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企業概要
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MICE プラットフォーム 株式会社

▶ミッション

MICE業界のDXを加速する

設立 2019年 4月

本社所在地 〒105-7536 

東京都港区海岸一丁目7番1号
東京ポートシティ竹芝オフィスタワー 36階

代表者 永田誠

資本金 11,000万円

事業概要 利用者とスペースをマッチングするプラットフォーム事業

MICEの主催、開催、運営、集客支援事業

Webメディア事業

クラウドサービス事業

SoftBank Group

▶創業

ソフトバンクイノベンチャーから誕生

ソフトバンク社内起業制度により、
そのミッション・ニーズ・革新性が認められ、創業しました。



とは
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SoftBank から生まれた

課題解決へ柔軟に対応する
イベントテック企業です

●イベント運営・会場マッチングサービス
●オンライン配信サポート
●動画配信プラットフォーム
●バーチャル展示会
●動画オンデマンド配信
●予約管理システム・案件管理システム提供

etc.



イベントサービス一覧
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イベントを開催したいけど
どうしたらいいか分からない・・・

参加者様を見える化 仮想の展示場を制作 視聴者がいつでも視聴可能

▶イベント運営サポート ▶ライブストリーミングプラットフォーム ▶バーチャル空間の演出 ▶コンテンツオンデマンド配信

オンラインイベントの
効果を見て、分析したい！

オンラインでも臨場感のある
演出をしたい！

動画の配信し、
お客様へリーチしたい！

リハ・設営から撤収までサポート
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アフターフォローまで対応OK

お困りごと・ご要望を
何なりとお申し付け下さい
柔軟に対応いたします

なら

課題を解決へ導く ワンストップサポート

イベント開催に向けて

参加者管理 事前準備

オンライン配信当日運営

事前登録・来場管理・メール配信
LP制作・ヘルプデスク対応

会場探し・お弁当手配・台本制作
技術スタッフ手配・リハーサル

配信プラットフォーム選択・組上げ・操作
（Zoom・MICE Online等々）

設営・当日リハーサル・
本番オペレーション・撤収



実績
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サービス開始以来1年で100例以上の

豊富な実績と経験で
サポートします

開催実績
株主総会・決算発表会・表彰式・社内イベント・

プレス発表会・セミナー etc.

サービス提供 お取引先様

他多数

SoftBank Group 株主総会

PayPayプレス発表会

経済産業省ガイドラインに沿ったオンライン開催にて実施

2020年6月24日開催

全国11都市の市長のリモート出演を実施

2020年7月1日開催



サポート概要
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イベントへの事前告知・集客ページの作成
事前の出欠確認やアンケート回答フォーム作成も承ります

参加者様用「ヘルプデスク」設置
イベントへの参加へのご不明点等の問い合わせ窓口をご用意します

配信現場調査・リハーサル実施
セキュリティ強化・進行台本作成・配信用URLの制限等もご相談下さい

イベント内容・演出のご相談も
オペレーター・カメラマン・ディレクターの現場への派遣も実施・サポート致します

オンデマンド配信やアフターコンサルティング
参加者様へのお礼メール配信等もご相談ください

✔

✔

✔

✔

✔

様々な作業

ランディングページ作成

事前登録

出席者リスト作成

受講URLメール配信

設営・リハ・本番・収録

質疑応答

オンデマンド配信

欠席者様へオンデマンド
誘導

事
前
準
備

開
催
日

開
催
後

集客用LP作成
エントリーフォームへ誘導
出席者リスト作成
受講票メール配信

参加者様へID・PW発行
ヘルプデスク対応

機材・設営・リハ・本番・
収録・撤収まで一貫対応

演出のご相談も

動画のオンデマンド配信

なら

ワンストップで対応致します

アフターコンサル
アフターフォロー



ご好評ポイント
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どうやって参加できる？

アクセスできない

URLを忘れた

ID/PW忘れた

映像が途中で切れた

音声が聞き取りにくい

等

開催日の2週間前から、
動画エンジニアが対応を致します

問い合わせ内容

ヘルプデスク セキュリティ

運営工数の削減につながるサービスをご提供

ワンタイムパスワード リファラー制御 ユニークURL

ID（メアド）/PW発行

ログインBOXから
ワンタイムPW発行

ワンタイムPW
記載メールを受信

メール記載の6桁の
PWを入力

動画閲覧ページ
へ遷移

御社指定のURL
（例、社内イントラネット、

会員様専用ページ等）

動画閲覧ページ
遷移

視聴対象者毎に
ユニークなURLを発行
メールにユニークURLを
記載し、送信

動画閲覧ページ
遷移
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クリアな音声と映像を視聴者にお届けする動画プラットフォーム

視聴者管理＆強固なセキュリティ・認証が可能

高画質な映像＆クリアな音声配信

視聴者の講演に対する評価を把握

スポットでも・定期契約でも利用可能

事前の配信テストも可能

視聴者のリストDL

スマホ、タブレット対応

特長

チャットやテロップ等、様々な機能
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イベントを生配信したいけれど・・・

当社開発のプラットフォームで
動画を配信頂くことで、
ご要望を解決致します。

✔

参加者の反応が分からない・・・✔

視聴者のデータを分析したい・・・✔

なら

イベント参加者様アクションをデータとして見える化

イベント開催への課題を解決
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いいねボタン

時間ごとの評価を
確認できます

※カスタマイズも可能です

主催者への要望ボタン

参加者→主催者へ
イベント中に要望出来ます

別ページへの誘導

イベントテーマによって
別のページへのバナーを

設置できます

様々な演出機能
リアクションボタン・テロップ・ポップアップアンケート

Picture in Picture等

マーケティングデータ機能
詳細な調査分析も可能

高価な機材無く簡単に配信
ブラウザ上で全て完結することもできます

初心者でも簡単に配信できる！

演出機能と
マーケティング機能を備えた
動画配信プラットフォーム



新機能
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視聴者の意向をリアルタイムで調査
できる「ポップアップアンケート」
講演の流れで質問ができるため回答率
が上がります

ソフトバンクグループ株式会社

代表取締役社長孫正義

強調したいフレーズや講師の肩書きを
「テロップ」で表示することが可能
チャットで寄せられた良いコメント
を表示することも可能です

視聴者のコメントをみんなが
見れる「チャット＆コメント機能」
承認制にすることでコメントの表示
非表示を調整できます

ポップアップアンケート テロップ チャット＆コメント

MICE ONLINEは本年7月以降、順次以下の機能を実装していきます
MICE ONLINE管理サイトから簡単に設定が可能です



データ活用
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講演内容をブラッシュアップ 視聴者の細部のニーズを把握
マーケティングデータ

として活用

ミーティングや、会議データから視聴者データを収集することが可能です

・評価の高いチャプターの内容
を強化し、低いチャプターは
削除

・チャプター毎の順番の入替

・講演内容をブラッシュアップ
し離脱率の低下を目指す

・誰が、いつ、どのボタンを
押したのかを確認

・視聴者の関心ポイントを確認
し、その後の商談をスムーズ
に進行

・商談のリードタイムの短縮化
を目指す

・ユーザーの関心度が高い機能
を強調し広告を展開
ユーザーの導入意欲を喚起

・機能のさらなるブラッシュ
アップで商品力を強化
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配信実績に関しても、お気軽にお問い合わせください

ソフトバンクグループ キャリアLIVE2021

2021年4月21日開催

にて配信

約30,000人の同時視聴



16

SoftBank Group 株主総会

PayPayプレス発表会

経済産業省ガイドラインに沿ったオンライン開催にて実施

2020年6月24日開催

全国11都市の市長のリモート出演を実施

2020年7月1日開催

事例紹介

オン・オフラインのハイブリッドMTG開催

ソフトバンクショップオーナーへの会議（臨場+WEB開催）

7月2日 オーナーmtg
視聴者はオンラインもしくはヒルトン大阪の
バンケットで視聴

SoftBank決算説明会

MICE OnlineとZoomの両者を利用した配信

2020年5月11日開催



配信プラットフォームのご選択
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MICE Online Zoom

視聴者の反応をチャットやボタンで把握
ネット環境が十分に整っていなくても配信可能

いいね・よくないボタン

時間ごとの評価を
確認できます

主催者への要望ボタン

参加者→主催者へ
イベント中に要望出来ます

別ページへの誘導

イベントテーマによって
別のページへのバナーを

設置できます

双方向での音声・映像でのリアルタイムな
やり取りが可能

コスト（ライセンス料）

1.5万円～

懸念点

有線での安定した
インターネット環境が
必要となります

視聴者データ抽出が可能コスト（サーバ利用料）

10万円～
お客様でライセンスをお持ちの場合、

費用は発生しません



配信プラットフォームのご選択
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項目
MICE

Online
Zoom Teams

音声 〇 △ △

画質 〇 △ ×

双方向コミュニケーション △
（テキストのみ可）

〇 〇

配信側ネット環境
有線LAN 〇 〇 〇

配信側ネット環境
無線LAN 〇 △ △

視聴者側ネット環境
推奨下りスピード

8Mbps～ 30Mbps～ 30Mbps～

配信プラットフォーム毎に
特徴がございます



オンライン配信費用目安
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梅プラン 1台のカメラ映像+簡易マイク 竹プラン マイク・音響・静止画・動画対応 松プラン よりリッチな映像と、複数カメラ切替

MICE Online 事前集客・管理 ヘルプデスク セキュリティ オンデマンド配信

30万円～ 120万円～ 200万円～
PCとカメラ1台・オペレーター手配

カメラ1台

PC1台

オペレーター

PC4台とカメラ1台・オペレーター4名手配

カメラ1台

PC4台

オペレーター

4名

PC4台とカメラ1台・オペレーター4名手配

カメラ2台

PC8台

オペレーター

6名

参加者 金額目安

~500名 10万円

~1,000名 20万円

~2,000名 40万円

視聴者様の動向の見える化 事前告知や参加者管理対応

告知HP作成

参加者管理

メール配信

10万円～

参加者様の問い合わせ窓口

5万円/月～

人数で変動

別途お見積り

します

機密内容を守るサービス

各10万円～

ワンタイムPW
一時的に参加者様
毎にPW発行

ユニークURL
参加者様毎に
視聴用URL発行

リファラー制御
指定のURLからの
視聴以外を制御

動画をいつでも視聴者へ

（10名）

定期契約も可能です
お客様がzoom等のライセンスを取得している場合、そちらもご利用頂けます。

別途初期導入費用：10万円

遠方の場合、交通費・宿泊費分が、
追加になる可能性がございます。

プラン ワンタイムPW

50本×60分公開/月 50万円

24本×60分公開/月 25万円

10本×60分公開/月 12万円

1本1時間あたりのアクセス数100 

超過1人1アクセス200円
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コスト・機能性を重視 よりリッチな演出で表現

※サービス提供会社
博報堂プロダクツ

展示会場デモ：https://xr.vrade.jp/54RcjBL/

セミナー会場デモ：https://bit.ly/3vC1GT8
デモ：https://www.mice-platform.com/virtual/site/mice-platform/

バーチャル展示会サービス
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バーチャル展示会 TOPページ

オンラインイベントに臨場感を加え、豊富な機能も

ブースページ

ブースでの商談・商談予約・在籍状態の管理
視聴レポートのデータ化・動画、資料等の掲載 etc.

来場者数の管理・ライブ配信プログラムの表示
イベントマップの表示 etc.



実績
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展示会を

臨場感のあるページ
で演出します

開催実績
オンラインマッチングイベント・人材採用イベント etc.

サービス提供 お取引先様

イオン株式会社様
座間商工会株式会社様

HITOWAキッズライフ株式会社様
内閣府・国土交通省様

他多数

イオン様採用イベント

2021年3月開催

国交省・内閣府 マッチングイベント

2021年3月開催



バーチャル展示会サービス比較
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項目 備考

資料投影 〇 〇 静止画・動画・プレゼンテーション資料〇

ID・Pass管理 〇 〇

VRイベント会場 × 〇

アバター × 〇 ゲスト・ホスト両者のアバター表示が可能

ボイスチャット × 〇

事前登録機能 〇 △

自動メール返信機能 〇 〇

視聴レポート 〇 〇

在籍管理 〇 ×

商談予約 〇 ×

商談実施 〇 〇

ブース設置 〇 〇

イベントマップ表示 〇 △

ライブ配信プログラム表示 〇 △

ブース名検索 〇 △

デザインフォーマット変更 × △

TOPページ画像変更 〇 〇

※「△」追加カスタマイズ費用発生の可能性があり



バーチャル展示会費用目安
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基本プラン

期間延長 ヘルプデスク

120万円～

参加者様

2か月以降の継続掲載

10万円/月

参加者様の問い合わせ窓口

5万円/月～
（お問い合わせ人数10名）

バーチャル
展示会

各ブース
へ遷移

（20個まで）

商談や
商談予約

も
※デザインはデフォルト

（準備期間含む 2か月間）

MICE運営

動画ライブ配信サポート

30万円～

各種カスタマイズ
制作費用が別途かかります



お問い合わせ先
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MICEプラットフォーム株式会社

セールスユニット

石川・澤川・松井

105-7529 東京都港区海岸1-7-1

東京ポートシティ竹芝オフィスタワー36階

business_venue@mice-platform.com
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