AR

始めませんか？ちょっと気軽に AR

I T ソリューション

パッケージプラン

手軽にA R 企画を実現できる、プラットフォームアプリが誕生しました。
A R のほか、電子カタログの掲載や SNS との連携など、広告に効く機能も満載！

ポ

プ

ラ

バナー開設費

￥52,000（税別）

Ver.1.3

[ 1バナーにつき ]

ご契約期間は 1か月〜 OK！
Android 端末、iOS 端末に同時配信してこの価格！

コンテンツ掲載費

マーケットでの審査落ちの心配無し！*

￥13,000（税別）

HTML コンテンツも掲載ＯＫ！ 電子カタログやサイトを掲載できます

[ 月額 /1コンテンツにつき ]

画像はもちろん、3DCG や 動画、音声、パノラマ写真も AR コンテンツに！

OEM 版 開発します。
す 費用は 35 万 円〜

POPLAR 利用時の、ユーザーのログが採れます！ **

詳しくはお問い合わせください

* 公序良俗に反する内容など、コンテンツ内容によってはご依頼をお断りする場合があります。
** ログ機能サービスは有償です。詳しくはお問い合わせください。

概要

AR コンテンツ表示時の、標準搭載機能

POPLAR は、画像や動画、3DCG* など様々なＡＲコンテンツを表

インフォメーションページ

示することができる、スマホ用のプラットフォーム アプリです。

お客様の会社名や、コンテンツの説明を掲載す
ることができるページを、ご用意しています。

POPLAR [ポプラ ] を起動後、印刷物（雑誌、ポスター、チラシなど）を

AR のマーカーの入手先を告知するなどして、

映すと、
そこに動画や画像など、
指定された

キャンペーンへの誘導を後押しできます。

無期限

季節の行事が、3Dで表示されます。

展示会でお配りしている絵葉書が。
マーカーになります。
ご希望の方はご連絡ください。

コンテンツが浮かび上がります。

info@warpstyle.jp

Web 連携機能

ご希望の UR L へアクセスするボタンを付けることができます。

*3DCG
POPLARにお申込みいただいた方は、ARコンテンツで汎用

写真撮影機能 /SNS 投稿機能 *

的に使える3DCG データをご利用いただけます。
（有料 ）

表示された AR コンテンツを撮影することができます。また、
その写真を Twitter や Facebook へ投稿することができます。

画面遷移と料金
INDEX 画面に、お客様専用のバナー * を開

* 全画面でコンテンツを表示させる場合は、写真撮影機能及
び SNS 投稿機能は利用できません。

■AR コンテンツ表示

設します。
1セット の初月費用

また、階層を持つことができますので、複数

￥52,000
[￥52,000×バナー1つ ]
￥13,000
[￥13,000×コンテンツ1つ ]

の AR コンテンツ運用したり、HTML で自由
にレイアウトされたページを電子カタログコ

合計

ンテンツとして掲載することもできます。

* お客様専用のバナー
このエリアがバナーになります。
アイコン、タイトル、キャプションを
自由に付けられますので、すべての

￥65,000

POPLAR ユーザーにリーチできる広
告効果が期待できます。

次月以降
￥13,000× 掲載月数
■ホーム ■スプラッシュ ■INDEX 画面（第一階層）

■ 電子カタログ
コンテンツ表 示

ＡＲコンテンツを表示
INDEX 画面（第二階層）へ

■INDEX 画面（第二階層）

■AR コンテンツ表示

ＡＲコンテンツを表示

1セット の初月費用
￥156,000
[￥52,000×バナー3 つ ]
￥26,000
[￥13,000×コンテンツ2つ]

電子カタログコンテンツを
表示

合計

￥182,000

次月以降
￥26,000× 掲載月数

Powered by フジ印刷株式会社

Mail：info@warpstyle.jp

IP Phone：050-7102-2075

URL：http://warpstyle.jp/ar/poplar

お申込み・お問い合わせ
info @ warpstyle .jp

テスト実装から調整後、3 営業日でアプリにいたします。*

開発の流れ
*
お客様

当社

/

当社

お客様

お申込み / データご入手

お客様

/

お客様

当社

お客様

データのご準備 / ご送付

ご支給いただいたデータによっては、3 営業日では開発ができないことがあります。

当社

当社

お客様

開発・調整

お申込みの旨をメールでお送り

ガイダンスに沿って、必要なデー

テスト実装を行い、各調整を行

ください。

タをご準備ください。

います。

当社より使用規約とお申込み書

ご準備いただいたデータは、ス

をお送りします。

トレージサービス等を利用して

申込書を返信いたきましたら、

ご送付いただき、ダウンロード

ガイダンス等のデータ一式をご

先 URL を当社へお知らせくださ

送付します。

い。

お申込み先：

ストレージサービスを利用できない場合は、

テスト実装したものをご確認い

CD-ROM 等でデータをご送付ください。

ただき、お客様のご意向をお聞

アプリ公開

調整後、公開します。

マーカー：
ご支給いただいたグラフィック
の認識が悪い場合は、修正をご
依頼します。
コンテンツ：

ar-pack@warpstyle.jp

きしながら、コンテンツの表示
角度等を調整します。

お客様に準備していただくデータ

下記データをご準備いただき、当社へご送付いただいてからアプリ制作開始となります。
詳しくは、データ一式内のガイダンスをご覧ください。

アプリの情報

アプリに必要なテキストや画像などを、ご用意ください。

AR のマーカーとなる

コンテンツを表示させる AR のマーカーとなる、グラフィックのデータをご用意ください。

グラフィックのデータ

規定のマーカーもあります。詳しくはお問い合わせください。

表示される

画像や動画や 3DCG など、表示させるコンテンツのデータをご用意ください。

コンテンツのデータ

Google Play・App Store にて公開中

POPLAR を使ってみる

特記事項

ポプラＡＲ
・グラフィックのデザインによっては、AR に不向きな場合もあります。
・ご企画が決定してからお申込みください。

POPLAR は、Google Play や App Store に公開しています。
スマートフォンにダウンロード後、サンプルをご覧ください。
からダウンロード

からダウンロード

・月額費用は、1 つのマーカーに対して 1 つのコンテンツを表示させる金額
です。
・データに不備があった 場 合や内容によっては、納品までに 3 営業日以上か
かる場合があります。
・アプリ公開後に請求書を発行させていただきますので、翌月 25 日までに
請求書記載銀行へお振込みをお願いいたします。
・アプリ納品後、OS のバージョンアップによって生じた不具合の対応は有
償となっております。
・Vuforia(QCAR) を使用します。（クアルコム社の利用規約に同意いただ
く必要があります）
・公序良俗に反する内容など、ご企画やコンテンツ内容によってはお断りす
る場合もあります。
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