配信やチャット機能で個別にコミュニケーションを取れるため
対面で大人数の前で質問するよりも、心理的にハードルの低い状態で、
質問や会話を行うことができます。

▼主催者側のメリット ▼参加者側のメリット

オンラインイベントのメリットは？



Web会議シンプルプラン 本拠点¥100,000(税込) / 他拠点￥50,000

会議・イベント会場

PA
（会場音響）

その他遠隔地

Zoom,Teams,
Skype,etc

■配信したい映像、発言が1拠点からだけの場合にシンプルで最適なプランです。

■配信される音声はPCマイクと会場に接続しますので、他拠点へも同会場内でも最適な音量で配信可能です。

■一方通行の配信になり、他拠点からの配信は特に御座いません。

■PC内蔵ではなく、別途WEBカメラをご利用の場合はご持参ください。

■会場・イベント会場側、遠隔地側のインターネット環境はご確認ください。

見て聞くだけ

会場
プロジェクター
スクリーン

・現地にて事前リハーサルを必ず行います。
プランには1回分のリハーサル料金が含まれております。

・発信を行う拠点は一つ、それ以外の拠点は視聴覚のみ
のプランになります。

・本プラン料金の他に別途会場使用料など発生します。

【POINT】

【会場設備】
ワイヤレスマイク２本、音響機材、接続端子（映像/音声）
Wifi(基本は単独回線となります)

本拠点 他拠点

PA
（会場音響）

見て聞くだけ

会場
プロジェクター
スクリーン

映像：HDMI端子
音声：フォーン端子

ワイヤレス接続



Web会議双方通信プラン ¥100,000(税込) / 1拠点

会議・イベント会場

その他遠隔地 見て聞くだけ

・現地にて事前リハーサルを必ず行います。
プランには1回分のリハーサル料金が含まれております。

・全ての拠点で発信が出来ますので、リハーサルでは
全会場の通信環境を試します。

・本プラン料金の他に別途会場使用料など発生します。

【POINT】

本拠点/他拠点

遠隔地の通信環境はご自身でご確認ください。
※遠隔地からの配信も可能ですが、通信環境によっ
て音声/映像に乱れが生じる可能性があります。

PA
（会場音響）

Zoom,Teams,
Skype,etc会場

プロジェクター
スクリーン

【会場設備】
ワイヤレスマイク２本、音響機材、接続端子（映像/音声）
Wifi(基本は単独回線となります)

映像：HDMI端子
音声：フォーン端子

ワイヤレス接続

■本拠点、他拠点から双方に発信が出来ます。

■配信される音声はPCマイクと会場に接続しますので、他拠点へも同会場内でも最適な音量で配信可能です。

■PC内蔵ではなく、別途WEBカメラをご利用の場合はご持参ください。

■会場・イベント会場側、遠隔地側のインターネット環境はご確認ください。



実績紹介

On Line Kick Off・Incentive（キックオフ・表彰式・パーティー）

事例①

年に1回スタッフ全員が集まり、社長の挨拶やMVPスタッフを

表彰していた会。

集まる会場を分けて密を避けて開催できます。

例えば、東京を主会場として、大阪・福岡・札幌の支店をサブ

の会場として同時中継で全ての会場をオンラインで繋げます。

スタッフのモチベーションをオンラインで高めます。

【利用の多いプラン】
・双方向通信デラックスプラン
・双方向通信プレミアムプラン



実績紹介
事例②

企業様が自社で行っているオンライン会議だと、音声が途切れ

たり画像がフリーズしたり、緊張感が緩んでしまいます。

重要な会議・株主総会・説明では、弊社オンラインプランを導

入することにより、臨場感のある会を提供する事ができます。

定期的な会議・株主総会・説明会をオンラインで

On Line Meeting（会議・株主総会・説明会）

【利用の多いプラン】
・双方向通信デラックスプラン
・双方向通信プレミアムプラン



実績紹介
事例③

今まで、東京や大阪といった大都市で開催されていた展示会

や商談会。行きたくても行けない状況下の中、商品を並べた

会場をオンライン で繋げる事により、ゲストの方々は、自宅

にいても外出していても、パソコンやスマホから視聴ができ、

購買意欲を高める事が可能となります。

自宅からも見学可能な展示会をオンラインで

On Line Exhibition（展示会・商談会）

【利用の多いプラン】
・Live配信ベーシックプラン
・双方向通信デラックスプラン



実績紹介
事例⑤

年に一度、一生に一度の成人式。

何百名何千名といった人数を大きなホールに集めていた会を小

さなホールを複数に分けてオンラインで繋ぎ、主会場から市長

の挨拶を受け人生の出発点を感じましょう。

保護者の方々もリアルタイムもしくは録画での視聴が可能です。

一斉に集まれない成人式をエリアに分けてオンラインで

On Line Coming-of-ceremony （成人式）

【利用の多いプラン】
・Live配信ベーシックプラン



ご確認いただく事項

開催日時はお決まりでしょうか？（開催日・開始時間・終了時間）

この日時で機材・スタッフ等を手配するため、お早めにご確認をお願いします。

接続箇所（施設の場所）はお決まりでしょうか？

繋ぐ場所・繋ぐ回線の数を全て教えてください。その中で弊社のOnlineプランが

必要な場所を教えてください。

大まかな会の内容はお決まりでしょうか？

Onlineプラン選択に必要な情報となります。

質疑応答やリモート講演など、相互通信は必要でしょうか？

Onlineプラン選択に必要な情報となります。

配信パソコンはお客様の会社のシステム・パソコンを活用されますか？

それとも弊社手配のシステム・パソコンが必要でしょうか？

弊社手配の場合、アカウントの準備やzoomなどの契約の為に必要な情報となります。

映像の録画は必要でしょうか？

機材システムに若干の変更が必要となります。

また、オペレーション上必要な情報となります。

WEB会議システム以外に、モニターやプロジェクターなど、

映像設備や音響・照明機材でご用意させて頂くものはありますか？

お見積作成時に必要な情報となります。

お客様様への確認事項



環境に関して

Q．お客様は全員WEB会議未経験で知識もありませんが、開催は可能ですか？
A．専門の知識を持つスタッフがサポート致しますのでご安心ください

Q．全国どこでも対応して頂けますか？
A．どちらでも大丈夫です。
弊社の拠点（38拠点25都府県※青森、郡山、新潟、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、長野、
愛知、岐阜、石川、滋賀、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、香川、愛媛、福岡、熊本、大分)であれば、弊社
一括で承れますが、上記外のエリアであっても他社の施設様と連動しリハーサル、本番を運営していきます。

Q． 遠隔地の参加者はスマートフォンからの参加も可能ですか？
A．スマートフォン、タブレット、パソコンなどインカメラが付いており

インターネット環境に接続してあれば参加は可能です。

Q．会社の会議室から配信を行う際にインターネット回線がありません。対応できますか？
A．お手数をお掛け致しますが、御社管轄内での通信環境においては御社にて手配くださいますようお願い
申し上げます。

Q．新規インターネット回線を引く場合コストが大幅にかかるのでポケットWi-Fiを持ち込むことは可能です
か？
A．弊社内施設であれば無料Wi-Fiが御座います。ポケットWi-Fiを持参する場合は必ず当日と同じ環境下で
リハーサルを実施し、お持ち込みになられた通信環境に関しては弊社は一切責任を取りかねます。

Q．主会場は日本ですが遠隔地に海外との接続を検討しています。接続も可能ですか？
A．可能ですがインターネットの回線状況によっては接続できない可能性もございますので

事前に接続テストをさせていただきます。

Q．接続先が海外の場合、接続テストなどで外国語対応でコミュニケーションは行えますか？
A．現在当社では本件における通訳可能なスタッフがおりませんので、お客様でご用意ください

オペレーターとして日本語で作業に関して補佐させて頂きます。

設備・準備に関して

Q．配信に関してお客様がご用意するものは何ですか？
A．自社のシステムやパソコンを使わない場合は配信機材はご用意頂く必要はございません。

講演等で必要になるパソコンやデータのご準備をお願いします。

Q．自社ホールから配信を行っていただきたいのですが、必要な音響設備がありません。対応可能です
か？
A．ホールの広さや参加されるご人数に応じて音響機材パッケージもご用意しております。

お気軽にご相談ください。

Q．イベントを行う施設に音響機器・映像機器はありますが操作ができるスタッフがいません。対応可能
ですか？
A．オペレーターの派遣も行っております。お気軽にご相談ください。

Q．本番前日の機材の仕込みは可能ですか？
A．本プランは前日仕込みを行っています。理由は回線のチェック、遠隔地との映像・音声のチェックを
行う為です。

システムに関して

Q．用意して頂くon-lineプランに自社で用意したカメラを接続する事は可能ですか？
A．ご用意されるカメラのメーカー・型番や映像出力端子の種類を確認させていただき判断致します。

Q．主会場ではなく遠隔地のゲストがそれぞれのパソコンを使用して会議に参加できますか？
A．「双方向配信デラックスプラン」以降のプランであれば発言も可能です。

但し遠隔地のゲストが同じ場所に2名以上いる場合は音声が回ってしまいハウリングが
発生することがございますのでヘッドセットやイヤホンを付けることをお薦めします。

Q．配信のパソコンの操作はおこなっていただけますか？
A．弊社にて操作させて頂きます。

配信画面上で任意の方のピックアップなどの対応が難しい場合もございますのでお客様にはフォロー
を頂きます。

配信サービスに関して

Q．配信を録画することはできますか？
A．配信しているパソコン画面を録画はすることは可能です。予めお申し付けください。

Q． zoomやhangout等を会社で契約していますが持ち込んで使用する事は可能ですか？
A．可能です。ない場合はこちらで準備致しますので予めお申し付けください。

Q．zoomやhangout、Skypeなど様々な配信サービスがありますが何が最適なのですか？
A．会議やイベントの内容によって何が適しているのか、内容を把握したうえでこちらからご提案させてい
ただきます。

Q．音楽や映像の著作物を配信する事は出来ますか？
A．著作物を配信される場合は別途、権利者からの使用許諾が必要となります。

Q．ライブ配信での注意点は何ですか？
A．限定公開での配信をお勧めしております。

またYouTubeではURLの事前発行も可能なので前以てメールで参加者へのご案内を基本としています。

Q．会議終了後、隣の会場で懇親会を予定しておりそちらも配信を考えています。プランはどうなります
か？
A．同じ施設内であっても、違う部屋で配信を行う場合は機材・設置調整スタッフが同じように必要に

なりますので費用も通常プラン分発生します。会議から懇親会までの時間や配信方法によって
お値引きできることもありますのでご相談ください。

Q & A



ご依頼について

開催施設様への確認事項
ご依頼可能エリア

47都道府県の配線が対応可能

弊社にて利用できる店舗は下記となります。

【東京・神奈川・青森・福島・栃木・群馬・埼玉・新潟・石川・長野・京都・大阪・愛知・静岡・兵庫・岡山・広島・香
川・愛媛・福岡・大分・熊本】
※以下都道府県以外は配線の出張費(宿泊費・交通費)が別途必要となります。
【東京、神奈川、千葉、愛知、大阪、兵庫、広島、福岡】

ご依頼に関して

本プランのご発注は機材確保、人員確保の為、実施日の1カ月半前までにお願い致します。

※直近案件でも一度ご相談下さい。
お問い合わせは以下お問い合わせ先へお気軽にご相談くださいませ。

その後、メール・お電話・オンラインMTGなどでお打合せをさせていただきます。

キャンセルに関して

本プランのキャンセルに関しては実施日の2週間前までにお知らせください。2週間前まではキャンセル料無料とさせてい
ただきます。
キャンセル料金の発生は以下となります。キャンセル料金は弊社お見積り総額のパーセンテージとなります。
・実施日から2週間を切ったキャンセル：弊社お見積り総額の40%
・実施日から1週間を切ったキャンセル：弊社お見積り総額の50%
・実施日2日前～当日のキャンセル：弊社お見積り総額 100%

当日のトラブルに関して

本プランは瑕疵やバグが無いことは保証しておりません。
トラブル発生時に早期解決できるよう回線のバックアップやシステムの代案の対応ができるよう最大限努めてまいります。

【お問い合わせ先】

ノバレーゼ オンライン担当 mice@novarese.co.jp



オリエンテーション
Orientation

イベントの開催趣旨
ヒアリング

主催者様より、ど
のようなイベント
を開催したいか、
リクエストなどを
お聞かせいただき
ます。

STEP１

ミーティング
Meeting

お打ち合わせ

具体的な内容を決
定します。
メイン会場、サブ
会場、開始時間、
終了時間、参加人
数、ホスト(講師)
人数、リハーサル
日などを決定し、
今後のタスクを確
認します。

STEP２

見積り作成
Estimate

お見積りのご提示
決定

お伺いした内容に
合わせて御見積書
を作成いたします。
お見積書・約款に
合意いただきまし
たら、お申込みい
ただきイベントの
準備に入らせてい
ただきます。

STEP３

事前準備・案内配信
Preparation

進行表・台本の確認
参加者への連絡

当日のスジュール
を確認させていた
だきます。司会者
がいる場合は台本
もご提出いただき
ます。
また、参加者様へ
ZOOM・YouTube
等のアカウントや
操作マニュアル、
参加に必要な情報
が記載された案内
分をご案内くださ
い。

STEP４

リハーサル・テスト
Rehearsal

事前機材の確認
配信資料・動画の確認

実際の流れ確認

本番前までに配信
に使用するパワー
ポイントや配信動
画などのデータの
ご提出をお願いい
たします。事前に
動作確認をさせて
いただきます。

STEP５

本番当日
Showtime

本番配信サポート

LIVE配信当日の進
行をプロのスタッ
フがサポートいた
します。配信本番
前の最終確認リ
ハーサルなどの入
念な事前準備を経
て本番を迎えます
ので安心してご参
加いただけます。

STEP６

▶ ▶ ▶ ▶ ▶

問い合わせから当日までのイメージ


