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1.V-booth の概要



1.V-booth の概要

「V-booth」は株式会社ITPが開発したバーチャル展示会システムです。
本システムは、WEBサイト上に展示会ブースを再現します。実際に来場しているような臨場感が得られ、

パネル展示、プレゼンテーション、製品やサービスのPR映像を通じて、
WEB閲覧者に対してリアル展示会と同様のアプローチが可能です。

WEBサイトの特性を活かしたカスタマイズ性の高いシステムのため
お客様のご要望に応じて様々なメリットが生み出せます。



出展料、造作など展示会に関わる様々なコストを抑え、システムのパッケージ化により
大規模運営会社のサービスと同等の機能を低コストで実現しました。

①高いコストパフォーマンス

1.V-booth の概要

主なメリット

弊社サービスではお客様ごとに専任の担当者が対応します。
お客様の目的やご要望にあった進め方やオプションの選択、その他の制作、開発をご提案いたします。

また、ご入用でしたらバーチャル展示会実施後も継続してやり取り可能です。
導入前から導入後まで、一貫してご支援いたしますので、安心してご依頼ください。

②専任担当によるサポート

・AWSサーバー運用利用費含む
開催3か月で 合計45万円 専任担当付



主要サービスとの比較

ブースタイプ

ブースカスタマイズ

コンシェルジュ機能

パネル表示機能

動画再生機能

WebAR

360°ビュー機能
（2Dくるくる・3Dくるくる）

フォトグラメトリー機能

WEB会議連携

カレンダー商談予約

アンケート機能

メール送信

来場者ログ管理

貴社専任の担当営業

主な機能

ブース機能

商談機能

来場者管理

サービス

A社（大規模）
3DCG（360°VR）

○

×

◯

◯

×

×

×

◯

◯

◯

◯

◯

◯

初期：300万円～

B社（小規模）
2次元画像

△（別途費用）

×

◯

◯

×

×

×

×

×

×

△（別途費用）

×

×

月額5万円～

C社（中規模）
3DCG（360°VR）

○

×

◯

◯

×

×

×

△（別途費用）

×

△（別途費用）

◯

△（別途費用）

×

初期：50万円～

3DCG（360°VR）

○

○

◯

◯

○（オプション）

○（オプション）

○（オプション）

◯

◯

◯

◯

◯

◎

初期：45万円～参考価格

1.V-booth の概要

主なメリット

大規模運営会社のサービスと同等の内容を、低価格で実現。
さらに貴社専任担当者が展示会の実施までを手厚くサポートいたします。



ノーマル ナチュラル コスモ

ブースのデザインを3種類から選択可能です。
通常の展示会では制限となる、「造作施工コスト」にとらわれない

デザイン性の高いブースカスタマイズも可能です。

③ブースのデザイン性

1.V-booth の概要

主なメリット



掲載するコンテンツが決まれば、条件に応じて、
仕様をカスタマイズして構築・連携するだけなので、
開催まで比較的短納期で対応が可能です。

誰でもいつでも気軽に、何度でも多種の情報を閲覧できます。
（製品CG、パネル、カタログ、映像、オンライン商談など）

※機密性の高い情報の掲載を行う場合は、
ID／パスワードで制限をかけることも可能です。

④スピード構築 ⑤コンテンツの閲覧性の高さ

主催者側で自由に開催時期・期間を決定できるので、
短期間から中長期にわたる開催が可能です。

コンテンツごとに、閲覧情報を取得できるので、
営業支援や顧客ニーズの分析に活用できます。

⑥開催期間の自由設定 ⑦閲覧データの営業利用

主なメリット

1.V-booth の概要



オリジナル製品ならではの8つの強み

CG制作からシステム開発まで自社
で行っているため、CG、システムとも
自由にカスタマイズが可能です。

お客様ごとに専任担当者がプロジェ
クトの完了までお客様を支援しま
す。

専任担当者がついて、カスタマイズ
が可能な製品としては、パッケージ
価格を安く抑えています。

パネルの制作、動画の制作、編集な
ども社内に制作部隊がいるので、お
客様のニーズに合わせて対応が可
能です。

CGチームが社内にあるため、CAD
データを提供いただくことで、お客
様の製品をバーチャル空間内に配
置できます。

インタビューの撮影や編集なども可
能です。各種翻訳も請け負います。

アンケートに答えていただいた方向
けのノベルティにも豊富に対応しま
す。

上位製品のV-boo t h  W i d e、
V-booth Jumboもございます。

1.V-booth の概要



2.V-booth の機能



展示会場はバーチャル空間でCGを使って表現します。
アプリのインストールなどは不要で、Webブラウザから閲覧できるので、
スマートフォンやタブレットなどからも気軽にアクセスできます。
来場者はブースを動かしたり、回転させたり、ブース内を移動したり

リアルの展示会に近い体験、体感が得られます。

2.V-booth の機能：①ブース

PC画面イメージ スマホ画面イメージ

DEMOサイト公開中！

https://demo.v-booth.jp/



バーチャルブースは以下の汎用性の高い展示ブースをテンプレートとして利用します。
ブースのデザインは3種類。いずれのデザインにおいても、
価格、設置可能なパネル数、動画数は変わりませんので、

展示内容に最適なデザインをお選びいただけます。
なお、展示するコンテンツの種類、数、位置などはカスタマイズによって変更可能です。

訴求情報仕様
■ パネル5箇所　■ 動画4箇所

2.V-booth の機能：②ブースカスタマイズ

ノーマル ナチュラル

コスモ



バーチャルブース内で、各種アイコンをクリックすると、
パネルや動画の拡大表示、PDF表示、リンク先（指定URL）のサイト表示が行えます。

※パネルデザイン、動画は、弊社で新規作成も可能です。

2.V-booth の機能：③展示コンテンツ

動画拡大表示
リンク先表示

パネル拡大表示



※ ZOOMやTeams等オンラインコミュニケーションツールは、お客様契約となります。
※ チャットは、Chat Plus ミニマムプラン が標準パッケージとして提供されます。

来場者は主催者側に対して、画面上から「お問い合わせ」「商談の申し込み」「アンケートの回答」「チャットでの連絡」が可能です。
これらの機能はご要望によってオン・オフが可能です。また内容についても変更可能です。

2.V-booth の機能：④来場者アクション

＜お問い合わせフォーム画面＞ ＜商談申し込みフォーム画面＞ ＜アンケートフォーム画面＞

チャット画面



主催者は来場者へのアクセス制限の方法を以下3種類から選択できます。

・オープン：誰でもアクセスできます
・オンラインサインアップ：ログイン画面と新規登録ボタンを設け、登録者にIDとパスワードを提供します
・クローズ：ログイン画面を設け、招待したユーザーにのみIDとパスワードを提供します

2.V-booth の機能：⑤アクセス制限

例：オンラインサインアップ
パスワード送信

＜ログイン画面＞

ログイン

＜来場者登録画面＞ ＜来場者登録完了画面＞

＜メイン画面＞



※ あらかじめ招待客と担当営業を紐づけておくことで、営業担当者別に検索も可能です。(クローズの場合)

バーチャル展示の閲覧履歴を営業支援に活かすため3パターンのアクセス集計を仕様に組み込んでいます。
これにより、誰が、どのコンテンツを見ているかの情報を吸い上げ、関心のある製品・サービスのフォローを行うことが可能です。

2.V-booth の機能：⑥来場者情報取得

①営業担当者別アクセス集計 ②来訪者別詳細 ③コンテンツ別アクセス集計



3. バーチャル展示会 実施フロー



実施フローは、通常の展示会とほぼ変わりありません。
通常の展示会のコミュニケーションと同様の流れで製作し、

開催期間中はリアルの展示会同様の体験・体感をしていただきます。

3. バーチャル展示会 実施フロー

①要件整理

ブースデザインやコンテンツ制作（パネ
ル、映像など）必要機能などを打ち合わ
せ調整、要件を確定します。

要件により、カスタマイズの要不要、コ
ンテンツの制作サポートなど実施制作
費の概算費用のお見積を作成いたしま
す。

②コンテンツ製作

ブースデザインやコンテンツ（パネル、
映像など）の要件に合わせて、システム
のカスタマイズ、提供コンテンツデータ
の組み込みを行います。
新規で、コンテンツの制作を制作するこ
とも可能です。

※ブースデザインの内容、映像コンテン
ツなど時間を要するものにもよります
が、製作開始からオープンまでは
約1ヶ月半程度～を想定しています。

③WEBサイトオープン

ブースデザインやコンテンツ制作（パネ
ル、映像など）必要機能などを打ち合わ
せ調整、要件を確定します。

要件により、カスタマイズの要不要、コ
ンテンツの制作サポートなど実施制作
費の概算費用のお見積を作成いたしま
す。



実施フローは、通常の展示会とほぼ変わりありません。
通常の展示会のコミュニケーションと同様の流れで製作し、

開催期間中はリアルの展示会同様の体験・体感をしていただきます。

3. バーチャル展示会 実施フロー

④告知・顧客招待

お取引先様やお客様に対して、オンライ
ン展示会の案内を送ります。既存のリス
トがある場合は、メールやDMなどを作
成する形が一般的です。

※新規顧客の獲得などについては、
WEB広告などによるアプローチも提
案可能です。

⑤お客様がブースに来場（閲覧）

展示会開催中は、お客様は自身の自由
な時間でいつでも何度でも来場頂き情
報収集が可能です。
主にパネル、映像などで情報を閲覧し
たり、アンケート実施やチャット対応を
行います。

オンライン会議アプリを活用した商談
も可能です。
※ZOOM、Teamsなどの運用サポート
も可能です。

⑥フォローメール送信

ログイン機能、オンライン商談などを行
うことでお客様のリストの獲得が可能
です。
リストを活用し、サンクスメールととも
に、今後の営業活動を行うことで、販促
支援を行っていきます。



4. システムスペック



※対応ブラウザ … PC：Chrome、iOS：Safari、Android：Chromeの最新バージョンの利用環境を推奨しております。

標準パッケージとして以下の機能をご利用いただけます。(超える部分はオプション対応)

・標準3Dブース（テンプレート）
・標準3Dブースの会社名ロゴ変更
・標準3Dブースのベースカラー変更
・受付嬢キャラクター選択（右2種類から1つ）
・動画ポップアップ展示設定 
　※4つまでデータ納品想定
・パネルポップアップ展示設定
　※5つまでデータ納品想定
・外部サイトリンク設定

①3Dブース

4. システムスペック

・アクセス履歴取得（履歴CSVダウンロード機能付）
・開催タイプ選択（オープン、オンラインサインアップ、クローズド）
・お問い合わせフォーム
・利用規約の設定
・プライバシーポリシーの設定
・サーバ使用容量
　（コンテンツ100GB、転送量100GB/月、同時来訪者50人まで）

②システム仕様

・アンケート（結果CSVダウンロード機能付き）
・商談申し込みフォーム* (第三希望まで日時指定)
*招待者毎に追加で送信するメールアドレスを指定する機能付
・Chat Plus ミニマムプランの設定
※チャットプラス株式会社のChat Plusが使えます

③問い合わせ支援機能

・招待者登録（3万人まで）
・メール一斉配信（3万人×3回まで）
・各種メールテンプレート設定
（パスワード通知メール、登録完了メール、パスワード再送信メール等）

④告知・フォロー支援機能

標準パッケージ



オプションとして以下の内容を提供しております。

4. システムスペック

オプション

・独自デザインの3Dブース
・商品CGを配置し製品ページへリンク
・各種アイコンデザインの変更

①3Dブース

・超過サーバ利用料
　（コンテンツ100GB、転送量100GB/月、同時来訪者50人を超える場合）

・その他、システムカスタマイズ

③全体システム仕様

・パネルのデザイン、制作
・動画の撮影、編集、ナレーション追加等
・来訪者の誘引施策など各種プロモーション

⑤コンテンツ制作・プロモーション

Zoom、Teamsといったオンラインコミュニケーションツールを商談会等で利用する場合は、
クライアント様でのご準備が必要になります。（導入支援は可能です）

・大量メール配信 （10万通以上）

④メール配信

・Web AR機能
・360°ビュー画像 （2Dくるくる・3Dくるくる）
・フォトグラメトリー機能

⑥その他

・Webサイトの独自デザイン
・Webサイトの内容変更 （Web制作）
・システムテンプレートのデザイン変更

②Webサイト



5. 料金体系



ご利用しやすい標準パッケージプランから、ご要望に応じたカスタマイズまでご用意しております。

・AWSサーバー運用利用費含む

※標準パッケージ含まれない右記内容の対応も検討可能です。

※標準パッケージの詳細参照

※オプションの詳細参照

・独自デザインの3Dブース
・商品CGを配置など
・Webサイトの独自デザイン
・システムテンプレートのデザイン変更
・超過サーバ利用料
　(コンテンツ100GB、転送量100GB/月以上)

・大量メール配信 (10万通以上)

・パネル、動画のデザイン、制作
・来訪者の誘引施策など各種プロモーション

開催3か月で 合計45万円

カスタマイズ費用 ASK

5. 料金体系

標準パッケージ

①3Dブース ②システム仕様

③問い合わせ支援機能 ④告知・フォロー支援機能

個別カスタマイズ

専任担当付

①3Dブース

②システム仕様

③サーバー仕様

④メール一斉配信

・WebAR、360°ビュー画像などの追加機能⑥その他

⑤コンテンツ制作・プロモーション



会場の広さ、展示枚数が2倍！
多社をまとめた集合展示会にも最適です。

5. 料金体系

（税抜）60万円～

V-booth Wideよりもさらにスケールアップした広い会場で、
より大きな集合型展示会にも対応します。

（税抜）95万円～

DEMOサイト公開中！

https://demo.v-booth.jp/normal_wide/

DEMOサイト公開中！

https://demo.v-booth.jp/jumbo/

ブースデザイン
選択可能



6. よくあるご質問



6. よくあるご質問

Q.主催者側のサーバや既存のレンタルサーバ等で動作するか
開発元で用意したサーバ以外では動作いたしません。お客様ドメインのサブドメ
インで展開公開ですので、そちらの方法をご検討ください。
（https://expo.example.co.jp/ 等）

Q.一度に来場できる人数は50名と記載があるが、500名や1000名を
対応できないのか
オプション対応にて可能です。月額費用が標準価格より高くなります。

Q.「お問い合わせ」などで入力された内容はどこで確認するのか?
問い合わせと商談申し込みは、設定されたメールアドレスへ内容がメールで送信
されます。

Q.アンケート回答後の集計は自動でできるか？
アンケート結果は、CSV でダウンロードしていただき、お客様側で手動で集計し
ていただく必要があります。

Q.チャットにはどのような機能がついていて、どのような手順で使用するのか
V-booth で提供するチャットは、チャットプラス社（https://chatplus.jp/）が
提供するChat Plus ミニマムプランとなります。詳細については上記製品スペッ
クをご確認ください。

Q.標準パッケージで発注からサービス開始までの時間を教えてほしい
カスタマイズなしの場合、通常1ヶ月程度の見込みです。

Q.3ヶ月以上利用する場合のランニング費用を教えてほしい
月額費用としてサーバ、システムの利用料を頂戴します。1年以上の利用を約束い
ただける場合割引もいたします。弊社営業までお問い合わせ下さい。

オフィシャルサイトから
お問い合わせください

その他詳しい情報、ご質問は

V-booth 検 索



001-220304


