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お問合せ窓口
NPO法人　Next LOHE　　　　
東京都港区麻布十番1-10-10ダヴィンチ・ジュールA11階
TEL　03-6229-0553／FAX　03-6229-0552
http://nextlohe.org

Ｎxet LOHE confidential

「データ共有型」モバイルモールシステム

急成長モバイルコマース市場に、新たなビジネスモデルの登場！

青山時間 価値向上施策のご提案
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モバイルモール導入による、Value UP施策

■与件の整理

｢ 青山 」の魅力を掘り下げていく季刊誌「 青山時間 」を発行。
PC・ケータイのホームページも運営しており、連動した情報を掲載。

毎号、特集テーマに沿ったエピソードや場所、お店などを紹介、

メールマガジンの発行も行ない、青山エリアの活性化を図っている。

季刊誌、PCサイト、そして携帯モールの３媒体を効果的に運用

アナログとデジタルの役割を再考し、今以上の相乗効果を図る

■大まかな方向性

“モバイル通販ショッピングモール” の仕組みを活用

■ モバイルモール導入にあたって



Copyright © 2007 Next LOHE Office

All right reserved

~Next Lifestyles Of Health and Eco Next LOHEwww.nextlohe.org

PCサイト 季刊誌 携帯モール

携帯サイト

今迄は、アナログ媒体の導線上に、WEBの各種情報があり、
特典やプレゼント的要素が少なかったこともあり、
店舗等の検索には便利な反面、それ以上の効果もなかなか期待しにくかった。

これに、通販（Ｅコマース）を絡ませることにより、
今迄以上の誘導効果が期待できる。

※特に上質でセンスの良いショップが集積している青山エリアでは･･･

エリア内、地下鉄、各店舗等で配布

雑誌のごとく、写真やライティングにもこ
だわり、青山エリアの上質さを訴求
誌面の中で、飲食店を始め、各種スポット
を紹介。

各種情報掲載
店舗検索

過去情報のアーカイブ

姉妹紙の情報掲載

■ 各媒体の役割

各種情報掲載
店舗検索

実店舗への誘導

コンテンツ
を活用
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・携帯モール（サイト）の認知度、閲覧数（PV数）

・実店舗への誘客数

・会員数（メルマガ会員）

・広告収入

携帯モールの導入により、向上が予測される事項

・青山エリアの活性化

・｢ 青山時間 ｣ のブランディング

※具体的な数値はこれから

■ 中期的目標
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※トップページの情報は、ログ感覚で簡単に更新可能。
　携帯サイトのコンテンツ・データが既にあり、構築作業もスムーズ。

売れｽｼﾞﾗﾝｷﾝｸﾞ BEST ○
　

■□■□■□■□■

ｷｰﾜ-ﾄﾞ検索★

詳細検索★
ｼﾞｬﾝﾙから探す★

■□■□■□■□■　

・～・～・～・
★初めての方★
ログイン
・～・～・～・

青山時間オンライン

◆ モールトップイメージ例

新着情報

最新NEWS

ショップお得情報 各種情報掲載
既存コンテンツへリンク

プレゼントキャンペーン

メルマガ会員募集

□ キャラメルシフォンケーキ

□宝尽し絵銘々皿

店舗ﾗﾝｷﾝｸﾞ
BEST10
　

ランキング例

タグの使用で、販促商品を大きく、

目立たせる等、様々な方法が
考えられる。
各店舗からの広告掲載も有

他社広告掲載

■ モール構築イメージ

① 店舗構築 通販運営タイプ

　※通販体制の取れるショップで、

　　実際にネットショップを構築。
　　デフォルトで1店舗1,000商品まで掲載

　
　
② 店舗構築 店舗利用タイプ　

　※通販はしない・できないが、

　　ネットショップを構築し、今以上に
　　各種情報を掲載。

③ 既存携帯サイト 利用タイプ

　※運営負担等、様々な理由から

　　ネットショップは構築せず、
　　既存サイトの掲載情報を利用し、
　　実店舗の誘導を実施。

モールに紐づく、各店舗の形態

【検討ポイント】
・青山エリアの上質なアイテムが、携帯でも即購入できる ようなイメージを訴求

・通販運営店舗を10～20店は確保

・スムーズな店舗・商品検索もポイントであるので、既存サイトとのＤＢの持ち方を検討
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第1フェーズ

☆無料会員の囲込み
・ユーザー投稿コンテスト（写真/動画）
・最新商品情報
・最新イベント情報
・スタッフブログ情報
・お得な特典情報
・必見ランキング情報
・セール情報
・キャンペーン情報
・グッズ情報
・アンケートプレゼント

☆Ｅvent
・エコフェスタ/年2回（8月・3月）
・オークション＆リサイクル/毎土・日曜
・朝市/毎日曜
・クッキングスク－ル/毎水曜
・ヨガスク－ル/毎日
・サッカースク－ル/毎日

初年度10,000人目標
♯プロモーション状況により変動します。

第3フェーズ

☆広告(期間保証)
・GIFバナー500,000円／月ｘ2枠
・テキストバナー500,000円／月ｘ2枠
・動画バナー500,000円／月ｘ2枠
3.000.000円/月＞36.000.000円/年
☆メルマガ配信サービス
・1,000件単位＠20円～×5.000件

♯プロモーション状況により変動します。

第5フェーズ

☆無料会員から1000円/月会員へ
・送料が無料
・動画・アプリ・フラシュコンテンツ
・ゲーム・懸賞
・月間誌の無料提供
・「女優0000」コンビニの旅情報
初年度5.000人ｘ1.000円>5.000.000/月
＞60.000.000円/年
☆モール参加
・出店初期費用
1店初年度50店ｘ10.000円>500.000/月
＞6.000.000円/年
・出店月費用
1店初年度50店ｘ5.000円>250.000/月
＞3.000.000円/年

♯プロモーション状況により変動します。

第6フェーズ

☆ECサービス
・オーガニック商品・ギフト商品
・オリジナルエコグッズの企画販売
1店/初年度5.000人ｘ1.000円>5.000.000/月
＞60.000.000円/年
・アフリエイトシステム
1店/初年度1.000店ｘ5.000円>5.000.000/月
＞60.000.000円/年
♯プロモーション状況により変動します。

ＢtoＣ
　　活用メリット
1.有料コンテンツの利用
＞動画・ＦＬＡＳＨゲーム・待受け・着歌・着ボイス

2.お買い物券・割り引き券
＞店舗での利用券・お買い物での日替わり割り引き

3.プレゼント券・トライアル券
＞限定商品・新商品の試供品

4.社会貢献券
＞ＭＯＴＴＡＩＮＡＩへチャリティ

5.広告
＞キャンペーンフェアの告知

6.販売促進
＞電子チラシ・クーポンの配布

7.マーケティング
＞アンケートリサーチ

8.ユーザー管理
＞アクセス情報

　　　　　　　　ＢtoＢ

・コンテンツ
・テクニカル
・ソフト
・著作権

・日本全国
・海外

「いつでも」「どこでも」「誰とでも」を軸に情報発信

誰が・いつ・どこで・何をトレースする事が可

■初期費＞3.000.000円/初期
・ドメイン所得費、
・モバイルフロント制作費（企画・デザイン・基本ＦＬＡＳＨゲーム）
・DB構築、課金システム
■運用管理費＞300.000円/月
・サーバーレンタル、保守費、回線使用料、ドメイン、情報更新(週1回)、管理費
・広告販売・管理、REPの開拓及びオペレーション
■課金・広告費ロイヤルティ＞50％
■オプション＞要見積
・リッチコンテンツ制作（イラスト、動画、アプリ、ゲーム）
・プロモーション（公式サイトコンサル、会員囲い込み）
・サイト機能の追加（デコメメール配信等）
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事業の発展性

◇ビジネスモデル confidential


