インテリアマテリアルの
オンライン展示会出展のご案内

個別の
Zoom
商談可能

空間デザインに関わるさまざまなマテリアルやエレメントが集まるオンライン展示会です！24 時間365 日オープンのバーチャル展示会場を開設、

ブースを訪れる空間デザイナーや建築家に直接製品の PR ができ、個別の商談（Zoom）も可能にしました。出展社がオンライン上で製品説明
会を開ける「Presentation」、プロモーション「Movie」などのコンテンツもスタート。

さまざまなオンラインイベント等も企画し、集客を図ってまいります。新しい営業手法としてご活用いただける画期的なオンライン展示会にぜ
ひご出展ください！

https://www.bamboo-media.jp/onweb

オンライン上の出展ブースとは？
豊富なビジュアル表現、WEB カタログの搭載や動画掲載機能により、御社の企業情報や製品を魅力的にアピールでき
ます。新製品のリリースに合わせて常時ブースの展示内容更新も可能。出展情報、新商品情報などは掲示板を使い随時
PR ができます。

1. デジタルカタログ
PDF でカタログデータをい
ただければ、 デジタルカタ

2. 製品詳細専用ページ

ログに変換し、 掲載するこ
とができます！

製品は 6 アイテムまで掲載
可能。1アイテムごとに専用
ページを作成します。１０点
までの画像 、PDF カタログ、
動 画 等 を掲載できます。
ブースの展示内容は常時変
更できます。

DUNE シリーズ

BASALTO シリーズ

3. Youtube の動画紹介
Youtube 動画の埋め込みも可能！また、

4. 掲示板
掲示板でテキストによるコ

ご要望があれば、 弊社で 2 分程度の会社紹
介動画を作成することも可能です。
０ご希望の方はお問い合わせください。

ミュニケーションを取るこ
とができます。

コミュニケーション
プラットフォームとして
5.Zoom 商談
来場者がボタンをクリック
することで、Zoom を使った
商談が可能です。

「BAMBOO EXPO onweb」は、製

品情報の閲覧、カタログ・サンプ

ル請求といった通常のサービスに
留まりません。
「Zoom 商談」
「資

料請求フォーム」
「掲示板」を介し

て、ブースを訪れたデザイナーか

らのコンタクトにその場でお答え
いただくことができ、商談の機会

を逃しません。出展社と来場者が、

あるいは出展社同士が直接オン

ライン上で face to face によるコ

ミュニケーションがとれる、それが

BAMBOO EXPO onweb の最大の
強みです。

出展社へのサポート！
BAMBOO MEDIA では、メーカーとデザイナーと施主が直接コミュニケーションを図れ、集客効果の高い、弊社
でしかできない独自のコンテンツ、オンラインイベント等を展開しています。出展社様には、以下のサービスを無
料で提供しています。( サービスはご利用契約期間等により優先されます）

Support

1

BAMBOO CARAVAN

Support

設計事務所を直接訪ねるキャラバン

2

BAMBOO TOUR
御社の工場やショールームの見学訪

製品説明会を主催。御社の営業担

問ツアーをオーガナイズ。デザイナー

当者を設計事務所に直接お連れし

はオンライン上から見学ツアーに参

ます。旬のデザイナーと直接対面し

加します。現場レポートの動画を御

て意見交換や製品 PR を行えます。

社の出展ブースにアーカイブ掲載す

現場の生の声、設計者のニーズを知

るなど、その後の企業 PR にもご利用

り、顧客開拓を行える絶好の機会を

いただけます。

提供します。

Support

3

BAMBOO PRODUCTS

Support

4

商空間、インテリア、建築業界の情

主要な空間デザイナーや建築家等を

報を日々集約・編集し、自社コンテン

読 者に持 つBAMBOO MEDIA 発行

ツとして発信する web magazine。

のメールマガジンBAMBOO PAPER

その中の注目カテゴリ「Products」

に御社の製品情報を掲載して配信し

コーナーに御社の新製品情報を無

ます。

料掲載します。

■ BAMBOO PAPER 配信数約 :
12000 部

■ BAMBOO MEDIA DATA
8000UU/ 月間 50000PV/ 月間
（2020年 9 月集計）

Support

5

BAMBOO PAPER

BAMBOO EXPO
2011 年からスタートし14回開催。

Support

6

BAMBOO CATALOG
コワー キング サロン「SATELLITE

〈デザイナーとメーカーと施主〉が集

赤坂」に御社の製品カタログ・サンプ

まって、出会う、知り合うことで生ま

ルを常設展示。さらに、主要な設計

れる数々のセレンディピティを創り出

事務所に御社のカタログ情報を直接

したリアル展示会。商空間を手掛け

配 信 する「BAMBOO CATALOG」

る空間デザイナーや建築家、リテイ

は、設計事務所に御社の製品情報

ラー、デベロッパーなど、最 先 端の

が確実にリーチする注目のサービス

商空間を創り出すキーマンたちが集

です。

まる BAMBOO EXPO の開催時に
優先出展参加権が付与されます。
■次回 2021年5月開催

コワーキングサロン「SATELLITE 赤坂」とは？
「SATELLITE（ サ テリテ）赤 坂 」
は、インテリアデザイナーと建

築家に特化したコワーキングス
ペ ースとして、 赤 坂・ 一 ツ木

通り沿いビル内に誕 生。これ

からの設 計 業 界を担うデザイ

ナ ー を中 心 とした「BAMBOO

SATELLITE メ ン バ ー」が 集

うインキュベーターオフィスと
し て機 能 し、BAMBOO MEDIA

がメンバ ー の クリエ イティブ

ワークをサポートしています。

BAMBOO COMMUNITY にご参加ください
BAMBOO MEDIA では、デザイナーが高い専門スキルを身につけ、仕事に生かしてもらうために、また、メーカーご担当者に向けては、
空間デザイナーとの関わり方、製品開発、営業開発支援といった実務に役立つ情報を交えてファシリテートしています。
商空間デザイン現場での突出した経験とノウハウを惜しみなく提供しています。設計者とのコミュニケーションを生み出す BAMBOO
COMMUNITY にぜひご参加頂き、弊社サービスをご活用ください

BAMBOO EXPO onweb 出展料金表
ご案内した弊社のさまざまなサービスは、BAMBOO EXPO onweb のご出展社様に向けて提供しています。
サービスを優先的にご利用頂ける、ベーシックプラン／プレミアムプランでのお申込みをご検討ください。

99 万円／年間

55 万円／ 6カ月

11 万円／ 2カ月

プレミアム

ベーシック

トライアル

onweb の関連サービスを優先的に
ご利用頂けるプラン

onweb の関連サービスを優先的に
ご利用頂けるプラン

初回出展お申込み時限定料金。
3カ月目以降は22 万 円／2カ月

出展のお申し込みは WEB フォームから！
https://www.bamboo-media.jp/onweb-form-2/

株式会社バンブー・メディア
東京都港区赤坂 6-6-28 赤坂カムフィーホームズ 2B

TEL：(03)6804-1491 Mail：info@bamboo-media.jp

