
ライブ配信のご提案
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セミナー・講習会・商品説明会を
「効率的」 「効果的」
「経済的」 「持続的」
に開催するためには
Ｘ



限られた人しか参加できない

商品の良さが伝わらない

社内に持ち帰っての伝達が難しい

受講者の現実 問題点主催者の理想

参加・受講人数を増やしたい

商品を紹介して
受注を増やしたい

講習内容の質を上げて
充実させたい

会場への移動コストや
時間の問題で参加できない

会場で全てを
理解するのは難しい

会場では商品が見えづらい

けれど

けれど

けれど

結果

結果

従来の会場に集まっていただく
セミナー・講習会・商品説明会では、

実は、主催者側と受講者側にずれが生じていました。

社内での伝達が難しい

結果



ライブ配信とオンデマンドは、
そのずれを解消し、

主催者側と受講者側の双方にメリットをもたらします。

オンデマンドライブ配信問題点
時間と場所の制約がなく
自分の好きなタイミングで
観られます。

受講者の理解度に合わせて
何度も見直す事が自由で
繰り返し学習が出来ます。

ライブ配信動画を編集したり
テロップを追加することで
魅力的な商品紹介になります。

会場への移動時間やコストを
考えずに社内で観られます。

社内で意見交換が出来
チャットで質疑応答も出来る為
内容が頭に入りやすい。

商品をあらゆる角度から
カメラで映す事が出来るため
商品説明が容易になります。

メリット

メリット

メリット

限られた人しか参加できない

商品の良さが伝わらない

社内に持ち帰っての伝達が難しい



NEXTWORLDは、
ライブ配信とオンデマンドで

お客様の問題を解決いたします。



お客様にご用意していただくのは、
当日講演や説明するパワーポイントのみ。

機材と配信のための
プラットホームは、
弊社がご用意します。

ライブ配信したいけど、配信する機材がない‥



配信方法が分からない‥

弊社スタッフが
操作を担当します。
お客様は安心して講演や説明に、

集中していただけます。



配信する会場がない‥

御社が豪華な
スタジオへ。
お好きな背景をバックに
ライブ配信が出来ます。

御社の会議室が‥ お城になります。 夕日になります。



ライブ配信をするサイトを持っていません‥

ライブ配信だけではなく、
ライブ配信の告知や

申込み受付も出来ます。

お客様専用の
ライブ配信サイトを
ご用意します。



ライブ配信中に疑問点があったら‥

講演者からの質問にチャットで答えたり、
ちょっとした疑問も気軽に質問できるので、

より深く講義内容を理解できます。

チャットシステムで、
リアルタイムに
質問ができます。



パワーポイントなどの資料を画面に映したい‥

パワーポイントの他、pdfや画像を
画面に表示することが出来ます。

視聴者に対する
訴求力を高めます。



ライブ配信で店内や店内商品を見せたい‥

スタジオからの配信だけではなく、
ビデオカメラを使っての移動配信が可能です。

現場の臨場感、
商品紹介を

具体的に伝えます。



今後のライブ配信を充実させたい！

事前アンケート・ライブ配信後アンケートで、
感想をもらい次回開催の参考に役立てられます。

アンケートで
生の声を聞けます。



ライブ配信の動画をオンデマンドで利用したい‥

ライブ配信の動画にテロップを追加したり、
不要な部分を取るなど編集することで、

配信内容がさらに伝わりやすい
オンデマンド用動画になります。

より分かりやすく
伝えます。



オンデマンド動画はどこで観られるの？

PC・タブレット・スマホなど
お好きなデバイスで観られます。

チャットシステムもご利用できますので、
動画を見ながら疑問に思うところは

質問を書き込めます。

お客様専用の
オンデマンドサイトを
ご用意します。



機材と配信のためのプラットホームは
弊社がご用意いたします！
お客様にご用意していただくのは、

当日講演や説明するパワーポイントのみ。

でも、ライブ配信は高いんでしょ？



他社の金額は‥

D社の場合

・配信機材一式レンタル費別
・ライブ配信撮影・操作費別

・チャットシステムなし
・ビデオカメラ配信なし
・アンケートシステムなし

30万円
・制作スタッフ１式 ６万円
・制作諸経費 実費
・撮影スタッフ１式 ６万円
・撮影機材費 ６万円
・配信スタッフ ２万４千円
・配信機材１式 ２万４千円

・ビデオカメラ配信なし
・アンケートシステムなし

23万円~
A社の場合



弊社は、安心の全部入りで‥

・配信機材一式
・ライブ配信撮影・操作
・バーチャルスタジオ
・チャットシステム
・ビデオカメラ配信
・アンケートシステム
・ライブ配信WEBページ

ライブ配信

158,000円

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
『ライブ配信～・配信機材一式～・ライブ配信WEBページ』にマウスオーバーすると35ページのライブ配信の説明が表示されます。



機材と配信のためのプラットホームは
弊社がご用意いたします！
お客様にご用意していただくのは、

当日講演や説明するパワーポイントのみ。

どうしてこんなにリーズナブルなの？



ライブ配信で重要なのは
「配信動画の画質と音質」と「インタ－ネット回線の速度」のバランスです。

NEXT WORLDでは
視聴しやすい画質と音質、安定した配信がバランスよく実現できる機材を用意することで

リーズナブルな価格ながら、最適なライブ配信を実現しました。



オンデマンドで学習を。
お好きな場所でお好きな時間にお好きなだけ



ライブ配信とオンデマンドの両方を
利用したいのですが‥



ライブ配信+オンデマンド全部入りで‥

218,000円
・オンデマンドWEBページ
・チャットシステム

オンデマンド
・タイトル追加
・カット編集
・テロップ追加

動画編集
・配信機材一式
・ライブ配信撮影・操作
・バーチャルスタジオ
・チャットシステム
・ビデオカメラ配信
・アンケートシステム
・ライブ配信WEBページ

ライブ配信 + +



オンデマンドだけのパックもございます。
オンデマンドで社員教育をしたいというお客様のために。



他社の金額は‥

・容量1024GB
・最低利用期間6ヶ月

C社の場合

18万円
6ヶ月利用で

毎月3万円Ｘ最低利用期間6ヶ月。



弊社は、払い切り。何ヶ月でも。

・オンデマンドWEBページ
・チャットシステム

オンデマンド

49,800円



まとめますね。

今までは、セミナーを開催しても
①講演場所が遠くて受講できない。
②コスト面の問題で受講できない。
③時間が合わなくて受講できない。
という理由で当日会場へ来られないスタッフさんがいました。

たとえ会場に来られても、セミナー内容を社内に持ち帰り、
全てのスタッフさんと情報共有が難しいという問題がありました。

従来の集合型セミナーの問題点



講演会場への移動時間やコストを考えずに、
社内でセミナーを受けられ、その場でスタッフさん同士の意見交換が出来、
チャットシステムによりリアルタイムで講演者と質疑応答が出来ます。

そのためセミナー内容が頭に入りやすく、社内の情報共有が可能になります。

ライブ配信は、

時間と場所の制約がなく、
パソコン、スマホ、タブレット、テレビ、お好きなデバイスで、

空いた時間、週末にまとめて、
自分の好きなタイミングで学ぶことが出来ます。

さらに受講者の理解度に合わせて繰り返し学習が出来、
疑問点はチャットシステムにより質問をする事が出来ます。

オンデマンドは、



セミナー会場で受講した効果と
後日オンデマンドで繰り返し学習が可能になり、

教育効果を高めるとともに、社内に学習のサイクルが出来、
工夫と改善につながり、経営の質を高めることが出来ます。

ライブ配信+オンデマンドは、

・経費削減
・情報の共有化
・社員の意識改革
・経営の品質向上

つまり

といったメリットがあります。



詳しい料金体系

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
P28～P34（1ページ）TOPリンク



ライブ配信のみを望んでいるお客さま

配信時間 視聴人数 料金
1時間 50人まで 158,000円
1時間 100人まで 168,000円

2時間 50人まで 168,000円
2時間 100人まで 178,000円

3時間 50人まで 188,000円
3時間 100人まで 198,000円

視聴人数が50人増える毎にプラス10,000円
動画ファイルを希望する場合はプラス5,000円

交通費：大分からの実費になります。大分市内は無料です。

・配信機材一式
・ライブ配信撮影・操作
・バーチャルスタジオ
・チャットシステム
・ビデオカメラ配信
・アンケートシステム
・ライブ配信WEBページ

ライブ配信



動画をオンデマンドで活用したいお客さま

・オンデマンドWEBページ
・チャットシステム

オンデマンド

動画時間 料金
3時間以内 49,800円

初期費用49,800円。
動画2本目から5本目までは特別料金の1本5,000円で設置いたします。

6本目からは通常料金の1本10,000円で設置いたします。
※これは動画編集なしの場合に限ります。

動画ファイルを希望する場合はプラス5,000円。



動画を編集してオンデマンドで
活用したいお客さま（動画持込の場合）

動画時間 料金
1時間以内 78,000円
2時間以内 88,000円
3時間以内 98,000円

オンデマンドWEBページをお持ちのお客様は上記の料金から30,000円引きになります。
複雑な編集が必要な場合はご相談ください。

動画ファイルを希望する場合はプラス5,000円。

・オンデマンドWEBページ
・チャットシステム

オンデマンド
・タイトル追加
・カット編集
・テロップ追加

動画編集 +



動画撮影をしてその動画を編集して
オンデマンドで活用したいお客さま

撮影時間 料金
1時間以内 188,000円
2時間以内 208,000円
3時間以内 228,000円

オンデマンドWEBページをお持ちのお客様は上記の料金から30,000円引きになります。
複雑な編集が必要な場合はご相談ください。

動画ファイルを希望する場合はプラス5,000円。
パワーポイントなどの資料を画面に表示したい場合はご相談ください。

交通費：大分からの実費になります。大分市内は無料です。

・オンデマンドWEBページ
・チャットシステム

オンデマンド
・タイトル追加
・カット編集
・テロップ追加

動画編集
・固定カメラ1台

動画撮影 ++



・オンデマンドWEBページ
・チャットシステム

オンデマンド
・タイトル追加
・カット編集
・テロップ追加

動画編集
・配信機材一式
・ライブ配信撮影・操作
・バーチャルスタジオ
・チャットシステム
・ビデオカメラ配信
・アンケートシステム
・ライブ配信WEBページ

ライブ配信 + +

ライブ配信をしてその動画を編集して
オンデマンドで活用したいお客さま

配信時間 視聴人数 料金
1時間 50人まで 218,000円
1時間 100人まで 228,000円

2時間 50人まで 228,000円
2時間 100人まで 238,000円

3時間 50人まで 238,000円
3時間 100人まで 258,000円

視聴人数が50人増える毎にプラス10,000円
動画ファイルを希望する場合はプラス5,000円

交通費：大分からの実費になります。大分市内は無料です。



お得なライブ配信6回パック

ライブ配信&ライブ配信パック料金から
10,000円引きになります。

配信の間隔は前回のライブ配信日から1ヶ月お空けください。
1年間に6回配信しなかった場合、残りの配信回数は無効になります。

１年間に6回の配信が出来ます。
お好きな月を指定出来ます。

1年間に複数回ライブ配信を行いたい場合はこちらがお得です。



ライブ配信の流れ

ライブ配信機器の設置を行います。

打ち合わせを行います。

テスト配信を行います。

ライブ配信開始。

ライブ配信後アンケートを実施します。

配信当日

3時間前

2時間前

1時間前

配信開始

配信後

アンケートの結果・ライブ配信の視聴者数などのデータを
お客様にお送りいたします。配信後日 1週間後

弊社のライブ配信サイトにお客さま専用ライブ配信ページを設けます。

お客様専用ライブ配信ページでライブ配信の告知を行います。

お客様専用ライブ配信ページで受講者の受付を行います。

視聴パスワードを発行し受講者にメールを送信します。

前日迄

2週間前

2週間前

前日迄

前日迄

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
（1ページ）TOPリンク



・ライブ配信は、インターネット回線の予期せぬトラブルなどにより、配信が途切れるなど
の現象が発生する可能性があります。
ライブ配信をする場所のインターネット環境は事前に確認いたしますが、配信の途切れの
可能性はおきる場合がございますのであらかじめご了承をお願いいたします。

また、受講者側のインターネット環境によって配信が途切れる場合がございます。
こちらに関しては事前に、視聴を行う上でのインターネット環境のご注意点をご確認いた
だきますようお願いいたします。

・インターネット回線のご用意はお客様側にてお願いいたします。
また、回線品質や回線速度が不十分なことに起因する配信トラブルにつきましては免責と
させていただきます。

・キャンセルは事前テスト配信予定日の前日までにご連絡ください。
それ以降のキャンセルにつきましては、一律￥40,000を申し受けます。

・配信する映像そのものに対する権利及び責任はお客様にございます。
内容が公序良俗に反するものでないか、他社の著作権を害する可能性がないかなど事前に
ご確認をお願いいたします。

ご注意いただきたい事項

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
（1ページ）TOPリンク
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