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SoftBank Group
MICEプラットフォーム株式会社
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セミナー、株主総会、プレス発表会、IR説明会、学会、イベント、研修、
表彰式、キックオフ、各種説明会等のオンライン配信をサポート

2022年下期サービス案内資料

https://corporate.mice-platform.com/



confidential 2confidential 2

会社概要

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

p 設⽴: 2019年 4⽉

p 本社: 〒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

p 代表者: 永⽥ 誠

p 資本⾦: 6,000万円

p 事業: オンラインイベント向けプロダクト
イベント運営サポート
会場マッチングサービス
クラウド型予約管理システム
バーチャル展⽰会

SoftBank Group

p 株主: SBイノベンチャー（ソフトバンク100%⼦会社）約80%
博報堂
経営陣

▶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。



⼀⾔で⾔うと

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
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メニュー①
オンライン＆臨場イベント＆
ハイブリッド＆メタバース
運営代⾏サービス

メニュー②
ライブ＆アーカイブ配信

動画配信プラットフォーム
メニュー③

バーチャル展⽰会

＊スタジオ設営に必要な配信機材
の選定サポート等も⾏なっております。
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メニュー③
バーチャル展⽰会

メニュー②
ライブストリーミング

動画配信プラットフォーム

メニュー①
オンライン＆臨場イベント＆
ハイブリッド＆メタバース
運営代⾏サービス
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企画運営/準備視聴者/来場者管理 イベント運営/
オンライン配信 レポート アフターフォロー

・企画サポート
・制作
・運営マニュアル作成
・進⾏台本作成
・リハーサル
・システム構成図作成

・事前登録数の管理
・受講可否判断
・受講票メール配信

・臨場向けはQRコード
・オンラインは視聴

URLを掲載

●運営運営サポート
●進⾏管理
●ライブ配信

or 事前収録配信
●動画配信

MICE ONLINE
Zoom、GlobalMeet
teams、webex
Jストリーム、ネクプロ
youtube、Vcube
等を利⽤

・事前登録者数
視聴者数、
視聴者属性

・オンライン配信

・サンクスメール配信
・オンデマンド配信
・アポ取りコール

開催/配信⽇ 開催後

オンラインイベント、臨場イベント、ハイブリッドイベントに対応

開催告知
ページ作成

開催前

・告知ページ
（臨場、オンライン、

ハイブリッド対応）
・エントリーフォーム
・リプライメール配信

サポート範囲
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ワンタイムパスワード リファラー制御

特定の層のみに配信したい、配信の中⾝を漏らしたくないといった要望に対応︕

My URL
ID（メアド）/PW発⾏

ログインBox
にアクセスし
ワンタイムPW発⾏依頼

ワンタイムPW記載の
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
へ遷移

視聴対象者ごとにユニークなURLを発⾏
受講票メールにユニークURLを記載し、
送信

動画閲覧ページ
へ遷移

オンライン配信セキュリティメニュー

技術特許
申請中︕



My URL詳細

開催⽇開催数⽇前

As is

To be

当選メール配信
視聴URL・IDP/W記載

視聴URL
クリック

ID/PW
⼊⼒

視聴参加応募 抽選 当選リスト
御社→MICE

誰が参加したか
正確に把握可能︕

当選メール配信
ランダムURL応募 抽選 当選リスト

御社→MICE
ランダムURL

クリック
視聴参加

Ø 視聴者はID/PW⼊⼒といった煩わしいフローが不要

Ø 視聴ログの取得可能

Ø ID/PWを忘れたといった問合せ数が激減

メリット

業界初︕ログイン不要で視聴ログが取れるアクセス管理「MICEアクセス」
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参加者からの問い合わせ

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

およそ開催⽇の2週間前から、
弊社の動画エンジニアが
ヘルプデスク対応をいたします

ヘルプデスク
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インタラクティブな仕掛け没⼊感のあるコンテンツ流れに「波」を作る

例）講演を細かい「章」に分ける
ことで集中⼒を持って聴講できる

（1つの章は⻑くて15〜20分）

例）カメラワーク
（複数カメラで撮影し動きを演出）

例）最新のテクノロジーを活⽤

例）CGやモーショングラフィックス
でワクワク感を演出

例）テロップ等で集中⼒を⾼める

例）複数⼈での
パネルディスカション

例）投票機能などのインタラクティブ
機能の活⽤

例）質疑応答を⾳声や映像で実施

ご予算に応じて様々なご提案をさせていただきます

演出のご提案
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事例④︓決算説明会や株主総会

事例②︓プレス発表会事例①︓約30000名視聴のソフトバンクグループ
キャリアライブイベント

事例③︓社員⼤会、キックオフ、表彰式、朝礼等

2021年4⽉21⽇
MICE ONLINEを利⽤し
本社より配信

2020年5⽉より四半期毎に
実施 ソフトバンクグループ、
ソフトバンクの決算説明会

Paypayプレス発表会

運営実績



取引実績

JR東⽇本、JR⻄⽇本、トヨタ⾃動⾞、⽇産⾃動⾞、資⽣堂ジャパン
PPIH、⼤丸松坂屋、ロッテ、ソフトバンク、ソフトバンクグループ
第⼀⽣命、アフラック⽣命、富国⽣命、中国銀⾏、イオン、
イオンモール、イオンディライト、paypay、ツルハHD、マイナビ
中⽇本ビジネスエンジニアリング、イズミ、安藤ハザマ、藤森⼯業
サントリー、東映、アネスト岩⽥、IPG、スバル、ALSOK
内閣府、農林⽔産省、⼋王⼦観光協会、⻲岡市、⽯巻市、座間商⼯会
ダイヤモンド社、ニューメディア協会、Sumikaライブ配信、等
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セキュリティ事前準備 アフターフォローオンライン配信

・MICE集客パック︓
LP制作運営＋視聴者管理
メール配信
¥100,000〜

ワンタイムPW
¥20,000〜

リファラー制御
¥20,000〜

ユニークURL発⾏
¥20,000〜

・録⾳︓¥50,000〜

・動画編集︓別途

・オンデマンド配信
⽉額 ¥120,000〜

・サンクスメール配信︓
集客パック利⽤の場合
は無料

詳細はヒヤリングの上、お⾒積もりいたします

・ヘルプデスク︓
⽉額 ¥50,000〜
＊集客予定⼈数により変動
別途お⾒積もりします

機材規模 料⾦ 備考
⼩規模
→50名
規模

\300,000〜 システム構成図作成
オペレーター派遣1名
貸出機器
PC1台、カメラ1台、
スイッチャー1台

中規模
→500名
以下規模

\1,200,000〜 システム構成図作成
進⾏台本作成
オペレーター派遣4名
◆貸出機器
PC4台、カメラ1台、
スイッチャー2台

⼤規模
→500名
以上規模

\2,000,000 〜 システム構成図作成
進⾏台本作成、双⽅向
オペレーター派遣6名
アクセス負荷事前テス
ト
◆貸出機器
PC8台、カメラ2台、
スイッチャー2台

サポート料⾦

・企画演出
・基調講師の⼿配
・リハ
・司会の⼿配
・配信スタジオ、ネット等⼿配
・集客サポート
・動画作成

なども可能（有償）

＊詳細は別途お問い合わせください
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メニュー②
ライブ＆アーカイブ配信

動画配信プラットフォーム

メニュー①
オンライン＆臨場イベント＆
ハイブリッド＆メタバース
運営代⾏サービス
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MICE Online とは

安価かつ容易に絵作り・効果測定
を⾏いたいニーズ

動画配信プラットフォーム
を⾃社開発
・演出機能
・視聴分析機能
・ライブ配信、アーカイブ配信に対応可能
・ブラウザベースで視聴可能
・配信スタジオで⾼速ネットは不要
・クリアな映像と⾳声を実現
・様々なセキュリティ対策を実現可能
・LP、事前登録フォーム、受講票メール等の

集客管理もご利⽤可能



confidential 16confidential 16

演出機能

テロップ挿⼊が可能

テロップ チャット

リアクション ポップアップアンケート

スイッチャーや専⾨オペレーター不要
管理サイトで操作

動画
アジェンダ



他動画の平均指標との⽐較分析スコアリング コメント分析

視聴分析機能
AI、他動画との⽐較等で視聴者の動画に対する評価を⾒える化

AIを使って各コメントの
肯定＆否定を判断

ホットリードの判定 基本指標を過去動画と
⽐較

下記の視聴データ
・視聴時間
・リアクション数
・アンケート回答
・メッセージコメントの内容

等を分析し、

貴社の講演に対する関⼼度合い
のスコアリングを⾏います。
営業部⾨が効率的にアポを取る
ことが可能です
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データ分析
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ここでリアクションした⽅を優先的にアプローチ

◆データから得られたファクト

1 最も評価の⾼いパート︓お⾦の話︓収⼊・⽀出
→資産運⽤基本的な考え⽅

2 資産運⽤の種別評価
・株、投資信託の話の評価は⾼い
・不動産投資の話の評価はあまり⾼くない

3 質疑応答の評価が⾼い。娘を持つ⽅の
参加が多いかったことも判明

◆今後のアクションプラン

1 ここに「いいね」した⼈に対してそれぞれ
の商品をご提案

2 娘の投資教育に関⼼を持つ⽅に「⼦供の
投資教室」を実施

3 質疑応答はばらつきがあるため今度、質問
内容を精査。パーソナルな質問は後回し

資産運⽤セミナーの講演パート別評価
（視聴者数 約4000名）
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ありそうでなかったアクセス管理:My URL
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集客 LP 事前登録
フォーム

受講票
メール

リプライ
メール

認証BOX 動画視聴 サンクス
メール

専⽤CMSで
簡単に作成

登録項⽬も⾃由
に設定。質問も
受付可能

メール⽂⾯も
⾃由に作成可能

・事前登録者
のみ動画Pへ

・より強固な
セキュリティ
対策も可能

メール⽂⾯も
⾃由に作成可能

メール⽂⾯も
⾃由に作成可能

MICE ONLINEの管理サイトにてLP、事前登録フォーム、
各種メールの作成配信・登録者の管理が可能

集客管理サポート

ライブ配信におけるLP、登録フォーム、各種メール配信が可能



動画ポータルの作成も可能

登録データ
視聴者DB

オープン動画ポータル

ID,PW登録でMyPageが⾃動⽣成
表⽰される動画
・リコメンド動画
・後で⾒る動画
・視聴予約動画
・視聴履歴動画
・メッセージ
＊会員登録後のリプライメールに
MypageのURL記載

2回⽬以降は
ID,PWでログイン

ID,PW登録フォーム MICE Online視聴ページ MyPage

ログインフォーム

初回はID,PW
登録が必要

視聴状況をデータ化
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貴社MAツールやCRM等とAPI連携が可能
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利⽤料⾦
ウェビナーの開催数に応じて単発のみ、⽉額での利⽤が可能です

＊年間契約の場合は、上記単価より10%OFFとなります。
＊上記⾦額には別途消費税がかかります
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メニュー③
バーチャル展⽰会

メニュー②
Webcastツール

動画配信プラットフォーム

メニュー①
オンライン＆臨場イベント＆
ハイブリッド＆メタバース
運営代⾏サービス



選べる2つのパターン

フラットデザイン 3Dデザイン

2022.3以降にサービス開始

どちらかをご選択いただけます
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フラットデザイン 2層構造
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ゾーンTOPTOPページ スポンサーブース

【機能】

・⽬⽟講演へのリンク
・ゾーンへのリンク（ゾーンを設定しない場合は

ブースの設置ができます）
・右上に動画へのリンクを設置
・展⽰会場内の案内
・ライブ配信への誘導
・イベント開催趣旨
・お知らせ
・イベント基本情報

【機能】
●各コンテンツへのリンク
・ライブ配信
・オンデマンド
・カタログ
→コンテンツ閲覧でスポンサーに個⼈情報
がいきます
●スポンサーへのアクションボタン
・商談依頼ページ
・問い合わせフォーム
●スポンサーからのお知らせ

CRMゾーン

【機能】

・各ブースへのリンク
・展⽰会のブース案内
・ライブ配信への誘導
・イベント開催趣旨
・お知らせ
・イベント基本情報

ヘッダ画像は5つまで掲載可能
ローテーション＊各画像からリンク

事例：イオン 就活イベント「AEON JPB EXPO」
https://www.mice-platform.com/virtual/site/preview/aeon-job-expo



3Dタイプ 3層構造
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ゾーンTOPTOPページ スポンサーブース

【機能】

・⽬⽟講演へのリンク
・ゾーンへのリンク（ゾーンを設定しない場合は

ブースの設置ができます）
・展⽰会場内の案内
・ライブ配信への誘導
・イベント開催趣旨
・お知らせ
・イベント基本情報

【機能】
●各コンテンツへのリンク
・ライブ配信
・オンデマンド
・カタログ
→コンテンツ閲覧でスポンサーに個⼈情報
がいきます
●スポンサーへのアクションボタン
・商談依頼ページ
・問い合わせフォーム
●スポンサーからのお知らせ

【機能】

・ゾーン内をスクロールしながら歩き回れます
リアルイベントで発⽣する「セレンディピティ
（偶然の出会い）」が可能です
・各ブースへのリンク
・展⽰会のブース案内
・ライブ配信への誘導
・イベント開催趣旨
・お知らせ
・イベント基本情報



3Dタイプ ブースページ詳細
＊デザインバージョンを追加中
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ブース内では横スクロールでコンテンツを閲覧できます



来場者とのコミュニケーション⽅法

問合せフォーム 座談会予約リアルタイム商談 商談予約

様々な⽅法で来場者と直接コミュニケーションが可能です
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管理サイトで
・TOPページの作成
・新規スポンサー登録
・スポンサー⼀覧
・メール配信設定
・視聴レポート
・事前登録者リスト
・オンライン配信⽤プログラム
の作成が簡単に可能

ブース︓各担当者にブース様管理
サイトのID,PWを発⾏
していただきます

主催者⽤管理サイト



コンテンツの登録

TOP コンテンツ閲覧者リスト/商談確認ページ
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【その他の主な機能】

・ブースの情報（コンテンツ）登録
・コンテンツ閲覧者のリスト⼀覧
・アンケート回答結果
・ブース閲覧レポート

各スポンサー様にブース設定のための管理サイトをご⽤意

ブース⽤管理サイト
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MICEバーチャル展⽰会の強み

セレンディピティを
実現するユーザー導線

圧倒的に使いやすい
管理サイトのUI

来場者の多種多様な
データを取得

・偶然の出会いを創出
（パターン2)

・ブースサジェスト機能

・充実のレポート機能
・来場者の個⼈属性データ
・滞在時間
・アンケート結果 等

・⼈気ブース、コンテンツの
ランキング

・直感的に分かりやすいUI

・短い制作期間

・テキスト編集や画像差し替え
もすぐに対応可能

現状、実装していない機能もご相談ください
随時、機能強化をしているため軽微な機能は迅速に開発します



料⾦
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お問い合わせ先

MICEプラットフォーム株式会社

セールスユニット

⽯川・古野・澤川・松井・⼭﨑・守⾕

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

https://corporate.mice-platform.com/


