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■ 開催趣旨

Webミーティングシステムを活用した
食べる・たいせつフェスティバルの新しい取り組み

「食べる・たいせつフェスティバル」は今年で第13回を迎えますが

昨年度はCOVID-19の世界的な感染拡大により、当生活協同組合でも
感染拡大の防止を最優先と捉え、2020年度は全道8ヶ所での開催を中
止いたしました。
今年に入りワクチンの供給の目処も立ち、多くの道民の予防意識も高

まり、感染症予防をしながら日々の生活を送っているところではありま

すが、今現在も収束の見通しが立たないコロナ禍において各地区の会場
環境などを考慮すると参加する組合員や出展者様の感染症対策にもリス
クがあると判断し、今年度のリアル開催は札幌地区のみで10月2日(土)
に実施することといたしました。
しかしながら毎年楽しみにしている札幌地区以外の組合員も多く、

各地区の組合員も参加可能な新しい取り組みとしてZoomを活用した
「食べる・たいせつフェスティバル2021のオンライン開催」をリアル
開催の翌日となる10月3日(日)に実施することといたしました。
オンライン(Zoom)でのアプローチは、当生活協同組合にとっても

新たなチャレンジ、コープさっぽろから発信するチャンネルや出展者

様が発信するチャンネルなど様々なチャンネルを予定、オンライン開
催のWebサイト公開、生産者様やお取引先の皆さまの力もお借りし
て来年度以降の新しい展開も見据えた取り組みとしてオンライン開催
に臨ませていただきます。
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■ 開催概要 ／ Zoomについて

Zoom / Zoom Webinarについて

とは？

Zoomとは、いつでも、どこでも、どんな端末でもWeb会議ができ
るクラウドサービスで、複数人で同時参加することができる「ビデオ・
Web会議アプリケーション」です。

食べる・たいせつフェスティバル2021オンライン開催では、通常の
クライアントアプリ（ミーティングアプリ）ではなく、オンラインセミ
ナーを実施できる「Zoom Webinar(ズームウェビナー)」を使用して
実施する予定です。
ズームウェビナーでは、相互にやりとりできる任意の人数を登録可能

で、それぞれをパネリストとして設定できます。パネリストとのクロス
トークなどテーマに添ったセミナー向けのアプリです。もちろんパネリ
スト以外の方も視聴は可能ですが、パネリストとの違いはカメラやマイ
クの操作ができないのと視聴者の顔や名前が表示されることもありませ
んので、気軽に視聴参加していただくことができます。

今回のオンライン開催ではパネリストとして視聴参加したい組合員を
事前に募集、例えば、出展者様の商品を使用したセミナーなどを実施し
ていただく場合、予めその商品を組合員パネリストにお送りしてライブ
配信を見ながら一緒に参加体験していただきます。また、ズームの特性
を活かしてパネリストとの質疑応答などクロストークもできるスタイル

のライブ配信を予定しています。

※Zoom日本語サイト: https://zoom.us/jp-jp/meetings.html
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■ 開催概要 ／ @オンライン開催概要

オンライン開催概要

■ 日 時

■ 会 場

■ 視聴方法

2021年10月3日(日)  9:30～16:00（予定）

コープさっぽろ ルーシー店3F 特設Zoomスタジオ
札幌市白石区栄通18丁目5-35

Zoomウェビナーでのライブ配信による
参加型「オンライン体験セミナー」

■ 出展タイプ ①コープさっぽろルーシー店3F 特設スタジオからライブ配信
カメラ・マイク・照明・スイッチャーなどの配信環境を整えた特設
スタジオよりライブ配信いたします。
出展者様はセミナーに必要な素材や食材などの材料、調理器具など
をお持ち込みいただき、事前に提出していただいたプロットシート
（進行表）をもとに、撮影のカメラ割りや進行内容などをディレク
ター、カメラマン、オペレーター立ち会いのもとに打ち合わせを行
い配信本番に臨んでいただきます。
尚、レンジやIHヒーターなどの一般的な調理機器については事務局
にて準備いたします。
※チャンネル数 : 3～4チャンネル予定
②Zoomライセンス（ミーティングorウェビナー）をお持ちの
出展者様によるライブ配信及びコンテンツ配信
独自でライセンスをお持ちの出展者様のチャンネルを設定。タイム
スケジュールを組み、それに応じて事前に提出していただいた進行
表に準じてオンタイムで配信していただきます。

事前にお申し込みいただいた組合員パネリストの参加型視聴
及び、組合員の一般視聴
※パネリスト募集人数: 10名（予定）
※事前の申し込みにより組合員のパネリスト参加を募り、対象となる
組合員パネリストに対象チャンネルで使用する食材や商品等を予め
お届けして参加していただき、双方向コミニュケーションが可能な
配信内容を実施いたします。

※また、パネリスト以外の一般視聴で参加する組合員にも配信を見な
がら一緒に体験が出来る様に、9月第5週企画(9月第5週商品お届け）
にて、対象となる出展者様の食材や商品を掲載したチラシを配布い
たします。一般視聴で参加する組合員が対象商品を購入して参加で
きる取り組みをいたします。

■ 視聴対象
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■ 開催概要 ／ @オンライン 配信チャンネル

配信チャンネルについて

■ 配信予定
チャンネル

※❸❹❺❻のチャンネルが出展者様のチャンネルです。チャンネル
数については、出展申し込み状況により調整させていただきます。
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チャンネル❶ コープさっぽろ組合員活動委員会（仮）

札幌・旭川・北見・苫小牧・室蘭・帯広・釧路・函館の組合員活動
委員会のチャンネル。地域の生産者とコープさっぽろの取り組み
の紹介や地域の生産者を応援するチャンネル。

チャンネル❷ コープさっぽろ 生活文化事業部（仮）

コープさっぽろ生活文化事業部の取り組みや文化教室の活動を配
信するチャンネル。

チャンネル❸ ❹ 食と食育のチャンネル（仮）

食品関連の出展者様が特設キッチンスタジオからライブ配信を行う
チャンネル。出展者様の食に関する取り組みやの商品を使ったア
レンジレシピや食育セミナーなどを配信するチャンネル。

チャンネル❺ 生活・環境・子育てアラカルト（仮）

食品関連以外の出展者様が特設スタジオを使ってライブ配信を行
うチャンネル。生活・環境・子育て・SDGsなど出展者様の取り
組みをモノづくりやセミナーなどを通じて配信するチャンネル。

チャンネル❻ 食と生活のアラカルト（仮）

Zoomのライセンスを独自でお持ちの出展者様のチャンネル。
予め設定したタイムスケジュールに添って、出展者のオフィス等か
らライブ配信及びコンテンツを配信するチャンネル。



■ 開催概要 ／ @オンライン タイムスケジュール

配信チャンネルタイムスケジュール案

Zoom配信チャンネル タイムスケジュール案

※事前募集によりお申し込みいただいた組合員のパネリスト参加者には、予め
オンライン参加時に必要となる出展者様の商品(レトルト食品や食材、商品等)を
お送りして配信の際にリアルタイムで参加体験できるようにいたします。
また、一般視聴で参加された組合員には抽選で配信で使用した食材や商品等を
プレゼントする予定です。
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■ 開催概要 ／ @オンライン 特設スタジオ

特設ライブ配信スタジオ設備について

Zoom特設ライブ配信スタジオイメージ

■ 配信用設備 配信用カメラ 2台（カメラマン 2名予定）

配信用PC 2台（共有ホスト）

インサート用PC 1台（パワーポイントなど資料インサート用）

スイッチャー カメラ・PCなどの配信用のスイッチング

ヘッドセット ワイヤレスヘッドセット 2台（Bluetooth接続）

モニター 配信者用モニター 1台予定

照明 LED照明 2台予定

備品 背面パネル、テーブル/1800×900mm相当

配信スタッフ ディレクター・スイッチャー・PC 3名予定

■ その他設備 ① 調理用機器
一般的な電子レンジ・IHヒーターを事務局にて準備。その他の機器につ
きましては出展者様にてご用意ください。
※一部対応可能な場合もございますので予めご相談ください。

② 感染予防対策関連備品
非接触体温計・手指消毒剤・除菌洗浄剤などを準備。配信業務に携わる
スタッフは不織布マスクとフェイスシールドを着用。
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※背景のデザインは変更になる場合があります



■ 開催概要 ／ @オンライン プロット制作について
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Zoomライブ配信用プロットシート制作・提出について

Zoom配信の内容を共有する「配信用プロット」の提出をお願いいたします。
（配信用プロットは以下の目的で活用いたします）

❶ 事務局が配信内容を把握するため
❷ パネリストの事前募集を行う際の情報提供用資料として
❸ 一般視聴者への配信内容の情報提供用資料として（ウェブサイトなど）
❹ ライブ配信に関係するスタッフの事前資料として
❺ ライブ配信用機材の準備のため

■ 配信内容及び配信用プロット制作のポイント

配信内容を企画する際には、対象年齢（今年度は小学生とその親）の設定に
ご注意いただくとともに、内容に関しても 理解しやすく、楽しく学べる 工夫
とZoomの特性を活かした 双方向コミュニケーション が実現できる配信内容
をご検討願います。

❶ 配信を始める際に、これから行う内容をイメージできるように、以下の
内容をプロットに組み入れる。
①あいさつ・自己紹介
②これから配信する内容の説明
③配信の目的（配信を通じて知ってほしい内容）

❷ 配信を視聴する年齢層に合わせた説明をする。
①難解な専門用語を使わないで理解しやすい言葉に置き換える
②フリップ（説明ボード）やパワーポイントなどを使って伝えたいポイント
を明確にする。

❸ パネリストとやりとりをプロットに組み入れる。
①配信をいくつかのシーンに分け、その中で質問や疑問に答えるようなポイ
ントを作る。例えば、調理等の配信の場合、下ごしらえなどが終わったあ
とに「ここまでの工程で何か質問はありますか」の様な呼びかけとやりと
りをするなど、配信側が一方的に進めるのではなく、Zoomの特性を活か
した配信を行う。

※プロットの制作例は次項を参照願います。
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S
シーン

Picture
画面

Action & Dialogue
内容・セリフ

Time
時間

#1

配信者のシングルショット

↓

食材を紹介したフリップのアップ

↓

配信者のシングルショット

みなさんこんにちは〜

コープ食品の柴田と申します。

食べる・たいせつフェスティバルオンラインでは、コープ食品の

「おいしいクリームシチュー」で作る、美味しくて健康にも良いと

言われている季節のたっぷり野菜とサーモンのクリームシチュー

をご紹介いたします。

お料理の途中で質問タイムも設けますので、パネリスト参加

されている組合員の皆様はどんどん質問してくださいね。

質問される際は、Zoomの設定でオーディオがOFFになってい

ると思いますのでオーディオをオンにして質問してくださいね。

それでは始めさせていただきま〜す。

今日作るのはサーモンクリームシチュー。

使用する食材は、玉ねぎ、じゃがいも、にんじん、トマト、

サーモンとコープ食品の「おいしいクリームシチュー」です。

パネラーの皆さんには事前に「おいしいクリームシチュー」を

お送りしていますので、いっしょに作れる方は画面を見ながら

進めてくださいね。

#2

配信者のシングルショット

↓

下ごしらえしている手元のアップ

↓

パネリストのマルチ画面

それでは、はじめに食材の下ごしらえです。

(食材の下ごしらえのポイントなどを織り交ぜながら進行）

下ごしらえはこれで終わりです。

パネラーの皆さんここまでで質問はありますか〜。

質問のある方は手を上げてくださ〜い。

それでは、赤いニットの女性の方質問をどうぞ。

※状況に応じて複数名のパネリストとクロストーク

#3

配信者のシングルショット

↓

下ごしらえしている手元のアップ

↓

パネリストのマルチ画面

つぎは、サーモンの下処理をします。

これをやるとやらないでは出来上がりが全くちがいますので

参考にしてくださいね。

(下処理のポイントなどを織り交ぜながら進行）

下処理ははこれで終わりです。

パネラーの皆さんここまでで質問はありますか〜。

質問のある方は手を上げてくださ〜い。

それでは、赤いニットの女性の方質問をどうぞ。

※状況に応じて複数名のパネリストとクロストーク

食べる・たいせつフェスティバル2021 オンライン

Zoom配信用プロットシート ①

記入例
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食べる・たいせつフェスティバル2021 オンライン

Zoom配信用プロットシート ②

記入例

S
シーン

Picture
画面

Action & Dialogue
内容・セリフ

Time
時間

#4

配信者のシングルショット

↓

調理工程の○○をアップで

↓

配信者のシングルショット

それでは、下ごしらえしたした野菜とコープ食品の

「おいしいクリームシチュー」といっしょに煮込んでいきます。

ここでポイントを一つお教えいたします。

サーモンを入れる際には、〇〇を先に入れて少し時間をおい

てから〇〇とサーモンを入れると美味しいシチューになるので

覚えておいてくださいね。

それでは、煮込んでいる時間を使ってアレンジアイディアを一つ、

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇美味しくなりますよ。

#5

配信者のシングルショット

↓

盛り付けから完成品をアップで

↓

パネリストのマルチ画面

コープ食品の「おいしいクリームシチュー」で作った

季節のたっぷり野菜とサーモンのクリームシチューの完成です。

私のオススメは、カリっと焼いたパンとの組み合わせ。

皆さん上手に出来ましたか？

いっしょにお料理していただいた

青いシャツの女性の方上手に出来ましたか？

※状況に応じて複数名のパネリストとクロストーク

#6
配信者のシングルショット

↓

応募用のQRコード

そして今日ご視聴していただいているパネリスト以外の

組合員の皆様にも抽選で10名様に、今日のシチュー作りに

使ったコープ食品の「おいしいクリームシチュー」をプレゼントい
た

しますので、これから言うキーワードを忘れないでくださいね〜

キーワードは『おいしいシチュー』、

ご覧のQRコードからアクセスして、応募してください。

#7 配信者のシングルショット

本日はありがとうございました。

これからもコープさっぽろと

コープ食品をよろしくお願いいたしま〜す。

本日はありがとうございました。

① このプロットシートをもとに配信本番前にディレクター・カメラマン・オペレーターと15分程度の打ち合わせを行い

カメラ割りやアングルを決めてからライブ配信本番となります。予めカメラアングルやフリップ、パワーポイントなど

希望がある場合はご記入ください。

②尚、当日は配信と配信の間の時間を少し余裕を持って設定しておりますが、大幅な時間延長には対応出来

ませんので、予め出展者様にてリハーサルを実施していただきライブ配信本番に臨んでください。

※次項に配信イメージコンテがございますので参考にしてください。



■ 開催概要 ／ Zoomライブ配信イメージ（全体で30分の予定です）
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■ 開催概要 ／ スケジュール

今後のスケジュールについて
出展に関する説明会（オンライン）

■ 2021年4月21日(水) 1回目 13:00～・2回目 15:00～

■ 2021年4月22日(木) 1回目 13:00～・2回目 15:00～
Zoomによるオンライン説明会を開催、各回25名を予
定しておりますのでご希望の日時と会社名、出席者の
お名前、メールアドレスを下記までお送りください。

説明会お申し込み: 2021年4月13日(火)まで
食べる・たいせつフェスティバル2021 in 札幌事務局
（株式会社カルチャーランド内 担当 : 渋谷）
E-mail : tabefes@cultureland.co.jp

■ 2021年5月20日(木）
・オンライン出展申込書（提出書類⑦）
・Zoom配信実施概要書（提出書類⑧）
※ライブ配信につきましては配信枠に限りがありますのでお申込順優先
で締め切らせていただく場合がありますので予めご了承願います。

出展申込締切

提出書類締切 ❶ ■ 2021年7月15日(木)

出展説明会
つどーむリアル出展
と同時開催

出展者説明会 ■ 2021年9月上旬（※日程は後日連絡いたします）
※状況により、オンラインでの開催になる場合があります。
※つどーむリアル出展者説明会と同時開催いたします。

提出書類締切 ❷ ■ 2021年8月31日(火)
・お弁当供申請書（提出書類⑪）

オンライン
ライブ配信

■ 2021年10月3日(日)
9:00～配信スケジュールに応じて随時

請求書発行 ■ 2021年10月中旬より順次出展料請求書を発行

■ 出展説明会の前に Zoom配信のサンプル動画を制作
YouTube「くみかつチャンネル」に動画をアップします。

https://www.youtube.com/channel/UCDGx9OHf_hc6CyOUc7YLIYw

Zoom配信
サンプル動画
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・Zoom配信用プロットシート（提出書類 ⑨-1、⑨-2）
・Zoom配信トピックシート（提出書類 ⑩）

https://www.youtube.com/channel/UCDGx9OHf_hc6CyOUc7YLIYw


■ MEMO
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■ MEMO
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コープ宅配システムトドックpresents
第13回コープさっぽろ「食べる・たいせつフェスティバル2021」in 札幌

「食べる・たいせつフェスティバル2021」in 札幌事務局

〒060-0099 札幌市中央区北9条西23丁目1-20
コープさっぽろ 組合員活動委員会

Tel.011-641-5571 担当: 柴田・竹田・斉藤・河井

株式会社カルチャーランド内／担当: 渋谷
TEL.011-623-3330／FAX.011-623-3332

E-mail: tabefes@cultureland.co.jp

お問合せ

お申込・運営・会場設営・Zoom配信に関するお問合せ


