
時代が変わる。展示会も変わる。

MICE Landing Page Design Service
For a more enhanced exhibition

An Invaluable Service 
for Organizers and Exhibitiors
for Exhibitions in the New Normal



新しい時代には新しいカタチのMICEが求められます。
MICEが持つ高揚感や集客力、情報の鮮度という特長を、新しい時代にどのように適応させるか。

その答えが、ADDVALです。

360°パノラマビュワーを活用し、オンライン上でイベントの高揚感を体感できる３D展示会や、
集客・商品紹介のノウハウを盛り込んだLP制作など、展示会ノウハウとIT技術とを組み合わせた
緻密かつ総合的なMICEマーケティングを可能にします。
ADDVALはリアルなMICEの可能性をさらに広げ、新しいMICEのカタチをサポートします。

リアルを超える。リアルと融合する。
新しい時代、新しいMICEのカタチ

※画面デザイン・ユーザーインターフェイス等は、開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。02
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リアルを超える臨場感。
360°パノラマビュワーで自由な空間設計を実現。
新しいMICEのカタチが動き出す。
新しいMICE のカタチ。それが 360VR Fantasy+。
360°パノラマビュワーを活用し、オンライン上に臨場感あるイベント空間を構築します。主催者ニーズに合わせた自由な空間設計が可能で
あり、リアルでは実現できなかったユニークな会場設計ブースデザインも可能。オンラインの特性を活かし、さまざまな“ギミック”を仕掛
けてリアルなMICE と同様の高揚感を演出。来場者のデータ収集や各種ログ解析も可能であり、より緻密なマーケティングを実現します。
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実際の展示会画像を360°パノラマビュワーで仮想空間を実現。
リアル×ITでターゲットに届ける。
自社コンテンツとしてアーカイブ化も可能。
“ リアルな画像を使ってサービスを紹介したい”“一度作った展示会ブースを記録として残して、自社HPで活用したい”そんなニーズへのサービスが360VR Real+。
実際の展示ブースを撮影して、360°パノラマビュワーで展開。Googleストリートビューのようにウォークスルーで体験できるサービスです。
さらにお客様のホームページにイベントアーカイブとして活用、コンテンツとして資産化することで２次的なプロモーションも可能になります。
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参加の流れ

■ ログイン画面（URLアクセス直後）
Facebook等のSNSのアカウントでもログイン可能で
す。受付コンパニオンの画像やデザインもオリジナルで。

■ 入場
メインブースが目前に表示、マウス等の操作で360°見
渡すことが可能。マーカー表示されている箇所をクリッ
クして詳細表示。

■ 各ブース・コーナー
会場内でマーカー表示されている箇
所をクリックして移動、各ブースやコー
ナーへ移動、その場所で紹介されてい
る内容の詳細表示。
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各企業ブース・コーナーのイメージ・機能

■セミナー情報

■映像

■移動マーカー

■コントロールパネル

■チャットパネル ■お問い合わせフォーム

※画面デザイン・ユーザーインターフェイス等は、開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。
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ご要望に応じて様々な機能をご用意
インタラクティブな展示会を開催する為の種々な機能をご用意しております。
この他にもご要望に合わせご提案させて頂きますのでご相談ください。

動画再生01

CM動画やプロモーションムービー、会社
紹介映像など、一押し映像を展示会のメイ
ンコンテンツに設定できます。

3DCGビュー02

製品などを3DCG表現
360度、様々角度から商品ご覧いただける
ビューアとCG製作が可能。

デジタルカタログ03

製品カタログや企業パンフをはじめ、社
史、雑誌、写真集、新聞など、あらゆる紙媒
体をデータ化してバーチャル展示会に設
置できます。

ブース接客04

ブース内を接客するアバター等の設置、
webミーティングで担当者と商談をリアル
で行うことも可能。

チャットボット05

質疑応答に対応するチャットボットの設置
が可能。

アンケート06

来場者へのアンケート・集計が可能。

基調講演 Live 配信07

講演会などライブ配信用タグの設置。

説明会などの予約システム08

講演会や商談の予約システム、スケジュー
ルシステムの構築。

行動履歴09

ログ解析タグの設置で行動履歴を確認す
ことも可能です。

リアルタイムバナー10

オフィシャルサイトや提携企業の紹介、オ
ンラインショップへの誘導など、
他のオンラインコンテンツへの導線を設
置できます。

オンライン決済11

各種クレジットサービスやオンラインショッ
プの設定。

クイズ/ゲーム/スタンプラリー12

選択問題などのクイズをはじめ、ブラウザ
上で遊べるWEBゲームなど、会社の魅力
を楽しく伝えるインタラクティブコンテン
ツも掲載可能。

※画面デザイン・ユーザーインターフェイス等は、開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。09



※画面デザイン・ユーザーインターフェイス等は、開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。10



これからは、インターネット（オンライン）で
動画配信。あらゆる準備をお任せ下さい。
トーガシのオンラインプロモーションサービス「TOP」では、インターネット（オンライン）で
収録動画・ライブ映像を配信する為のあらゆる準備をお任せいただけます。

録画配信
ライブ配信

販売促進 セミナー

講演会 会社説明会

例えば…
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オンライン配信のスタイルは、
「収録動画」「ライブ映像」どちらでもOK !

大丈夫！ トーガシが全て準備いたします！

むずかしそう…。スケジュールは？！

用意するものは？
費用はどれぐらい？

あらかじめ用意された動画
収録動画 REC

リアルタイムの映像
ライブ映像 LIVE

でも… スタジオ
手配

スタジオ
装飾

MCの
手配

案内・
問い合わせ
対応

演者管理 収　録
配信
メディア
手配

配信オペ

視聴ログ
管理 運　営 アンケート

管理
報告書作成
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3つのプラン詳細と特徴
アプリケーションのインストールは不要で PC・モバイルからも視聴が可能です。最大で 2 万人に向け
て同時配信でき、視聴履歴（入退出時間、滞在時間等）を把握することで、行動分析に利用可能。

収録スタジオ手配

スタジオ美術制作

MC手配

事前視聴者管理（メール配信、問合せ対応）

講演者管理

収録

配信プラットフォーム手配※

配信オペレーション

視聴ログ管理

運営

視聴ログ・アンケートデータ管理

報告書作成
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LITE
ライト
20万円～ 50万円～ 100万円～サービス

プラン
STANDARD
スタンダード

PREMIUM
プレミアム

PLAN
SERVICE

ライトPLAN
収録、配信をサポートするシンプルなプランです。収録・配信業務以
外の視聴者・講演者管理や当日の運営を自社で行う企業様にお勧
めです。

スタンダードPLAN
会場手配から事前視聴者管理、収録、配信、当日運営一括してサポー
トするプランです。事前・当日の視聴者管理はお任せしたい、講演者
管理や視聴ログ等のデータ情報は自社で管理したい、そんな企業様
にお勧めです。

プレミアムPLAN
アフターフォローを含めた万全のオペレーションサポート体制と高
品質な装飾性です。まず、万全のオペレーションサポート体制です
が、収録スタジオの手配から視聴者用のID発行や案内メール配信、
講演者管理、当日運営、視聴ログ管理、収録、アンケート実施、事後
の報告書作成、フィードバックまでをトータルサポート。主催企業様
の工数が掛かる事務業務を全て代行させて頂きます。

▼ プレミアムプランの装飾例

基本的なサービス内容は「ライブ配信サービス（上記）」と同じになります。
ご指定の日に収録、2営業日後にインターネット配信が可能 となります。

LIVE

REC

※画面デザイン・ユーザーインターフェイス等は、開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。13

※配信プラットフォームはZoomを使用した場合の価格



※画面デザイン・ユーザーインターフェイス等は、開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。14



MENU

展示会概要 来場案内 セミナー プレスの方へ

MICEポータルEXPO

※当社別サービス

企業ブース

ゾーン
C

20XX.10.1▶10.3
10:00▶18:00
東京ビッグサイト

第
1
回

セミナー
ゾーン

企業ブース

A
ゾーン

企業ブース

B
ゾーン

企業一覧

出展企業一覧

A社 B社

C社 D社

F社
G社 H社

I社 J社

F社

出展企業一覧

○○○第
1
回

A社 B社

C社 D社

U社 V社

W社 X社

Y社 Z社

企業ブース

ゾーン
C

MICEポータルEXPO第
1
回

デザイン性と
ローコストで
オンライン販促

イベントサイトから見る
「ADDVAL（アドバル）」の位置づけ
主催者様がご用意されるイベント専用サイト内の企業様紹介メニューからアドバルにリンクして頂くこと
ができます。各企業様の「どう見せれば効果的かわからない」「情報を絞り込めずうまくまとめられない」と
いったお悩みを、アドバルはローコストで実現します。
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リアルを補完する、より価値を高める
トーガシのMICE専用LP制作サービス
「リアルな顧客体感」というメディア特性を持つ展示会。
しかし現在、そのあり方や方向性は大きな変革を求められています。
ポイントは展示会を補完できたり、付加価値を高めるサービスをどのように提供するか。
そこでわたしたちトーガシは
「MICE専用ランディングページ（LP）制作」をご提案いたします。
出展社が伝えたい情報をスピーディーかつ十分に取得できる。
お客様情報を簡単に入手できる。

これからの時代に必要不可欠なサービスです。

従来のイベントのメディア特性

これからの展示会

リアルな
顧客体感

最新情報の
一括取得

リアル
展示会 ？T H E N

P A S T

※画面デザイン・ユーザーインターフェイス等は、開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。16



アドバルの構成要素
アドバルは、リアルな展示会において、より
良い商談を行っていただく為のオンライン
（web）販促を行うMICE専用LPです。

主催者様がご用意されるイベント専用サイ
ト内の企業様紹介メニューからアドバルに
リンクして頂くことができます。各企業様
の「どう見せれば効果的かわからない」「情
報を絞り込めずうまくまとめられない」と
いったお悩みを、アドバルはローコストで
実現します。

今までの企業紹介ページとは違う、デザイ
ン性を重視した構成（テンプレート）で事前
にオンライン販促を行っていただけます。
もちろん、出展者企業様との打ち合わせ、完
成までの進行は、トーガシが行います。

1

閲覧者を引き込み
わかりやすく伝えるページ設計

商品概要

訴求ポイント
（６点）

クロージング
メッセージ

動画（２点）

商品概要

1

2

3

動画（１点）
＋説明

メインビジュアルや商品説明
など各カテゴリーがおおよそ
１画面に収まるレイアウト。
読みやすく、相手に伝わる
画面構成です！

ONE POINT

ページ遷移することなく問い合わせを行える
ため離脱率を低下することができます。

お問い合わせ

お客様から受けるご質問とご回答を記載できます。
初歩的なご質問に回答する時間や手間を削減できます。

よくある質問

チャットボット　※オプション

ロゴマーク、お問い合わせ情報を掲載。
ヘッダーはページスクロールしても追従。
「お問い合わせ」押下でページ最下部のフォーム
に移動します。

ヘッダーエリア

画像とキャッチコピーで構成される重要エリア。
訴求力を高めるため、ページ表示の際にフェードイン
する等、簡単な動きをつけることも可能です。

メインビジュアル

商品やサービスを３つまで紹介。
シリーズ１､２､３により掲載ボリュームが異なります。
特に訴求したい商品はシリーズ１をご活用ください。

商品・サービス紹介エリア

３シリーズ紹介

※画面デザイン・ユーザーインターフェイス等は、開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。17



基本プランの他に下記オプションをご用意しております。
より充実したランディングページをご希望のかたは是非ご検討ください。

チャットボット導入05

閲覧者がスピーディーかつ気軽に質
問や相談ができるチャットボット機能。
機会損失を防ぐ効果が高まります。

シリーズ数追加01

商品やサービス等を紹介する「シリー
ズ」を追加できます。基本の３つでは
紹介しきれない場合に効果的です。

WEBカタログ制作06

紙媒体のカタログをWEBカタログに
作り直します。高い操作性と検索性でカ
タログの閲覧率向上が期待できます。

LIVE配信02

自社ブースのセミナーの様子をLIVE
配信できます。ページへの注目度を
高め、プレミアム感を演出できます。

アクセス履歴リスト化07

ログ解析を行い、閲覧者のアクセス履
歴をリスト化します。DMの一斉送信
など、リード管理が楽になります。

チャット機能03

ページ閲覧者とリアルタイムでチャッ
トが可能です。LIVE配信と組み合わ
せると生の声が聞けて効果的です。

ページの引き渡し08

完成したページを自社HPで使えるよう
HTML形式で納品。展示会対策をその
まま既存のWEB対策に流用できます。

動画追加04

シリーズに埋め込む動画を追加でき
ます。文字と画像だけでは紹介しきれ
ない情報量をカバーします。

バナー広告制作09

ページにリンクするバナー広告を作成
いたします。ページ引き渡しと併せて利
用する事で、閲覧数の向上を図ります。

その他、デザイン作成、文章作成、画像加工等お困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。

オプションについて

※画面デザイン・ユーザーインターフェイス等は、開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。18



4つのサービスの特徴

※画面デザイン・ユーザーインターフェイス等は、開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。

自由度の高い架空のデザイン・空間で参加者に抜群の高揚感を与える。

実際の写真で商品（物品）をリアルに伝える。

リアルスタジオを作り、映像（動画）で伝える。

webページでよりスマートに、ストレートに、わかりやすく伝える。
「360VR Fantasy+」「360VR Real+」「Webinar」の包括するプラットフォームとしても。

19

非接触･密集 全世界から集客 行動ログ管理



tohgashi.co.jp トーガシ

〒104-0041
東京都中央区新富1-9 -6
ザ・パークレックス新富町8F
FAX：03-6222-8696

Tokyo
TEL：03-6222-8693

〒460-0008
名古屋市中区栄2-12-12
アーク栄白川パークビル8Ｆ
FAX：052-855-2812

Nagoya
TEL：052-855-2811

〒612-8422
京都府京都市伏見区竹田
七瀬川町336番地
FAX：075-283-3821

Kyoto
TEL：075-283-3820

〒541-0054
大阪府大阪市中央区南本町2-6 -12
サンマリオンNBFタワー2F
FAX：06-6251-1032

Osaka
TEL：06-6251-1031

お問い合わせ
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