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1. FacebookやInstagramのタイムライン形式のようにブース
紹介パネルが流れてくる仕組みにより、リアル展⽰会での
「偶然の出会い」をオンライン上で実現します。

2. HOME画面に表⽰する各社のパネルには動画を掲載。動画
により閲覧者の興味を引き付けます。

3. 貴社ブース閲覧者の個人情報を提供します。

4. CEDEC公式サイトからの導線を強化します。

CEDEC2022 オンラインブースの特徴

当資料の内容は企画中のものです。

開催までに一部内容に変更がある場合があります。
【一次申込締切：5月31日（火）/最終申込締切日：6月27日（月）】
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■実施期間：2022年8月23日（火）～9月5日（月）10時

■閲覧対象：CEDEC受講パス購入者（受講登録者のみ閲覧可能）

■提供機能

・貴社紹介コンテンツ（動画・画像・テキスト）

・PDF資料ダウンロード

・チャット（含むビデオ会議） ※8/23～8/25の本開催期間のみ

【申し込みに含まれるもの】

・CEDEC2022パス(3日間有効)

Aプラン：3名分、Bプラン：2名分、Cプラン：1名分 ※出展プランは次頁参照

・貴社ブース閲覧者の個人情報のご提供

-氏名、社名、部署名、郵便番号、住所、メールアドレス

－オンラインブースの基本情報－

【一次申込締切：5月31日（火）/最終申込締切日：6月27日（月）】
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－出展プラン－

項目 内容

Aプラン Bプラン Cプラン 書籍販売ブース

備考

3社限定 6社限定

900,000円
早期割引：810,000円

600,000円
早期割引：540,000円

400,000円
早期割引：360,000円

50,000円

エントランスパネル ブース紹介用6秒動画。HOMEに掲載 1 1 1 1 掲載必須

展示パネル
60秒動画＋詳細ページ
ブースと各メニューに表示

5 3 1 1
詳細ページに画像、説明文、外部リンク、
PDF掲載可能。

商談担当アカウント数
（チャット担当者数）

チャット対応できる担当者のアカウント数 1 1 1 1＝出展管理者アカウントのみ

バナー表示
HOME画面にリンクバナーを表示
※PCブラウザのみ。スマホでは表示されません。

あり あり
幅150pix 高さ50pix、PNG画像
PCブラウザのみ表示されます。

メールマガジン
５行広告

ニュースレター「CEDEC EXPRESS」に5行広告
を掲載

あり

リード情報
貴社ブース閲覧者の個人情報の提供
（注1）

全期間で可能 全期間で可能 全期間で可能 納品なし

特典１
スポンサーセッションの講演日時選択の優先権
（注2）

注2参照 注2参照 注2参照
スポンサーセッションもお申し込みの場合、
優先的に講演日時が選択できます。

特典２ CEDEC2022パス(3日間有効)の提供 ３名分 ２名分 １名分

注1：リード情報とは、ブース閲覧者の個人情報と閲覧行動のログ（CSV）です。各出展社管理画面から、前日分までの集計ファイル（1日1ファイル）をダウンロードできます。
注2：5月31日（火）までに申込のあったスポンサーセッションの講演日時は、以下の順番でご希望の講演日時を選択いただき決定します。

①ゴールドスポンサー（スポンサープログラム申込額：400万円以上）※複数社ある場合は、ブース申込社A、B、Cプラン、セッション申込枠数の順。
それでも複数ある場合は抽選で優先順を決定。

②ブース申込社 Aプラン ※複数社ある場合はセッション申込枠数順。それでも複数ある場合は抽選で優先順を決定。
③ブース申込社 Bプラン ※複数社ある場合はセッション申込枠数順。それでも複数ある場合は抽選で優先順を決定。
④ブース申込社 Cプラン ※複数社ある場合はセッション申込枠数順。それでも複数ある場合は抽選で優先順を決定。
⑤セッションのみの申込社 ※複数社ある場合はセッション申込枠数順。それでも複数ある場合は抽選で優先順を決定。

※講演日時はスポンサーセッション（60分）、スポンサー・ショートセッション（25分）の順に決定します。
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－公式サイトからオンラインブースへの導線－

トップページから

オンラインブース バナー掲載

オンラインブース

ヘッダーメニューにリンク追加

バナーリンク追加

オンラインブース

オンラインブース

CEDEC2022協賛スポンサーによる、オンライン展示ブースをご案内します。
様々な開発ツールや、ライブラリなどをご紹介しています。
受講登録者は、パスの種別に関係なく誰でも閲覧ができます。
オンラインブースに行

く

リンク追加

マイページから

オンラインブース

HOME画面に
誘導します

エントランスパネル
各社の

ブース紹介用
６秒動画
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－HOME画面から展示詳細ページまでの遷移－

オンラインブース HOME画面
各展⽰の詳細ページ

（モーダル表⽰）

企業ブース画面

（展⽰パネル一覧）

ブース紹介動画
をクリック

ブース内の展⽰パネル
（動画）をクリック 展⽰パネル①の動画

・音声出力可能

・再生スライダ表⽰あり

説明文や画像

20ブロックまで設定可能

外部リンク

20個まで設定可能

PDFダウンロード
20ファイルまで登録可能

登録した展⽰パネルが、
タイムラインに一覧表⽰
されます。

展⽰パネル①の詳細説明画面
エントランスパネル

各社の
ブース紹介用
６秒動画

ブースを表⽰

展⽰パネル①

展⽰パネル②

展⽰パネル③

詳細ページに画像や
PDFの掲載ができます。

出展プランによって
展示パネルの数が変
わります。

Aプラン：5枚
Bプラン：3枚
Cプラン：1枚

各社のブース紹介動画
が（エントランスパネ
ル）がランダム表示さ
れます。
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－オンラインブース HOME画面－

ゲームエンジン

映像･アニメーション関連

サウンド･音声関連

その他ゲーム開発ツール

クラウド･ネットワーク

セキュリティ関連

マネジメントツール

コミュニケーションツール

PC/デバイス関連

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼｬｰ/ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾊﾟ-

アウトソーシング

書籍

その他製品/サービス

スクロール

■メニュー

出展カテゴリー別にHOME画
面に表示が可能

■バナー（Aプラン、Bプランのみ）

・同時表示数 3個

・30秒ごとにバナーを切り替え

・各社ブースへのリンク付き

・幅150pix 高さ50pix、PNG画像

※バナー表示はPCブラウザのみ。

スマホブラウザでは表示されません。

各社のコンテンツ

（タイトル）

（キャプション）

CEDEC

ゲーム開発ソリューション

エントランスパネル
（動画）
※クリックで企業ブース画面（展⽰パネル一覧）へ
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ー出展社管理画面ー

■メニュー

・マイページ

企業情報の登録（ロゴ画像等）

・コンテンツ

展示動画の登録、公開設定

展示詳細ページの編集

・リード情報出力

CSVダウンロード

・オンラインマニュアル

・商談

チャット画面

各出展社は「出展社管理画面」にログインし、コンテンツの登録、チャット対応、リード情報のDLを行います。

画面例：コンテンツ設定画面

画面例：チャット画面

チャット画面より、Zoom会議が起動できます。
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ー展示コンテンツをご用意くださいー

種類 掲載場所 本数 時間 内容 備考

EXPO動画
(エントランスパネル用)

☑ HOMEタブ
1本

最長6秒まで
（6秒以上はカット）

出展社一覧表示用の動画。会社名や
事業概要がわかるような内容
※サウンドなし。

必須

展⽰動画
(展⽰パネル用)

☑各社のブースタブ
☑各カテゴリ別タブ

1本～
（プランによる）

最長60秒まで
（60秒以上はカット）

製品・サービスの紹介用。
※サウンド有り推奨(無くてもOK)

必須

ファイル形式 ：mp4推奨（mp4、mov、mts、m2tsが使用可） 登録後は独自フォーマットに変換します。
推奨解像度 ：16:9サイズ・・・1920pixel x 1080pixelを推奨。

※4kなどの高解像度動画は動画登録に時間が掛かるのでNG。1920x1080pixel以内でご登録ください。
画質設定 ：独自フォーマットに変換時に、システム側で画質を変更します。高ビットレートで動画制作しても有効ではありません。

■動画

■画像、テキスト等

種類 掲載場所 内容 備考

テキスト
☑各パネル
☑各展示詳細ページ

パネルのタイトル、概要文、詳細ページの説明文など。 必須

画像 ☑各展示詳細ページ
展示品の詳細説明用。
JPEG、PNGが使用可能。掲載サイズはシステム側で自動調整されます。

任意

PDF ☑各展示詳細ページ
パンフレットや、セッションに関連する資料などが掲載できます。
ファイルサイズの制限はありません。

任意
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－閲覧者データと受け渡し方法－

出展社管理画面

日付別にCSVファイルが出力されます。

時間軸で来場者の行動を把握できます。

閲覧時間やダウンロードしたPDFから、

展⽰品への関心度合いを分析できます。

収集可能な閲覧データ（予定）
①日時 ：月日時分秒
②個人情報 ：氏名、社名、部署名、郵便番号、住所、メールアドレス
③コンテンツ：コンテンツのタイトル
④行動 ：閲覧、クリック、詳細ページ閲覧の有無、詳細ページ閲覧時間、ダウンロードしたPDFファイル名、チャットの有無、Zoom会議の有無

受け渡し方法
集計単位：1日1ファイル（CSV）
出力時間：前日の集計結果を、出展社管理画面より8:00からダウンロード可能

CSV出力ファイル
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オンラインブースは、CRI･ミドルウェアのオンライン展⽰会プラットフォーム

「CRI DXExpo®」で実施します。

CRI DXExpo® 紹介ムービー
クリックで説明ムービー（外部リンク）が視聴できます。

↓クリックでCRI DXExpo公式サイトを表⽰します。

https://la-demo2021.contents.liveact-vault.com/4p0w3p75-d9cb41b6b1d7bc8c1528086e1fa7c60c/
https://www.cri-mw.co.jp/business/product/web/dxexpo/
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オンライン展示会プラットフォーム「DXExpo」とは？

•タイムライン表示される展示パネルの動画を軸に、展示物を紹介します。

•詳細ページに詳しい情報掲載、PDFや外部リンクが掲載できます。

•視聴行動はすべて記録され、出展社はリード情報として取得が可能です。

目的 内容

タイムライン形式の展示動画表示 スクロールだけで、多数の展示動画コンテンツを手早く簡単に見てもらう。

商談、問い合せ、交流 動画コンテンツを軸に、出展社と閲覧者のコミュニケーションを生み出す。

リード、マーケティング調査/分析 閲覧者の視聴行動が把握できる、アナリティクスデータ取得。

・コンテンツ登録

展⽰/紹介動画

セミナー動画

PDF資料

画像/説明文

・チャット（含むビデオ会議）

・リードリスト/ログ取得

■出展社管理画面
■閲覧者/ユーザー画面（PC/スマホ対応）

・コンテンツ視聴

動画、画像、文章閲覧

PDF資料のダウンロード

・チャット（含むビデオ会議）

・メール問い合せ
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申込締切・お問い合わせ

CEDEC事務局スポンサー担当

Email：sponsor@cedec.jp

〒101-0048東京都千代田区神田司町2-4-2 神田アーバンビル2階

株式会社ピーシーオーワークス内Tel：03-6869-0713

一次申込締切：5月31日（火）/最終申込締切日：6月27日（月）

mailto:sponsor@cedec.jp

