
携帯コンテンツ案①　音楽・楽器屋ナビ

コンテンツ内容

※利益

全国の楽器店を検索できます。

楽器店に対して利用者がクチコミで評価できます。

利用者、店共に登録制となります。

利用者の利点

1. 自分が行こうと思う楽器屋をお気に入りに登

録できる。

2.GPS を使い、自分の近くの店舗を検索できる。

3. 他の人のクチコミを閲覧できるため、店の特

徴を詳しくつかむことが出来る。

●店舗登録は無料→登録店舗を増やすため。

●店舗へのクチコミの削除権限、返信を書くこと、お知らせ表示はプレミアムコースとして有料とします。

楽器屋の利点

1. 無料で登録できる。

2. [ 有料 ] お知らせを登録できる。

3.[有料 ]クチコミの不利な情報は削除できる。



楽器屋クチコミ .net

都道府県選択

コンテンツトップ 検索結果

プロフィール

詳細情報

ID

GPS 情報を通知します
よろしいですか？
1　YES
2　NO

GPS を利用して位置検索を行う

パスワード

楽器店専用ページへ

マイページへ

楽器の種類

重視ポイント

開始

ID

パスワード

今週のピックアップ !

◆SALE 開催！ 12/15～20
　（○○楽器 /東京都）
◆プレミア商品入荷！
　（○○楽器 /愛知県）
◆イベント開催！
　（○○楽器 /大阪府）

この欄に掲載するの
には別途広告料金が
発生致します。

検索結果（6件）
◆○○楽器
◆○○楽器
◆○○楽器
◆○○楽器
◆○○楽器

検索

○○楽器

電話　00-0000-0000
住所　○○○○○○○○○○
営業時間　10:00～20:00
定休日　月曜日
コメント
1/1～10 までセールを行います！
掘り出し物もいっぱい！
是非ご来店くださいませ。

ピアノの品揃えが良か
ったです。店員さんも
親切で居心地良かった
です。
満足度★★★★☆

タケ♂
30歳

ミケ♀
25 歳

　口コミ
満足度平均 ★★☆☆☆
 口コミ件数 (30 件 )
品揃え　★★★☆☆
サービス　★★★★☆
メンテナンス　★★★☆☆

投稿一覧

ギターさがしてたん
だけど種類が少なくて
ガッカリ・・・。
満足度★★☆☆☆

1/2/3

戻る

評価をカテゴリ分けして
より詳しい情報が得られ
るようにする。

投稿結果の総合満足度が
表示されます。

楽器屋クチコミ .net

楽器屋クチコミ .net

楽器屋クチコミ .net

タケ♂　30 歳
東京

・お気に入りの楽器　サックス
・コメント
　二年前からサックスを習う
　ようになりました。初心者
　ですが宜しくお願いします。
　一緒に練習したいと思って
　おられる方は是非お気軽に
　メールしてください。

メールを送る

投稿一覧でコメントしている方のアイ
コンをクリックすると詳細情報が表示
され、コミュニケーションを取ること
ができるようになっています。

お気に入りに追加 登録

お気に入りへの登録、お
よび口コミ情報を閲覧す
るには、会員登録が必要
となります。

大阪府 /サックス /サービスでの

携帯コンテンツ案①　音楽・楽器屋ナビ



楽器屋クチコミ .net

マイページ 楽器屋専用マイページ

タケさんのマイページ

○○楽器

電話　000-0000-0000
住所　○○○○○○○○○○
営業時間　10:00～20:00
定休日　月曜日
コメント
1/1～10 までセールを行います！
掘り出し物もいっぱい！
是非ご来店くださいませ。

ピアノの品揃えが良か
ったです。店員さんも
親切で居心地良かった
です。
満足度☆☆☆☆☆

タケ♂
30歳

　口コミ
満足度平均 ☆☆☆☆☆
 口コミ件数 (30 件 )
品揃え　☆☆☆☆☆
サービス　☆☆☆☆☆
メンテナンス　☆☆☆☆☆

投稿一覧 1/2/3

楽器屋クチコミ .net

名前　タケ
年齢　30 歳
性別　男
住所　東京
アイコン

コメント
二年前からサックスを習う
ようになりました。初心者
ですが宜しくお願いします。
一緒に練習したいと思って
おられる方は是非お気軽に
メールしてください。

編集

削除返信

★登録情報 ★登録情報

★お気に入り
◆○○楽器
◆○○楽器

追加

★メールボックス
◆受信ボックス
◆送信ボックス
◆ゴミ箱

楽器屋専用マイページ

編集

お気に入り登録件数　20 件

様々な種類のアイコンの中
から選択してプロフィール
に表示してもらう。

poin
t

どれだけの人がお気に入りに入れている
のかみることができます。

poin
t

投稿コメントの管理ができます。コメン
トに対して返信を行いたい場合は返信を
書くことが出来ます。

解決策 2・3

携帯コンテンツ案①　音楽・楽器屋ナビ



携帯コンテンツ案②　おけいこナビ

コンテンツ内容

※利益

全国の教室の検索サイトです。

教室に対して利用者のクチコミを表示させることで、公平な評価での選択を助けます。

利用者、教室共に登録制となります。

利用者の利点

1. 自分が行こうと思う教室をお気に入りに登録

できる。

2.GPS を使い、自分の近くの教室を検索できる。

3. 他の人のクチコミを閲覧できるため、内部の

様子がわかりやすい。

●教室の基本情報登録は無料→登録教室を増やすため。

●教室へのクチコミの削除権限、返信を書くこと、お知らせ表示はプレミアムコースとして有料とします。

●ターゲットを絞った広告メッセージ（web チラシ？）は有料とする。

教室の利点

1. 教室を登録することで宣伝となる。

2.[ 有料 ] ターゲッットをしぼった広告がうてる。

3.[ 有料 ] お知らせを登録できる。

4.[ 有料 ] 不利な情報は削除できる。



おけいこ .net

都道府県選択

コンテンツトップ 検索結果 詳細情報

ID

GPS 情報を通知します
よろしいですか？
1　YES
2　NO

GPS を利用して位置検索を行う

パスワード

おけいこ教室の方専用

マイページへ

おけいこの種類

重視ポイント

開始

ID

パスワード

今週のピックアップ !

◆オーケストラしませんか？
　（○○音楽教室 /東京都）
◆X’ mas ソングを奏でよう！
　（○○ピアノ教室 /愛知県）
◆第九を一緒に歌いましょう！
　（○○コーラス教室 /山口県）

おけいこ .net おけいこ .net

この欄に掲載するの
には別途広告料金が
発生致します。

お気に入りへの登録、　
およびクチコミ情報を閲
覧するには、会員登録が
必要となります。

大阪府 /書道　での
検索結果（6件）
◆○○教室
◆○○教室
◆○○教室
◆○○教室
◆○○教室

検索

○○教室

電話　00-0000-0000
住所　○○○○○○○○○○
おけいこ内容　書道
営業時間
月曜日～金曜日 10:00～20:00
土曜日　10:00～13:00
コメント
1/1～10 まで書き初め展示会を
○○○で行います。
時間は 10:00～17:00 までです。
どうぞお越し下さいませ。

施設は綺麗で集中でき、
先生も親切なのでとても
気に入っています。
満足度★★★★☆

タケ

ミケ

　口コミ
満足度平均 ★★★★☆
 口コミ件数 (30 件 )
施設　★★★★★
指導者　★★★★☆
価格　★★★☆☆

投稿一覧

先生がとても優しく、
アットホームな教室。
満足度★★★★☆

1/2/3

戻る

評価をカテゴリ分けして
より詳しい情報が得られ
るようにする。

投稿結果の総合満足度が
表示されます。

お気に入りに追加 登録

携帯コンテンツ案②　おけいこナビ



おけいこ .net おけいこ .net

マイページ 教室専用マイページ

タケさんのマイページ

○○楽器

ピアノの品揃えが良か
ったです。店員さんも
親切で居心地良かった
です。
満足度☆☆☆☆☆

タケ

　口コミ
満足度平均 ☆☆☆☆☆
 口コミ件数 (30 件 )

投稿一覧 1/2/3

様々な種類のアイコンの中
から選択してプロフィール
に表示してもらう。

投稿コメントの管理ができます。コメン
トに対して返信を行いたい場合は返信を
書くことが出来ます。

どれだけの人がお気に入りに入れている
のかみることができます。

名前　タケ
性別　男
アイコン

編集

削除返信

★登録情報 ★登録情報

★お気に入り
◆○○教室
◆○○教室

★新着情報
◆○○教室からのお知らせ
　○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○

◆○○教室からのお知らせ
　○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○

☆近くの教室チラシ
　○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○

追加 追加

楽器屋専用マイページ

編集

お気に入り登録件数　20 件

電話　000-0000-0000
住所　○○○○○○○○○○
おけいこ内容　書道
営業時間
月曜日～金曜日 10:00～20:00
土曜日　10:00～13:00
コメント
1/1～10 まで書き初め展示会を
○○○で行います。
時間は 10:00～17:00 までです。

施設　☆☆☆☆☆
指導者　☆☆☆☆☆
価格　☆☆☆☆☆

poin
t

poin
t

poin
t

この箇所を店舗が表示する
のは有料となります。

GPSの機能を使い、近隣地区の方
に限定してお知らせを表示させる。
[教室側有料 ]

携帯コンテンツ案②　おけいこナビ



携帯コンテンツ案③　GPS機能を利用した、路線鬼ごっこ

コンテンツ内容

□収益

携帯のGPS 機能を使用し、各地域の路線上で鬼ごっこをします。
15 分毎に自分の位置を知らせなけらばなりません。
鬼、逃げる人の位置を確認する際には自分の位置を発信しなけれ
ばなりません。
確認時には、近場の参加店舗が表示されます。
勝者は最後まで鬼から逃げ切れた人になります。全員捕まった場
合は、はじめに鬼になった人が勝者です。

・エリア駅近辺のお店を募り、広告料を頂きます。

当日集合後、企画者の管理ページからスター
トボタンをクリックすると、出席簿を利用し
て参加者にルールと位置確認用のメールが送
られる。
ランダムに一人、鬼メールが送られる。
一日乗車券を購入してスタート。

鬼ごっこスタート！

制限時間が来て終了！

集合場所から出発。鬼は 5分遅れてスタート1

事前に。（集合時）

基本ルール

スタートから 15分ごとに参加者にメールが送られる。
メールが届くとアクセスして位置発信と他者の位置確認。現在
地の近くの参加店舗も表示される。

2

メールが届いてなくても他者の位置確認は出来るが、自分の位置
も発信しなければならない。

3

休戦時間中は、駅の移動はしてはならない。（参加店舗への誘導）4

鬼に捕まったら自分も鬼になる。（鬼が増える）5

・物理的に近い位置にいるため、集客に繋がります。
・希望店舗にはクーポンページを設け、さらに集客に繋げます。

□参加店舗の方のメリット



みんなで路線鬼ごっこ

鬼ごっこプランを立てましょう

コンテンツトップ 自分の鬼ごっこページ

★路線鬼ごっこの遊び方

◆遊び方
◆ルール
◆新しく鬼ごっこの計画を
　立てる。
◆自分の鬼ごっこページへ

◆掲示板
◆出席簿
◆誘い

携帯のGPS 機能を使用し、各地域
の路線上で鬼ごっこをします。
鬼に捕まった人は、その人も鬼に
なります。
勝者は最後まで鬼から逃げ切れた
人です。      
全員捕まったらはじめの鬼が勝ち
です。

鬼ごっこのお誘いです。
企画者：うさこ
詳しくはこちら
http://www.onigokko.net/
合い言葉は「たこやき」です。

★ルール
1.15 分ごとにメールが届くので、
メール無いのアドレスをクリックし
て、現在地を報告します。

2. 他の人の位置は随時確認できます
が、確認するには自分の位置を報告
しなければなりません。

3. 電車は必ず三両目に乗ること。

4. 休戦時間中は、移動してはいけま
せん。

5. 危険なので走ってはいけません。

ID

パスワード

会員登録（無料）がお済みでない方

あなたの名前

タイトル
日時
休戦時間
内容

合い言葉

鬼ごっこエリア

投稿  友達をさそう
（メールアドレスを記入して下さい。）

送信

参加鬼ごっこページ

◆鬼ごっこプラン
企画者 うさこ
タイトル ○○○線鬼ごっこ
日時 2006/02/10　10:00～16:00
内容 参加希望者は○○駅に○時
 集合してください。
 12 時～13 時は休戦です。
 勝ち残った人はケーキを
 おごってもらえます    。
 持って来る物・・・　
合い言葉 たこやき

GSP 機能を使った鬼ごっこサイト

参加者専用の掲示板を設け、質
問事項等の意見交換に利用する。
参加者と出欠表のリスト。
当日、このリストを利用して、鬼
ごっこシステムを稼働させる。

誘いたい人のアドレスを
記入する。

「誘い」は企画者しかみえない。

企画者のみ登録が必要

大阪地下鉄

～

携帯コンテンツ案③　GPS機能を利用した、路線鬼ごっこ


