
#interbee2020

■会　期： ライブイベント 2020年11月18日（水）～ 11月20日（金）
 オープン期間 2020年11月18日（水）～ 2021年2月26日（金）
■入　場： 無料（一部有料セッションあり）
■主　催： 一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）
■後　援： 総務省、経済産業省（建制順）

 日本放送協会（NHK）
 一般社団法人日本民間放送連盟（JBA）
 一般社団法人電波産業会（ARIB）
 一般財団法人デジタルコンテンツ協会(DCAJ)
 一般社団法人放送サービス高度化推進協会(A-PAB)（順不同）

■協　力： IPDCフォーラム
 一般社団法人IPTVフォーラム
 一般社団法人衛星放送協会
 特定非営利活動法人映像産業振興機構
 一般社団法人 映像情報メディア学会
 一般社団法人映像配信高度化機構
 公益社団法人映像文化製作者連盟
 一般社団法人カメラ映像機器工業会
 公益社団法人劇場演出空間技術協会
 一般財団法人最先端表現技術利用推進協会
 3Dコンソーシアム
 全国舞台テレビ照明事業協同組合
 先進映像協会 日本部会
 超臨場感コミュニケーション産学官フォーラム
 一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム
 一般社団法人デジタルメディア協会
 一般財団法人電波技術協会
 一般社団法人特定ラジオマイク運用調整機構
 一般社団法人 日本アド・コンテンツ制作協会
 協同組合日本映画撮影監督協会
 一般社団法人日本映画テレビ技術協会
 協同組合日本映画テレビ照明協会
 協同組合日本映像事業協会
 一般社団法人日本オーディオ協会
 一般社団法人日本音楽スタジオ協会
 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟
 一般社団法人日本CATV技術協会
 公益社団法人日本照明家協会
 一般社団法人日本動画協会
 一般社団法人日本パブリックビューイング協会
 NPO法人 日本ビデオコミュニケーション協会
 公益社団法人日本舞台音響家協会
 日本舞台音響事業協同組合
 一般社団法人日本ポストプロダクション協会
 一般財団法人プロジェクションマッピング協会
 マルチスクリーン型放送研究会
 一般社団法人モバイルブロードバンド協会
■運　営： 一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会
 〒100-0004　東京都千代田区大手町1-1-3 大手 センタービル

  E-mail：contact2020@inter-bee.com

　

出展のご案内

Let’s lead the next era!
（ 予 定 ）

（ 予 定 ）

2020.11.18 11.20水 金ライブイベント

2020.11.18 2021.2.26水 金オープン期間



新たな出会いをサポートする Inter BEE 2020 ONLINE にご出展ください。

Point 1 幅広い層を対象とした新規顧客開拓をサポート！
サイト訪問数537,818セッション（昨年実績）を誇るInter BEE公式Websiteをベースに、
ボリュームアップして開催されるInter BEE 2020 ONLINE。
既存のユーザーを始め、これまでアプローチできなかった国内外のターゲットユーザへの販促・PR、
情報交流など新たなコミュニケーション機会が作れます。
また、グローバルパートナーと連携し海外への情報発信も積極的に展開します。

Point 2 来訪者情報を多角的に取得可能！
開催後の販促活動にご活用いただける、ログイン来訪者情報や属性情報などを主催者より提供いたします。
製品やサービスごとに来訪者の関心がわかります。 
▶① 動画を視聴した来訪者データ
▶② 資料をダウンロードした来訪者データ
▶③ 出展者詳細ページを訪問した来訪者データ（ログイン後）
※来訪者がオプトアウト（第三者提供の拒否）を希望した場合、該当者のデータを提供できないことがございます。

Point 3 Inter BEEでオンライン新製品紹介を！
出展者詳細ページには、多くの画像や動画が掲載でき、出展製品の魅力を最大限に伝えることができます！
また、さまざまなオプションのサービスで多角的な情報発信やPRも可能となり、
数多くのInter BEE 2020 ONLINE来訪者を対象に、効率的・効果的な新製品紹介が行えます。
さらに、手厚い出展サポートで初めてのオンライン出展でも安心してご出展いただけます。

Point 4 メディア&エンターテインメント業界ユーザが注目する
Inter BEEだからこその発信・集客！

例年4万人ものメディア&エンターテインメント業界ユーザが集まるInter BEE。
業界ユーザ78,000人のメールマガジン登録者への来場促進や公式SNS等での告知プロモーション施策。
放送関連団体との連携やDCEXPOとの同時開催、業界団体と連携したフォーラムや特別企画の実施に
ライブ配信も加え、Inter BEEだからこその情報発信と集客を行います。

EXHIBITOR’S SEMINAR

会期中3日間、スタジオからライブ配信を実施。
FORUMや特別企画など各セッション紹介、展示製品のみどころ等を紹介。
ゲストを招いたトーク番組や出展者CMも放映します。

製品訴求やデモ・プレゼン、資料ダウンロード、自社サイト誘導と、出展者が
個性や特長を競いながら情報発信・交流と顧客情報獲得を行う場。
オンラインならではの幅広いメディア関係者の集客で、販促機会を拡げます。

基調講演や業界団体が発信するセッションを3日間配信。
ニューノーマル社会での新たなコンテンツの創造に向け、
多角的にセッションを展開します。

出展者が発信するオンラインセミナー。
メルマガ等での事前告知や会期中のStudio Liveでの紹介により、
多様な聴講者を誘致します。

ニューノーマル社会での、メディアとコンテンツ
の最新動向など多様なオピニオンを発信。

メディアとエンターテインメントの新たな形と、
コンテンツ創造の試みなどを発信。

これからの社会での、映像コンテンツの役割や
多様な創造の試みなど最新情報を発信。

ライブエンターテインメント再起動を目指し、
音響デモをオンラインで展開。

多角化する映像・動画コンテンツ制作。
多様な制作者のための制作支援チュートリアル。

先端コンテンツ技術に注目したデジタルコンテンツEXPOと、全国の民放各社が最新技術報告を行う民放技術報告会が、
ONLINEでも同時開催。そのほか、メディア＆エンターテインメント業界を支える多くの業界団体が連携します。

IP化する放送技術と導入事例。
課題共有からその先のビジネスに繋げる。

出展エリアとスタジオライブ、多彩な企画やコンファレンスで
オンライン開催を盛り上げます！

EXHIBITION AREA INTER BEE STUDIO LIVE

■出展エリア

■コンファレンス会場

■特別企画

■同時開催／業界連携企画

■スタジオライブ

Inter BEE 2020 ONLINEの全体構成

民放技術報告会



時間や空間に制限されずに、出展者のビジネスをサポートするオンラインの展示会場を提供いたします！

■INTER BEE ONLINE TOP 

出展者入力画面は、ご自身で入力出来ます。出展製品のアピールやブランドイメージの訴求に柔軟に対応出来るよう
各種の入力項目を設定しています。■出展者詳細ページ （日・英）

出展プランに応じて、出展者名ロゴや画像のサイズが異なります。
※出展者バナー表示はランダムに表示。手動スライドにも対応。

1

◆ イメージに合わせて各社独自の画像を掲載可能です。※別途ビジュアル制作サポートもご用意しています。

 出展エリアTOP バナー（オプション）

検索ボックス

プレミアム

スタンダード

ベーシック

プレミアム スタンダード ベーシック掲載件数 15件 掲載件数 10件 掲載件数 5件

▶多くの画像や動画が掲載でき、
　出展製品の魅力を最大限に伝えることができます。
▶初めてのオンライン出展でもご安心ください。
　手厚くサポートいたします。

メインビジュアル

2

◆ 出展者名、会社ロゴ、会社紹介等のダイジェストテキストを記載できます。

出展者紹介テキスト+ロゴ画像

3

◆ 出展者が独自にHTMLを入力して自由な表現ができるエリアです。外部URLへの遷移も可能となります。
　※使えるタグ：<table> <tr> <th> <td> <font> <img> <br> <a><iframe>
　　<iframe>タグを使用すれば、チャットツールやアンケート等を埋め込むことも可能。スペースを使用しなければ非表示になります。

自由HTMLスペース

4

◆ 出展製品の見どころや、サービスの解説テキストを記載できます。

アピールポイント・全体紹介

6

◆ 電話番号・問い合わせフォーム・メールアドレスを任意で登録可能。

お問い合せ先

9

◆ イメージに合わせた各社独自の背景で、
　 表現に変化を与えられます。

背景画像

5

◆ 写真枚数は、1製品/サービス毎に最大10枚まで掲載可能、製品情報をグラフィックで訴求できます。
　複数のレイアウトから選択が可能です。製品検索を可能にする製品ごとの検索キーワードを入力いただけます。

出展製品/サービス

※出展製品/サービスを登録する際には出展者専用画面で以下の項目を登録頂きます。
　・製品/サービス名・検索キーワード（1製品/サービスあたり最大3個）・製品説明文（HTMLタグにてリンクURLの記載が可能）・写真（画像）

プレミアム スタンダード ベーシック掲載件数 9件 掲載件数 6件 掲載件数 3件

7

◆ プロモーション動画サムネイル+解説テキストを記載できます。　

デモ・プレゼン動画

※本画面では再生せずにクリックすると別画面に遷移して閲覧できます。閲覧した来訪者のデータが提供されます。
※動画掲載リンクを入力いただきます。事務局側で動作確認がとれているものはYouTubeとVimeoになります。
　その他のストリーミングサイトを利用する場合には、<iframe>の埋め込みタグをご用意ください。

プレミアム スタンダード ベーシック掲載件数 12件 掲載件数 9件

8

◆資料サムネイルと説明文を記載できます。

資料ダウンロード

※ PCでの閲覧時は3列仕様となります。

掲載件数 6件

■出展エリアエントランス

1
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来訪者データの提供

来訪者データの提供

Sample image Sample image Sample image

※掲載画面は開発中のものであり、一部変更になる可能性があります。

出展エリア概要

※動画ファイルアップロード無料サポート有り



出展募集要項
■出展部門

■出展料金

■出展料金に含まれるもの

■ 出展申込規程

330,000円
880,000円
1,980,000円

金額（税込み）

大

中

小

製品掲載数

15

10

5

動画掲載数

出展者詳細ページ

9

6

3

DL資料数

12

9

6

来訪者データ
提供

○

○

○

オリジナル
ページ連携
<iframe>

○

×

×

出展エリア
エントランスページ
画像表示サイズ

■ 申込方法
 　出展申込および契約の手続きは、「出展申込書・契約書」に所要事項をご記入のうえ、当協会までお申し込みください。
 　「出展申込書・契約書」は、Inter BEE公式Websiteからダウンロード頂けます。
 　また、オンライン申込フォームからも、お申し込み頂けます。
 　オプションのお申込みについては、別紙になりますので、Inter BEE公式Websiteからダウンロードください。
 　▶申込先：一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会
　　〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手 センタービル  E-mail：contact2020@inter-bee.com
　

■ スケジュール

情報発信・露出アップのためにオプションメニューをご活用ください

Option 1: 事前Magazine記事広告
▶販促プロモーションや情報発信をサポート。

1-1. INTER BEE MAGAZINE 記事広告
■参加費 275,000円（税込み）
■仕様 ◇記者が訪問or電話等でインタビューを行い記事作成
 ◇公式WebsiteへPR広告記事として掲載
 ◇Inter BEE来場者データ（78,000件）へHTMLメルマガで配信
 ◇Inter BEE公式SNSにも投稿・配信

1-2. INTER BEE TV 動画記事広告
■参加費 550,000円（税込み）
■仕様 ◇スタジオまたは訪問して撮影とインタビューを行います。動画は約2分。
 ◇公式WebsiteへPR広告記事として掲載
 ◇Inter BEE来場者データ（78,000件）へHTMLメルマガで独占配信
 ◇Inter BEE公式SNSにも投稿・配信  ※制作動画を他に流用可能

Option 4: ロゴバナー広告
▶露出を高め、出展者詳細ページへのアクセスをより多く獲得。

4-1. TOPページロゴバナー広告
■料金1,100,000円（税込み）
■仕様 ◇INTER BEE ONLINE TOPページへのロゴ掲載
 ◇応募資格： スタンダード、プレミアムプラン申込者のみ
 ◇出展者詳細ページへのリンク

4-2. 出展エリアTOPバナー広告
■料金1,100,000円（税込み）
■仕様 ◇展示会場ページへのバナー掲載
 ◇応募資格：プレミアムプラン申込者のみ
 ◇出展者詳細ページへのリンク
 ◇ランダム表示※画像作成にあたり規定があります

Option 2: Studio Live 内 動画広告
▶ライブイベント期間中の「Studio Live」にて動画CMを配信。

■参加費 550,000円（税込み）
■仕様 ◇企業や製品を紹介する動画CM（30秒）のライブ配信。　◇再生回数：5回以上/1日ｘ3日間
 ◇映像素材を出展者様から事前提供 ※制作サポートあり

Option 3: 出展者セミナー
▶事前PRから当日の告知まで、多くのアクセス獲得をサポート。

■参加費：1セッション440,000円（税込み）
■仕様 ◇Inter BEE のコンファレンスプログラムとして、事前PRを行います。　◇配信中は、TOPページでも告知します。
 ◇出展者詳細ページにも掲載します。　◇聴講者データを後日提供します。

 　▶10月1日（木）：出展者専用サイト入力開始
 　▶10月初旬：ライブイベント企画・プログラム発表
 　▶10月30日（金）：出展料支払い期限

 　▶11月18日（水）：出展者詳細ページ公開
 　▶会期：（オープン期間）　11月18日（水）～2021年2月26日（金）
                      （ライブイベント） 11月18日（水）～20日（金）

初めてでもOK！充実したサポートメニュー (有料)
Inter BEE 2020 ONLINE の出展者詳細ページに掲載するためのコンテンツ制作を、様々なサポートメニューでお手伝いします。

■各種動画制作 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。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・参加内容に応じたメニューをご利用いただけます。
 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。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サポートプランもあります。

■出展者セミナー動画制作　撮影から編集、講師誘致まで。リーズナブルな簡易なサポートからフルサポートまでお選びいただけます。
■各種画像制作 出展者詳細ページに掲載する写真、画像をご希望のデザインで作成
■WEB機能追加 チャット機能、定型問い合わせフォーム、HTMLフリーエリア作成
■その他 英文翻訳、サイト入力サポート、バーチャルブース制作など
※各サポートメニューは別途有料のサービスとなります。詳細は、「Inter BEE 2020 ONLINE 出展者専用サポートメニューのご案内」をご覧ください。

プレミアムプラン

スタンダードプラン

ベーシックプラン

出展プラン

※オプションメニューの詳細については、別紙のオプションメニューのご案内・申込書をご参照ください。

 　▶出展社名の出展エリアへの掲載。
 　▶出展者詳細ページの提供。（日英1ページずつ）
 　▶来訪者データの提供
　　○デモ・プレゼン動画が埋め込まれたページを参照した来訪者データの提供。
　　○資料ダウンロードした来訪者データの提供。
　　○出展者ページを参照した来訪者データの提供。
　　　※オプトインした来訪者の情報のみ提供されます。オプトアウトした場合には提供されませんので、ご了承ください。
　　　※来訪者データは、以下のスケジュールにて3回納品いたします。
　　　　第1回目： 11月18日-11月20日のデータ納品日時：11月25日（水）
　　　　第2回目： 11月18日-12月18日のデータ納品日時：12月22日（火）
　　　　第3回目： 11月18日-2021年2月26日のデータ納品日時：2021年3月2日（火）

 　▶出展申込期限：2020年9月30日（水）
 　▶出展者ページは、1申込につき1ページとなります。共同出展による社名の連名記載は2社までです。
 　▶複数部門、複数ページの申し込みは可能です。
 　▶出展の取消および変更：2020 年11月2日（月）以降、出展料の100％

　◆プロオーディオ部門    ◆ 映像表現／プロライティング部門
　◆ 映像制作/放送関連機材部門 ◆ ICT/クロスメディア部門


