
をd ノ

砸0M晒

P3でできる 

新しいECのカタチ
くじラボは商品をくじの形式でインターネット販売できる 

「オンラインくじ」のシステムを提供しています。

くじフポを選ぶつのメリット

遍：EC販売にンタメ要素を
くじを弓丨くときのワクワクを通して、エンタメ要素を提供できます。

品在庫リス< なし
完全受注による無在庫販売や、現在庫を組み合わせての販売も可能。

の商品価値を提供
くじ限定の商品を作ることで、希少価値の創出が可能です。

販売チヤネルの C
オンラインくじの販売を通し、幅広い購買層にアプローチ。

、.‘’ ろ冬 ^

(ft) » 2OXX*#fl#0B (fl)

ラインナップ
LINE UP

オンラインくじ第一弾 オンラインくじ第二弾

©YYYY年MM月DD日（〇> © YYYY年MM月 DD日（O)
hh:mmまで hh:mmまで

、ニザ^^^

\ くじラポだからできるつのポイント/

最短一力月で手軽にスター卜！ よりも手厚いフルサボ一卜！ 自ネ谢自サイ卜として運用可能!

初期費用ナシ、最短一ヶ月で販売が可能！ 
安価な月額費用でオンライン<じを運用できます。

サイh構築や決済導入なとについて、お手続きを 
サポート。商品企画についてのご相談も可能です。

国

自社ブランド専用の< じサイトとじr運用が可能。 
ご希望のURLでオリジナルサイトが作れます。

メーカ一•小売店 芸能事務所、ファンクラブ運営 アバレル ホビーショップ、古物中古店 飲食店、旅行関連

アニメグッズくじ 芸能系グッズくじ 福袋くじ カードゲームくじ クーポンくじ
グッズ業界で近年急速に広がり サインやイベント参加権なども 在庫商品を組み合わせ、 オリパ流行もあり、YouTube等 クーポンや旅くじ券など、

商品化内のシェア拡大中。 賞にできて射幸性アップ。 福袋感覚でくじを売ることも。 動画コンテンツとの親和性も©。 ，，もの，，以外で応用可能。
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感染症予防 
対策実施中



すぐに放映できるコンテンツテンプレー卜をご月

※コンテンツ例
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販売元株式会社MAC SP
〒462-0047愛知県名古屋市北区金城町2 丁目25-2
TEL 052-910-0566 httDS：//mac-sp.net/Siqnage_LP/index.html

PROハウス（単体）基本仕様 

幅(mm) x 長さ(mm) x 高さ(mm) 2,285 x 5,632 x 2,700

a a (kg) 1,130(パネル.ユニット除く）

面積(ni(坪)） 12,20ポ（壁芯〜壁芯3.9坪）

mm (kg/d) 300

播雪対応(cm) 100

保造 轻^8^ラーメン構造

屋根材 ガルバリウム隨t=0.5mm厚

天撕 カラー麵t=0.35厚（断熱材入り）

床材 塗装合板t=12mm

壁材 カラー鋼板t=0.35厚内外とも（断熱材入り）

建具 窓ハ•ネル（1,798x2,435)、

出入口パネル(1,798x2,435)を設定（サッシ色:ステンレスカラー）

※建具はハウス本体には含まれません

瓶色 クリームホワイ卜

電離備 30A単相2線分電盤2回路

(漏茁ブレーカーXI、ノーヒューズブレーカーx2)

※分電盤丨での取付け、結線となります

40WS^LED照明X2台3路スイッチX2ヶ所照明器具

換誠備 換韻パネルを雖（0200ウ；Eザ—力ハ-—付）

※ハウス本体には含まれません

コンセン卜 2ロコンセントX2ヶ所、エアコン用コンセントX2ヶ所

ビルトインLEDサイネ一ジ八ウス 
基本仕様

•約100インチの大迫力！
(幅1，500mmx 高さ2,000mm)

•安心安全の防塵&防水タイプ 
■高輝度屋外用LEDtt^i (最大5,000cd)

•照度センサー搭載（10段階の明るさを自動調整) 

• 3.9mmピッチの高性能LEDを採用

LEDサイネ一ジ基本仕様

重量（kg) 102

サイズ 100インチ

パネル雌 12 (1枚当たり500x500mm

幅（mm) 1,500

高さ（mm) 2,000

入力®E (V) 100

1パネ均消費®力（W) 240W

防趣•防水性能 IP65

ビルトインLEDデジタルサイネージ八ウスのciつのポイントh

〇1卜綱刀！ 02卜安心•安全の屋外仕様！ 〇3卜齣の高獅! ！
今までなかったLEDサイネージビル卜イン 
型ハウス。建設現場でサイネ一ジの導入が 
普及している中、ハウスと一体化した 
本商品は業界初！！

高輝度屋外用LED仕様 
(3.9mmピッチ•最大5,000cd)
防塵&防錡タイプ。

多様なニーズにお応えできるように
PROハウスを使用。
LEDサイネージは国内製で安心安全。

04卜圧倒的な視認性！ 05卜コンテンツ制作ちお任せ！ 06卜どこでも設置可能！
鮮明かつ明るい静止画や動画が放映可能で 
抜群の視認性。効果的な情報伝達や高い訴求 
効果を実現。幅1,500mmx高さ2,000mm 
の約100インチで大迫力。

デザイン•動画等のコンテンツ制作も 
お任せください。
効果的なコンテンッの提案•制作•
運用までワンストップで対応。

全国どこへでも設置可能。
搬入設置から撤去までお任せください。

デ梦ネア動mwiiフデアy制滞任贾ださ!^
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LEDデジタルサイネージを

導入するメリツ卜

1か所で複数のコンテンツ配信
情報量の増加

時間別の客層ごとに
タイムリーな情報配信

目を引く映像で

圧倒的な視認性

音や映像による
情報発信力の向上

情報発信から、空間演出まで！
様々なニーズに応える

LEDデジタルサイネージ



LEDサイネ一ジと液晶の違い

輝度（明るさ）

画面の明るさの指標としてcd(カンデラ）
が使われます。
LEDビジョンのcd数が800cd〜6,000cd 
に対し、液晶モニタ一(LCD)は600cd 
程度で、屋内でも外光が当たる場所 
などにおいては、LEDビジョンの方が 
明るぐ視認性が高くなります。

耐久性

明るく光り続けられる時間（耐久性）に大きく差があります。 
LEDビジョンは、約50000時間点灯すると、明るさが半減 
するとされており、1日14時間点灯してもおよそ10年は明 
るさが持続する計算となります。対して液晶モニタ一 
(LCD)は約30000時間が寿命とされており、1日14時間 
点灯すると、約6年程度で寿命がやってくる計算となります。

つなぎ目と画面サイズ
LEDピジョンは、1枚1枚パネル 
を構成して画面を構築するため、
最大サイズに制約がなく、ぺゼル 
レスでスツキリと表示できます。
液晶モニタ一（LCD)の場合、
メーカ一が販売している最大サイズ 
の多くが120インチ程度になりま 
す。それ以上の画面を構成する 
場合は、複数のモニターをマルチ 
画面で構成するため、画面にべゼル 
(つなぎ目）が現れ、文字がべゼルを 
跨ぐと見え辛さが発生する 
デメリットがあります。

価格（導入コス卜）

LEDビジョンと液晶モニタ一（LCD)は、サイズによって 
価格が大きく異なります。小さい画面の場合は液晶モニタ一 
(LCD)の方が価格メリットが大きく、逆に大きい画面の場合 
はLEDビジョンの方が安くなる場合がございます。分岐点と 
しては、100インチ以上の画面を希望される場合は、LED 
ビジョンをおすすめしております。LEDビジョンは、画面が 
1枚1枚のパネルで構成されており、部分的な交換ができる 
ためメンテナンス性に優れておりコス卜メリットがあります。

LEDサイネ一ジの選定ポイン卜“ピッチ”

ピッチサイズ別特徴

ピッチとは画面を構成しているLEDチップ同士の距離です。
ピッチが粗いほど低画質、細かいほど高画質になります。

選定の判断基準となるのが、導入先の環境と、利用者がそれを目に入れる距離（視認距離）です。 
視認距離に合わせ、最適なピッチのLEDビジョンをこ'提案いたします。

ピッチサイズと視認距離

罔

推奨視K距雜

ピッチサイズ 10mm 6.67mm 3mm

2.9_以上 以上

2.5mm 1.875mm
屋外用推奨ピッチサイズ 涅内用推理ビッチサイズ

適正視認距離（m)=ピッチ（mm)XL16

販売元株式会社MAC SP
T462-0047
愛知県名古屋市北区金城町2 丁目25-2
TEL 052-910-0566 https://mac-sp.net/signage/
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1枚で、サツと

ニオイ•汚れをスッキリJ

日本企画

雀
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9m ウエツhテ德ツシユ

なめても安心

厚手タイプ

Amazonにて

販売中！

蜜

ノンアルコ-ル•パラベンフリ-だから

籲ペット用ウエットティッシュの特徴春

銀イオン配合

銀イオンは幅広いウイルス 
や菌に結合して除菌や抗 
菌効果を発揮します。

細菌を死滅、殺菌。

天然ビタミンE配合
このビタミンは、皮虜の細 
胞にとって有害である活性 
酸素からペットの皮膚を保 
護するように働く天然の酸 
化防止成分です。

アロエべラ配合

皮膚の保湿、刺激の鎮静、 
抗酸化や再生などの作用 
がある天然成分です。

コラーアン配合

保湿に優れた成分として 
働き、うるおいに満ちた皮 
庙へと整える役割をします>

お散歩や食事後に•目•耳•おロまわり•トイレ後や床そうじに
たっぷり80枚入りで 
毎日気軽に

デリケートな部位にも トイレ後のおしりふきや、手足(肉球)ふき
安心して使えます 床そうじにも。1枚でたっぷり拭ける

お問い合わせは------------------------------

TEL: 052-910-0566
13 E_mail:sales@mac-sp.net まで

株式会社MAC SP
亍462-0047
愛知県名古屋市北区金城町2 丁目25-2

FAX: 052-910-2600
MAC
Sales Promotion Company

mailto:sales@mac-sp.net


日本企画;]アルコール50%配合高濃度除菌ウエットティッシュ

フタ付きでカンタン取出し/ 
アルコールもしっかり50%配合

キッチン

ウエツ卜アイツシュ

除菌ウエツ卜テイツシユ 銀イオン•ア□エエキス配色50 xl 80 mm

籲ウエツ卜ティッシュの特徴春

アルミ蒸着フィルム

採用
パッケージの素材は、バリ 
ア性能に優れたアルミ蒸着 
フイルムを採用。高い機能 
性でアルコールや水分の蒸 
発を防ぎます！

銀イオン 
配合

銀イオンは幅広いウイルス 
や菌に結合して除菌や抗菌 
効果を発揮します。

細菌を死滅、殺菌。

乾燥防止フタ 
採用

使いやすいプラスチック製 

のフタを採用。シール式に 
比べ密封度が高ぐ蒸発を 
気にする事なく最後まで 
しっかり使えます。

アロエエキス

配合
アロエエキスは皮庙の水分 

を補い保ち肌を整える効果 
があるといわれています。 
アロエエキス配合で肌に優 

しい除菌シー卜です。

♦導入事例籲
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複数店舗を

一括管理

«•會t鬱磨いで 
4 9L

Googlemm

BME for Gooale

ロフイ一ル 

^一 ビス
サービスのこ、 

動画はコ
丨

新型コロナウイルス救済キャンペーン！

BME for Googleとは MEO対策の中でも最大級の効果があると言われている《サイテーション》を重視、さらに高度なSEO対策を加えることにより' 
Gooale検索エンジン/Gooaleマップにおいて『業種xエリアjで検索した際に、お店のアカウントを上位表示させるサ一ビスです。

BME for Googleを導入する3つのメリット
上位表示で露出度UP

(事例：六本木美容院}

キーワード «朱»位

パーマ 1位

美容院 3位

八イライト 1位

ヘッドスパ 6位

女性専用 1位

六;*木*8W
TNr

一括管理で工数削減と上位表示化

BME for Googleでは、複数店舗のGoogleプロフィールを一括管理することが 
可能です。複数店舗の費用対効果を比較分析、一括で口コミの確認分析やご返 
信、®新情報の一括投稿が可能。管理にかかる工数の削減だけでは無く、分析 
や口コミの管理、一括投稿により、表示順位の向上に繫がります。

翁

WEBサイ卜の表示順位も向上

店舗名を検索した際、最上位にくるポータルサイ卜か 
ら予約が入ると從屋制で課金が発生しますが、SEO対 
策(描造化)によって自社サイ卜が最上位になること 
で、大幅なコス卜カットが可能でございます。 IB flf



MEOを軸にしたサービス

•
 ユーザ一のポータルサイト離れやSEO対策の飽和状態もあり、MEO対策に注力したいというニーズは高まって 

おります。約74%のユーザ一がGoogleから「業態xエリア」で検索し、画面占有率の高いGoogleビジネスプ 

ロフイ一ルを見てお店を選択をしています。Googleビジネスプロフィールを上位表示させることが集客におい 
て多くの効果をもたらしており、上位表示させるための対策をMEOと呼びます。

独自開発のサイテーションシステム
MEO対策の中でも最大級の効果がある《サイテーション》を 
重視、Googleが世界基準と認めている30媒体にお店のアカ 
ウン卜を自動生成します。

SNSなど、Web上に存在する店舗情報は全てが正しいとは限 
らずミ店舗名などの表記が統一されていません。
ブレインは独自の技術によって店舗情報を一元管理し、Web 
上の店舗情報を統一することに成功しました。
統一された正しい店舗情報をGoogleマップは信頼できる情報 
だと認識し、検索ランキングも上位に表示されるようになり 

ます0

3〇のSNS、地図サービスに対応

複数店舗のGoogleマイビジネスを一括管理
1店舗ごとではなく、 「全店舗—括での分^||「全店舗一括での口コミの確認/返信」、 

「全店舗-括でのタイ!^ン投稿jが可能です。

初期費用

20,000円
(税込22,000円)

月額

19,800円
(税込21,780円)

導入のこ•相談、お見積りはお近くの販売店へ

株式会社アイフィールド
ストアブ□モーション事業部

C 06-6226-8295 (平日 9:00-18:00)

O food-solution@i-fieldnet.com
〒541-0048大阪府大阪市中央区瓦町3•小7 KCビル6F

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

ブレイン株式会社103-5843-0858<年中無休1〇:〇〇-2〇:〇〇》网support@blayn.com 
〒106-6117東京都港区六本木6丁目1〇番1号六本木ヒルズ森タワー17F

製品の仕様.デザイン.機能等につきましては、改良のため予告なく変更する埸合がこ•ざいます。

Date .-2021.04

mailto:food-solution@i-fieldnet.com
mailto:support@blayn.com

