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ご挨拶

昨今、あらゆる分野に於いてオンラインの活用が期待されています。WEB上個展

集客に実績のある展覧会検索「Artshow.jp」は、閲覧認証機能付電子画集を掲載

（設置）した「オンライン個展」を開設しました。

Artists様の新作発表は元より、画集・画文集の電子版をサイン（記帳）した方に

是非、お見せ（公開）してください。



Artshow.jp「オンライン個展」の特色

▼ 開催期間に制限はありません（年中無休で作品販売）。

「オンライン個展」は、一年中開催（公開）していますので、個展・グループ展終了後の

作品販売が可能です。新作発表や個展・グループ展開催のタイミングに合わせて展示作品を

更新（リニューアル）して下さい。

▼ 動画（アートシーン）で臨場感を出します。

あたかも個展会場で展示作品を鑑賞しているような情景を動画で再現します。又、アート作品の

制作過程や作家紹介を動画で表現します。（オプション）

個展を再現！ 来場（閲覧）者がわかる電子画集掲載！

▼画集・画文集の「電子画集」を掲載。

画集を個展会場で来場者にお見せするシーンを「オンライン個展」で再現します。「電子画集」

には 本人登録した方のみ閲覧できるパスワードを設定しますので、「オンライン個展」の

来場者が分かります。（オプション）

事例： 「オンライン個展 武井清 」 → http://e-gallery.co.jp/pic/takei/ 

▼ 個展検索「Artshow.jp」の下記サイトに掲載、閲覧者を集客します。

TOPページ／Twitter → https://artshow.jp/

全国展覧会検索 → https://artshow.jp/search_ex.php 

注目作家の個展紹介 → https://artshow.jp/pick_ga.html 

アート販売個展検索（作品販売） → https://artshow.jp/search_ko.php 

▼ 個展とリンク！ 作品カタログ・パンフレット印刷。

Gallery（出品作品一覧）ページの内容をＡ４版のコート紙に表裏カラー印刷した作品カタログや

三折りパンフレットを格安にて作成・提供します。（オプション）



「オンライン個展」集客イメージ

展覧会検索「Artshow.jp」の閲覧者を「オンライン個展」に誘導します！

Web閲覧者

アート購入者は希望の作品を

インターネットで探します。

そのキーは ↓

作品モチーフ、分野、作家名→検索

web閲覧者 個展検索

■ TOPページ／Twitter 

作家の知人

（オンライン個展主催者）

オンライン個展

■ TOPページ／Twitter 

■全国展覧会検索

■オンライン個展紹介

■アート販売個展検索

（作品販売）

閲覧者がわかる

ｅ画集 作成

リアルの個展

（開催期間 1週間）

ポストカード

ポストカード

閲閲 覧覧

「Artshow.jp」は個展を無料で告知できるwebサイトです。→ https://artshow.jp/

動画（アートシーン

ｅ画集



「オンライン個展」の仕様

① ＴＯＰページ（オンライン個展入口）

出品作品のイメージを背景に、ナビゲーションに動く５枚の作品画像を使い臨場感

を出したデザインです。

事例 ： 「オンライン個展 武井清」 → http://e-gallery.co.jp/pic/takei/

「杉山 修 版画展」 →  http://e-gallery.co.jp/print/sugiyama/

※ 各種ＴＯＰページデザインを用意、ご提案します。

② What‘s New （個展履歴）

最新の個展情報（ポストカード）を表示して、リアル個展・グループ展との

同期を図ります。

③ MOVIE（動画）

①

②

③

③ MOVIE（動画）

動画を掲載、オンライン個展の臨場感をだします。又、動画サイト

（YouTube）と同期する事で、閲覧者を増やします。

④ ABOUT（作家プロフィール）と「ｅ画集」

作家経歴、個展履歴等の記載と作家ポートレートを表示します。

パスワードを入力すると閲覧できるbook形式の「ｅ画集」を掲載します。

※ パスワードを発行する事で閲覧者が分かります。

⑤ Gallery（出品作品一覧）

作品販売を念頭に出品作品を一覧形式（サムネイル）で紹介、それぞれ拡大図

（作品詳細）を表示します。

※ 立体（工芸・陶芸）作品は3次元で表示します。

⑥ Contact（お問合せ）

個展主催者（作品販売窓口）の紹介と閲覧者（ｅ画集閲覧と作品購入予定）からの

「問合せ」を、スマホとＰＣから電話又はメールで受信します。

④

⑤

⑥



個展とリンク！ 作品カタログ・パンフレット印刷

■ 作品カタログ （A4コート紙、両面カラー印刷）

▼ 画集型 表紙 （作品一覧） 裏表紙 ▼ リスト型 （1頁10点掲載）

個展会場で、展示作品が分かるカタログやパンフレットを配布すれば、個展終了後、来展者は「オンライン個展」で安心して作品購入さ

れます。 又、個展開催前に展示作品のカタログを郵送する事で、アート購入予定者の来展を促します。「オンライン個展」では、Gallery

（出品作品一覧）ページの内容を作品カタログやＡ４版の上質紙に表裏カラー印刷した三折りパンフレットを格安にて作成・提供します。

5

■ 三折パンフレット （A4コート紙、両面カラー印刷）

表面（表紙・裏表紙・作品）
裏面（作品）



「オンライン個展」開設料金

■ 開設費 ・・・・・ １５，０００円 ～ 。

（Ａ） ベーシック・デザイン作成 15,000円。
（TOPページ、ABOUT、 What‘s New、 Gallery／出品作品一覧、 Contact）

（Ｂ） Gallery（出品作品一覧）作成料 ・・・・・ １万円 ～。
作品 ～ 12点 ・・・・・ １万円。 追加作成 1点500円。

（C） MOVIE（動画）作成 （オプション）
（１) 開設者（ユーザー）作成、YouTube投稿 ・・・・・ 無料。
（２) 弊社作成： ・・・・ ５万円 ～ 。（２) 弊社作成： ・・・・ ５万円 ～ 。

（D） 画集・画文集の電子book作成 （オプション） ・・・・ 45,000円 。
公開料 月額1,000円 （年払い１万円）

■ 公開料金（管理費） ・・・・・ 無料。

☆ カタログ・パンフレット印刷料金 （オプション）

作品カタログ （A4コート紙、両面カラー） 画集型（小冊子・中閉じ） 8頁（24点） 25,000 円／100 部。
リスト型（ホッチキス止め） 4頁（40点） 18,000 円／100 部。

三折パンフレット （A4コート紙、両面カラー） 50,000 円／300 部。

225-0011  横浜市青葉区あざみ野3-2-15 株式会社 イーギャラリー



「電子book（HTML5版）」作成

書籍のデジタル保存とインターネット公開！

■ 電子bookとは、主にインターネット上で流通する電磁的に記録された、国内外に向けた読み物の総称です。
一般的には書籍や雑誌を実際に扱うような感覚で閲覧することができるデジタル媒体のことを指します。

▼ 2ページ閲覧方式
本をめくって見るように閲覧できます。絵や写真等、2ページに跨って
表示されている頁のある本でも閲覧できる方式です。

■ 仕様

▼ 著作権の保護
閲覧者は、画面から（右クリックで）表示されている画像をコピーでき
ません。又、コンテンツ（書籍）のダウンロードはできません。

書籍（画集）

スキャニング

▼ マルチデバイス対応
PC／スマートフォン／タブレット等の機器から、そのまま閲覧できます。
専用の閲覧ソフト（ Acrobatリーダー）はいりません。

▼ 外部サーバー公開
電子book は固有のアドレス（url）を付けて「ebook5」クラウド上に作成
されますので、このアドレス（url）にリンクして、個展検索「Artshow.jp」
サイトや皆様のホームページから閲覧する事ができます。
事例：早大山岳部100周年記念誌 → https://my.ebook5.net/artshow/wac15/

▼ 閲覧認証機能
作成した電子book に閲覧認証パスワードの設定が出来ますので、閲覧
申請した方にだけお見せする事が可能です。

■ 作成料金

お手元にある展覧会記念誌や画集・画文集を送付して下さい。
弊社でスキャンして電子データー（pdfファイル）に変換、電子bookを作成
個展検索「Artshow.jp」サイトにて公開します。
※電子データー（pdfファイル）は電子記録媒体（USB端子）に入れて納品

電子book作成料 45,000円。公開料 月額1,000円（年払い１万円）

電子データー
（pdf）

電子book作成

閲覧者

オンライン個展

Artshow.jp皆様のホームページ

電子bookの閲覧



 FAX 返信用紙（045-902-9233） 

 

■「オンライン個展」開設申込み書： 

【オンライン個展】の開設申込みは、下記の項目をご記入の上、この用紙を弊社宛 

FAX して下さい。 

 お名前                         

 作品分野                          

ご住所                                        

 TEL：                          FAX：                        

 e-mail：                                 

「オンライン個展」：  □ 開設する。 □ 検討する。 

MOVIE（動画）作成： □ 作成する。 □ 作成しない。 

電子 book 作成：   □ 作成する。 □ 作成しない。 

 

■「オンライン個展」開設料金  

新規開設 ・・・・・  １５，０００円 ～。 

リニューアル開設  ・・・・・ ０円 ～。 

公開料金（管理費） ・・・・ 無料。 

※出品作品は随時、更新（入換え）します。公開中、売却した作品には＜売却済＞のマークを付けます。 

※ＨＰのある方には、電子 book のみ作成承ります。 

***************************************************************** 
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