
                        あなたのお店にもスマホアプリを 

HPからアプリの時代へ！ 
あなたのお店のアプリをつくります！ 

ShopApp-ショップアップご提案書 
簡単・低価格アプリ構築サービス 
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ShopAppサービス開始への思い 

これまで 

•「アプリを持ちたい」そう思っても、フルスクラッチ（ゼロから作り上げる場合）でアプリを開発

するには、iPhoneアプリ、アンドロイドアプリそれぞれに100万円以上の費用がかかるため、オリ

ジナルアプリを持つことは、大企業・大規模店舗以外には難しいことでした。 

しかし 

•スマートフォンの普及は年々伸び、スマートフォンの利用調査結果からもわかるように、スマート

フォンユーザーの 3 人に1 人以上が、テレビとスマートフォンのどちらが一つを選ぶなら、スマー

トフォンを選ぶと答えているように、スマホユーザーを無視できない状況になってきました。 

そこで 

 

•「もっと手軽な値段でアプリを作り、効果的なプロモーションを行いたい」こんなお客様の声に、

お応えしたのが、このShopAppです。つまり低価格で簡単に自分で情報配信ができるプッシュ機能

がついたアプリです 
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スマートフォンサイトとアプリの違いってなんでか？ 

1. 待ち受け画面にボタンがあるので、ボタンを押せばすぐにアプリから接
続することができる。 

2. アプリを一回ダウンロードしてしまえば、通信に関係ない電子書籍など、
地下鉄内でも（電波のないところでも）いつでも見ることができる。 

3. アプリをダウンロードしていただいた時点で、会員化できてしまう。 

4. 会員化するのに、お客様に面倒な会員登録をお願いしなくて済む。 

5. 情報配信をとどめておくことができる。ネットサーフィン等ができない
ので、お客様を逃がさない。 

6. Twitterやフェイスブックとの連動により、会社やサービス、お店のこと
などをタイムリーにツイートしていただいたり、いいねボタンを押して
いただくといったことも可能になります。 

7. プッシュ機能により、ダイレクトにお客様のプラットフォーム（待ち受
け画面）にお知らせを発信することができるので、メルマガとは違い確
実に読んでいただける。 
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お店情報 

•どのようなお店かアピールする

ことができます！ 

マップ情報 

•グーグルマップへリンクさせる

こともできます 

クーポン 

•「今から1時間以内にご来店の方は、

○○をサービスいたします。」など

クーポンを発行することができます。 

スタッフ情報 

•本日の出社してるスタッフ情報を載せ

ることができます。 

ゲーム 

•ゲームを時間内にクリアしたら特典が

もらえるといったこともできます。 

メニュー 

• JPGのデータであれば、収納すること

ができます。 

では、ShopApp（ショップアップ）を導入すると、 
どんなことができるの？ 
→沢山の機能の中から12個のメニューをお選びいただくことができます。 
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お知らせ 

Facebook twitter 

お店情報 クーポン マップ 

ムービー 

会員登録 

スタッフ 食べログ ギャラリー 

電話予約 

【その他ボタンの配置が可能です】 
ECサイト ／ ホームページ ／ 資料請求 ／ 予約 ／ Q&A ／ メ
ニュー 

では、ShopApp（ショップアップ）を導入すると、 
どんなことができるの？ 
→沢山の機能の中から12個のメニューをお選びいただくことができます。 
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ShopApp（ショップアップ）機能詳細① 

お知らせ機能 

ShopAppは、なんといっても操作が簡単なところがいいところで
す！ 

 
これまで、メルマガなどを打つときには、文章を考えるのに時間が
かかったり、絵文字やら、アドレスを入れるやら、実際にお知らせ
するまでに時間がかかりましたが、ShopAppには面倒な作業はいっ
さいありません！ 
「今から1時間以内にご来店の方に○○をプレゼント！」と、 
文字を打ってボタンを押下するだけ！ 
など、今の今、ご来店していただきたいお客様にすぐ告知がうてま
す！ 
＜その他 こんなときにお知らせ機能を使うと便利＞ 
・空席が続いたとき 
・タイムセールを打ちたいとき 
・本日のメニューをお知らせしたいとき 
・在庫処分をしたいとき などなど 

考える文章は 
ここだけ 

ホーム画面に表示。必ず目にとまる！ 
アプリをダウンロードしてくれているお客様全員に配信が可能！ 
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ビューアー機能 
メニュー・定期情報の季刊誌など 
JPGデータならなんでも登録できます！ 

ShopApp（ショップアップ）機能詳細② 
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スタッフ情報 
本日のスタッフの 
勤務状況をお知らせ！ 

・美容室 
・ネイルサロン 
・エステサロン 
など、担当者の出勤
情報を調べることが
できると、お客さま
は大変便利。 

クーポン 
新規のお客様ばかりに割引
をしていた時代は終わり常
連のお客様こそ日ごろの感
謝を込めてクーポンを！ 

・お得意さま感を 
お客様に提供し、 
常連のお客様を増
やします。 

ShopApp（ショップアップ）機能詳細③ 
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ムービー機能 
ユーチューブなどの動画
を再生できます！ 

SNS連動機能 
ツイッター、 
フェイスブック 
との連動！ 

文章では説明しに
くいことでも、動
画でお見せするこ
とによって、より
アピールすること
ができます。 

TwitterのAPIとの連動で、会
社やサービス、お店のこと
などをタイムリーにツイー
トしていただくといったこ
とも可能になります。また
フェイスブックとの連動で、
「いいね」ボタンを押して
もらうことによって、口コ
ミを広げることが可能です。 ギャラリー機能 

写真を10枚まで 
自由に載せられます。 

ShopApp（ショップアップ）機能詳細④ 
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ゲーム機能 
ゲーム追加予定！続々開発中！ 
ゲーム機能をアプリに入れることで、アプリとの接点時間が増
えます。 

① 
パズル 
スタート 

② 
パズルを 
時間内に 
解く。 

③ 
タイムに
よって割引
や特典が変
わる。 

ShopApp（ショップアップ）機能詳細⑤ 
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ShopApp（ショップアップ）機能詳細⑥ 

※Googleマップはほぼ全てのスマートフォンで、 
プリインストール（購入時に予め端末に 
インストールされている）されています。 

MAP機能 
GPS対応で新規客も 
迷わず来店！ Googleマップとの連動により、 

GPSで現在地からの道案内を表示。 
迷いやすい立地のお店でも、難
なくお客様をご案内！ 
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アプリの 

告知 

アンドロイドマー

ケットから 

ダウンロード 

ダウンロード 

完了 

・店頭 
・ツイッター 
・フェイスブック 
・HPなどでアプリの
告知をする！ 

・QRコード 
・メール等でも 
ダウンロードをする
ことができます。 

面倒な会員登録の必要
がないので、お客様に
登録のストレスを感じ
させません。 

アプリのダウンロード方法 

「アプリ 
はじめました」 
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さまざまな業種・業態に導入することができます！ 

※【 iPhoneアプリ 】2012年３月リリース予定 
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「img sample」部分には 
写真やロゴを配置できます 
（テンプレートプラン） 

画面イメージ 
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18種のテンプレートをご用意しています。 

テンプレートプラン 
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Webサイトを参考に、雰囲気をそのままアプリへ反映可能です！ 

 日本料理 まめ福様 

ガールズバーROYS様  
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下記サイズの画像をご用意ください。 

テンプレートプラン 
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管理画面でで
きること 

 
①メッセージの送信 
 リアルタイムで 
 送信できます。 

 
②クーポン 
 スマホのお客様 
 だけへの割引可。 

 
③ギャラリー 
 写真を自由に 
 入れ替えることが 
 できます。 

 
④スタッフ 
 本日のスタッフを 
 お知らせできます。 

 

 

管理画面詳細（ID・パスワードでログインします） 
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お申し込みの流れ 

 
 

 

 お申し込み 
  お申し込み用紙を弊

社へご送付いただき
ます。 

 
 ご入金 
   

 納品 
  ご入金後、指定デー

タが弊社へ到着後3週
間で納品になります。 

 データご送付 
  アプリを作成＆登録

するために必要な
データを弊社に送っ
ていただきます。 
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■初期開発費用     ：  99,800円（税別） 
※テンプレートデザイン 

※オリジナルデザイン場合は初期費用198,000円（税別）で承ります。 
※アイコン制作費込 

■月額費用（年間契約）：   9,980円(税別) 
※お知らせ配信用サーバ費込 
※管理画面サーバ費込 
※OSアップデートバグ対応費込   

■登録サポート（年会費込）：15,000円（税別） 
 
 
【オプション：共通対応】 
・ページ追加費用：１ページ15,000円（税別） 

 
【年間更新時】 
・次年度更新サポート（年会費込）：15,000円（税別） 

導入価格 
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導入価格＜多店舗運営のお店の場合＞※全て税抜価格になります。 

①同一アプリ内店舗 

アプリ内店舗数 月額費用 

１～５ 
０円 

（5店舗まで月額費用内） 

6～15 
14,980円 

 （月額+5,000円） 

16～30 
19,980円  

（月額+10,000円） 

②個別アプリ 

 別アプリ 月額費用 

2店舗目別アプリ 
14,980円 

（月額費用+5,000円） 

3店舗目別アプリ 
19,980円 

（月額費用+10,000円） 

4店舗目別アプリ 
24,980円 

（月額費用+15,000円） 

5店舗目別アプリ 
29,980円 

（月額費用+20,000円） 
●導入には１P追加15,000円が別途必要です。 
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開発・運用・サポート 

総販売代理店 

東京都品川区東五反田4-9-2 東五反田KBビル6F  

株式会社イーディーエー 

電話 03-5422-7524  FAX 03-5422-7534  http://www.eda-inc.jp 

東京都港区南青山3-8-5 デルックス2F 

クリアリーアドバンス有限会社 

電話 03-5530-8402  FAX 050-3737-3484  http://www.clearly-advance.jp 

担当販売代理店 


