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🔴利用条件

■参加登録者は、500名以内です。

■契約利用数は、１チャンネルです。

■契約期間は、６ヶ月間有効です（納品日から開催月の末日まで）

■開催案内ホームページを含むプランは、専用ドメイン取得（1年間有効）を含みます。

■開催案内ホームページを含むプランは、専用ウェブサーバ設定（1年間有効）を含みます。

🔴オプショナル

■追加 開催案内ウェブ LPデザイン変更

更新作業 大会開催月の末日まで有効

■追加 事前受付支援システム 講演ファイル収集       講演論文（pdf／docx）ownCloud利用設定

動画ファイル収集 講演論文（MP4）ownCloud利用設定

領収証明書または受講証      参加者による印刷

■追加 当日開催支援システム 講演ファイル公開     講演論文（pdf／docx）

動画ファイル公開 講演論文（MP4）Vimeo利用設定

Zoomミーテイング 利用設定

Zoomウェビナー 利用設定

■追加 開催後公開支援システム オンデマンド動画ファイル 追加　5本以内

オンデマンド動画ファイル 追加　10本以内

🔴含まれない内容

■進行調整費　

■消費税　　　

オンライン学会／国際会議｜SWO2022
開催案内ホームページを含まない 開催案内ホームページを含む

ウェビナー開催 460,000円 520,000円

オンデマンド公開 460,000円 530,000円

ハイブリッド開催 490,000円 560,000円

10%

10%
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コード 業務コース

ＯＮＤ１ オンデマンド公開１ 事前登録プラン 当日利用プラン 契約・設定

ＯＮＤ２ オンデマンド公開２ 開催案内ウェブ 事前登録プラン 当日利用プラン 契約・設定

🔴利用条件

■参加登録者は、500名以内です。

■契約利用数は、１チャンネルです。

■契約期間は、６ヶ月間有効です（納品日から開催月の末日まで）

■業務コース２（開催案内ホームページを含むプラン）は、専用ドメイン取得（1年間有効）を含みます。

■業務コース２（開催案内ホームページを含むプラン）は、専用ウェブサーバ設定（1年間有効）を含みます。

🔴オプショナル

■追加 開催案内ウェブ LPデザイン変更

更新作業 大会開催月の末日まで有効

■追加 参加登録システム 講演ファイル収集       講演論文（pdf／docx）ownCloud利用設定

動画ファイル収集 講演論文（MP4）ownCloud利用設定

領収証明書または受講証      参加者による印刷

■追加 当日利用システム 講演ファイル公開     講演論文（pdf／docx）

動画ファイル公開 講演論文（MP4）Vimeo設定

Zoomミーテイング 利用設定

Zoomウェビナー 利用設定

■追加 開催後公開支援システム オンデマンド動画ファイル 追加　5本以内

オンデマンド動画ファイル 追加　10本以内

🔴含まれない内容

■進行調整費　 10%

■消費税　　　 10%

オンデマンド公開
業務費 業務内容

460,000円

530,000円
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ＯＮＤ１
開催案内 事前受付支援システム 当日開催支援システム 開催後公開支援システム 契約・設定

・専用ドメイン

・専用ウェブサーバ

・ＯＰ　LPデザイン変更

・ＯＰ　更新作業 大会開催月の末日まで有効

・参加者マイページ機能 登録フォーム公開・プログラム設定など ●

・主催者管理ページ機能 登録者リスト確認・会費収集など ●

・システムサーバ利用 ●

・ＯＰ　講演ファイル収集 講演論文（pdf／docx）ownCloud利用設定

・ＯＰ　動画ファイル収集 講演論文（MP４）ownCloud利用設定

・ＯＰ　領収証明書または受講証 参加者による印刷

・参加者マイページ機能 プログラム公開など ●

・主催者管理ページ機能 アクセスログなど ●

・システムサーバ利用 ●

・ＯＰ　講演ファイル公開 講演論文（pdf／docx）

・ＯＰ　動画ファイル公開 講演論文（MP４）Vimeo利用設定

・ＯＰ　Zoom ミーティング 利用設定

・ＯＰ　Zoom ウェビナー 利用設定

・オンデマンド動画ファイル 10本以内 ●

・ＯＰ　オンデマンド動画ファイル 追加　5本以内

・ＯＰ　オンデマンド動画ファイル 追加　10本以内

・契約　ownCloud 2ヶ月間

・契約　Vimeo 2ヶ月間

・契約　Zoom ミーティング 2ヶ月間／1チャンネル／500名

・契約　Zoom ウェビナー 2ヶ月間／1チャンネル／500名

●利用条件

■参加登録者 500名以内

■契約利用数 １チャンネル

■契約期間 納品日から開催月の末日まで、または、指定期間

●含まれる内容

■設定 オンデマンド 動画ファイル 10本以内

●含まれない内容

■進行調整費 10%

■消費税 10%

・ランディングページ

460,000円         

オンデマンド公開
オンライン学会／国際会議 | SWO2022

お問い合わせは_Science_Web______________
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ＯＮＤ２
開催案内 事前受付支援システム 当日開催支援システム 開催後公開支援システム 契約・設定

●

・専用ドメイン ●

・専用ウェブサーバ ●

・ＯＰ　LPデザイン変更

・ＯＰ　更新作業 大会開催月の末日まで有効

・参加者マイページ機能 登録フォーム公開・プログラム設定など ●

・主催者管理ページ機能 登録者リスト確認・会費収集など ●

・システムサーバ利用 ●

・ＯＰ　講演ファイル収集 講演論文（pdf／docx）ownCloud利用設定

・ＯＰ　動画ファイル収集 講演論文（MP４）ownCloud利用設定

・ＯＰ　領収証明書または受講証 参加者による印刷

・参加者マイページ機能 プログラム公開など ●

・主催者管理ページ機能 アクセスログなど ●

・システムサーバ利用 ●

・ＯＰ　講演ファイル公開 講演論文（pdf／docx）

・ＯＰ　動画ファイル公開 講演論文（MP４）Vimeo利用設定

・ＯＰ　Zoom ミーティング 利用設定

・ＯＰ　Zoom ウェビナー 利用設定

・オンデマンド動画ファイル 10本以内 ●

・ＯＰ　オンデマンド動画ファイル 追加　5本以内

・ＯＰ　オンデマンド動画ファイル 追加　10本以内

・契約　ownCloud 2ヶ月間

・契約　Vimeo 2ヶ月間

・契約　Zoom ミーティング 2ヶ月間／1チャンネル／500名

・契約　Zoom ウェビナー 2ヶ月間／1チャンネル／500名

●利用条件

■参加登録者 500名以内

■契約利用数 １チャンネル

■契約期間 納品日から開催月の末日まで、または、指定期間

●含まれる内容

■設定 オンデマンド 動画ファイル 10本以内

●含まれない内容

■進行調整費 10%

■消費税 10%

・ランディングページ

530,000円         

オンデマンド公開
オンライン学会／国際会議 | SWO2022

お問い合わせは_Science_Web______________

オンライン顧客チーム 佐藤加奈____
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