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CONPANY INFOMATION
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Mottainaiキャンペーンソングを歌うGreenglobeの子どもたちとの
チャリティーイベントの際

団体概要・ネクストロエラウンジ会員について

名称 環境NPO法人　Next LOHE　（ネクストロエ）

所在地

東京：東京都港区麻布十番1-10-10ダヴィンチ・ジュｰルA11階
青山：東京都港区南青山2-11-13南青山ビル4階
栃木：栃木県矢板市本町6-31 

創業 平成18年5月

会長 亀山 　新一

監査 小島　由紀

理事 亀山　久雄（前毎日新聞社）

事務局長 柴崎　良美(前NTT）

理事 木島康雄（ルミ・オン代表）

理事 井出　常雄(リアイゼイション代表）

理事 中野渡　淳一（前株式会社スタイルビート専務取締役）

理事 町田　英明(前三栄出版専務取締役･現ランブラス代表取締役）

理事 榮誠(エージェント代表取締役）

アドバイザー 真田　和義（毎日新聞社、ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ事務局長）他　10名

活動の事業内容

情報サービス及びIT・CSRコンサルテーション

（1）那須の自然環境保護活動及びコミュ二ティ施設の企画運営
（2）市民団体ネットワーク構築及び国際交流活動
（3）情報誌の出版・インターネットの情報提供及び企画制作
（4）エコ商品・サービスに関するコンサルティング・輸入卸業務
（5）環境精神あふれる対象とした人材を育成の教育及び紹介
（6））イベント・セミナーの企画・開催等を通した啓蒙活動
（7）行政等の環境に関する事業の企画運営委託
（8）環境・ベンチャー企業に関連するコンサルティング
（9）その他、本法人の目的を達成するために必要な事業

Next LOHEの活動に共感し、協力してくださる方、Next LOHEを応援してくださる方はもちろん、こ
れからの時代の中でON・ＯＦＦともに安心・充実ライフを実感したいという方、是非、 Next LOHE　
LOUNGEにご入会ください。楽しくナチュラルに人助けと環境保全ができるNext LOHEが提案す
る新しいタイプのNPO会員サービスです。

＜会員＞■正会員

　　　　　　　団体：入会金50.000円/年会費50.000円　

　　　　　　　個人：入会金5.000円/年会費5.000円

　　　　　　 ■賛助会員

　　　　　　　団体：入会金0円/年会費50.000円　

　　　　　　　個人：入会金0円/年会費5.000円

　　　　　　　学生：入会金0円/年会費3.000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※上記の金額は全て税込み価格です。

〈特典内容〉　 ・バースディカード　　 　　

　　　　　　　　　・エコグッツプレゼント　 　　　

　　　　　　　　　・会報誌（年2回）　　

　　　　　　　　　・メールマガジン

　　　　　　　　　・イベントにボランティア・優待参加

　　　　　　　　　・那須高原ロッジ優待宿泊　

　　　　　　　　　・ＣＲＥＤＩブログのＡＳＰサービス※正会員・ＮＰＯ/ＮＧＯ様無料

　　　　　　　　　・Next LOHEのＨＰにリンク可※正会員・ＮＰＯ/ＮＧＯ様無料

　　　　　　　　　・セーフティネット優待サービス(6.000円/年）※正会員様無料

　　　　　　　　　・Next LOHEデザイン名刺印刷サービス(2.000円） 　

　※特典内容は都合により変更する事がありますので予めご了承下さい。

□ NextLOHE会員登録・解除について　:http://nextlohe.org＞「会員登録・解除 」

※詳しくは別紙「リーフレット」をご覧下さい



コンサルティング
企画期

仕様
決定期

開発期 検証期
NEXT
STEP

・ヒアリング
・競合調査
・企画案ご提案
・システム仕様案
　　　　　　　ご提案

・サイト基本構造設計
・グランドデザイン
・ユーザーインター
フェース設計

・システム仕様

・システム開発
・デザイン
・コーディング
・テキスト作成
・撮影etc
・総合動作検証

・運営
・効果測定

WEB／MOBILE

◆ PRODUCTION WORK FLOW

1, プロジェクトスタート　　　 2, 企画・方針決定　　　 　　3, 仕様決定　　　　 　4, 納品・サイトリリース　　　　 5, オプション

クライアント様のご要望にお応えすべく、弊社ではプロジェクトスタートからサイトリリース、更には次のステップまでトータル的に細かくサポートさせていただいております。
そうすることで、WEB制作の目的や将来のビジョンを共有し、競合他社や類似サイトの分析、その後のフローをスムーズ且つ的確に対応させていただいております。
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・プレスリリース
・ＷＥＢサイプロモ
・携帯サイプロモ
・イベント
・毎日新聞
・スポニチ
・ＴＢＳ
・ＴＢＳラジオ　　
・映画　　等
クロスメディアの提案



WEB／MOBILE

◆DESIGN CONCEPT

ゲーム・イラスト
デザイン

インターフェース・
グラフィック・情報
デザイン

携帯公式サイト
のコンサル

WEB・携帯
デザイン

アクセシビリティ
対策

リッチコンテンツ
活用

SEO対策

WEBデザイン

ウェブ・携帯サイトのグラフィックデザインは、お
客様の会社や商品の第一印象を決定的に定め
てしまう非常に重要なファクターです。

私たちはお客様の意図するイメージを大切にし
ながら、そして、日々進化しているウェブならでは
の新しい表現も積極的に採り入れながら、魅力
的でしかも伝えたいことが効果的に伝わるウェブ
デザインづくりに取り組んでいます。

グラフィックデザインと同様に、実はそれ以上に
重要なのがウェブサイト構造の設計と使いやす
いインターフェイスのデザインです。どんなに綺
麗なページでも、どこに情報があるのか分かりに
くいページ構成や直感的な操作が難しいボタン
の配置では、ユーザーは戸惑ってしまうばかりで
す。ウェブ上の言葉や情報をしかるべき場所に
配置する。快適で便利なインターフェイスを用意
する。どんな人にも操作しやすいインターフェイス
を実現する。そんな思いを常に念頭におきなが

ら、私たちはウェブづくりを行っています。
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WEB
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MOBILE
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WEB／MOBILE CONTENTS

◆FLASHメニュー＋プログラム(sample)
■クーポンツール

WEBページからユーザーの携帯電話にクーポン券を
送ることができます。例えば初回10％無料や友達を紹
介すると3,000円キャッシュバックなど様々なクーポン券
を送ることができ、WEBから顧客を集める為に利用す
ることができます。（3キャリア対応）

■カレンダーツール

キャンペーン情報や会員様限定お得情報などといった、
お客様にとって価値ある情報をお知らせすることができ、
ます。ちょっとした情報でもお客様にしてみたらお得な
情報になるので、ホームページに訪れるキッカケになり
ます。

■適正検査ツール

自身の体系に対する理想値とその差分を認識させるこ
とで、より体系に意識を持つようになり、エステに興味を
抱くようになります。そこから来店につなげることを目的
としたツールです。

■テロップツール WEBページにニュースやキャンペーン情報などをテロッ
プで流すことができるツールです。文字が流れる事でユー
ザーを注目させニュースなどの情報を読ませることがで
きます。また、テキストにリンクを設定できるので、キャ
ンペーンなどへの誘導も可能です。

■仮予約申し込みツール

お客様がカレンダーから予約したい日付を選択し、
必要情報を入力していただくことで、仮予約ができ
ます。そこから来店・リピーターにつなげることを目
的をしたツールです。

■写メールツール
無料カウンセリングツールと機能的には似ている
が、こちらはホームページなどにオーナー様の顔
写真や声を載せることで、ホームページに乙ずれ
たお客様がお店に対して安心感や信頼感を持って
もらうことができます。

■写メールツール

Yahoo!のアンケートのように、お店に対する要望
や、お客様がエステやダイエットなどについて気に
しているであろう項目など、自由にアンケートをと
ることができます。このツールを使用することによ
り、どういう所に力を入れていけばよいのか把握す
ることができます。

■ショッピングカートツール

商品登録・変更・削除機能や、購入情報管理機能
のついたショッピングカートを持つことができます。
ショッピングカートをわざわざ作成しなくても良いの
でお手軽に自社の商品を販売することが可能にな
ります。
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WEB／MOBILE CONTENTS

◆GAME(sample)

WEB

MOBILE
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MOBILE CONTENTS

◆デコメール,デコムービー テンプレート(sample)

ユーザー入力エリアを考慮したご指定のファイルサイズに合わせて2コマ～4コマのアニメーションGIFを制作させていただきます。
ファイルサイズの軽量化を前提にしたデザインの提案により、表現豊かなアニメーションを制作することが可能です。
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MOBILE CONTENTS

◆待ち受けFLASH(Sample)

任意のFLASH対応端末に合わせた、ファイル容量、ステージサイズ、アクションスクリプトにより最適なFKASH待受をご提案致します。
端末性能の差によるアニメーション描画、スクリプト実行速度など、豊富な実績によって蓄積されたナレッジで、ご希望の対応端末に
合わせたFLASH表現をご提案させていただきます。
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HIGH QUALITY MOVIE CONTENTS　
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STANDARD PLAN SPECIAL PLAN DRAMA PLAN

気軽に動画を導入していただけるプラン入門プ
ラン。打ち出したいイメージやメッセージを込め
た3分間のムービーをプロの撮影スタッフが制
作致します。タレントの起用もあります。

しっかりとアピールしたいときにオススメのプラ
ン。5分間のムービーはアピールしたいポイント
を複数出すこともできます。タレントを起用し、
専門の映像スタッフがディテクションから撮影、
編集までを行います。

本格的なドラマコンテンツを制作。オリジナルの
台本、撮影や演出、タレントの起用まで全てをパッ
ケージし、様々な角度からドラマ仕立てでPRでき
ます。会社案内からPRまで、ハイクオリティーな
ムービーをご提供致します。

Technical director (監督)
1980年代、究極のカルト映画「追悼のさざめき」を発表。一部のファンに熱狂的な支持を得る。その他の作品に「錆びた空缶」、「豚鶏心中」
などがある。

・松井良彦

・遠藤一平 劇場用作品「滂沱RESS」、「幻」、「約束の地に咲く花」など、「24」ばりのマルチカメラ撮影による独特の映像スタイルが見る者を魅了する。
近年では携帯シネマ「H.B.F」、「忍エボリューション」などがある。

・荒木憲司 近作は森高千里主演の劇場用映画「妄想少女」。最新作品は劇場用映画「バトルキャッツ」が年内公開予定。
幅広いジャンルで活躍。

映画「レインボー仮面」、ドラマ「燃えよカバディ」、「ピュアな恋を見つける12の方法」、携帯ドラマ「渋谷怪談～サッちゃんの都市伝説」が代表作。
TBS「アイドル刑事」で多くのアイドルを輩出。

・椿　 光一

★マルチデバイス対応★

立体的な映像はイメージ・ブランド先行型の現市場で力を発揮します。
さらに、マルチデバイス対応ですので、WEB、MOBILE、TVなど全てのメディアにおいてハイクオリティーなムービーをご提供することができます。



DTP

ケータイを使いこなし流行に対する意識の高い「愛さ
れたい！」「自分磨きしなきゃ！」と願う２０代中心の
女性に「素敵」、 「知的」 、「美的」がコンセプトで「エ
コ」をキーワードに誌面、ケータイサイト、PCサイト、イ
ベントを連動し、効果的な情報を配信していきます。

■AGC媒体概要
・毎月第2水曜発行
・無料月刊誌
・F1女性向け
・A4サイズ
・8Pから32P位
・4Cオールカラー

■AGC配布方法
・店舗（青山等）での配布
・イベント会場配布
・各大学での配布
＃予算に応じての制作になります。

イベントガイド誌

AｌｌRights reserved ©2007 agc11



■BOOTH　
会場内での、商品展示、販売、
デモンストレーション等で
貴社製品のPR展開

■ STAGE
ステージ・DVD等でプロモーションを
展開

■SAMPLING　
会場入り口にて、貴社製品の
サンプリングを可能

■マーケティング/オ
会場内でアンケート収集や
マーケティング調査など可能

■ポスター、フライヤー　
会場・大学内・会場周辺で
配布フライヤーに貴社のロゴ表示展開

■AGCスタッフ等とミィーティング/オ
人気ブランドとグツズ制作などの
コラボレーションも可能

■人材発掘/オ
会場内でキャンぺーンガールや
モニター人員など募集が可能。
又、オーデションも開催も出来ます。

■来店者の参加型プロモ
会場内で体験型デモンストレーション
を目的としたプロモーション。
媒体社の取材により編集記事の掲載

「素敵・知的・美的」というコンセプトにファションや音楽等に

エコをコラボレーションし新しい文化を生み出したい！

IBENT

AｌｌRights reserved ©2007 agc

■ /オはオプションサービスです。詳細は担当者に確認下さい。
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Ｗｅｂサイト

ポスター

フライヤー

Ｗｅｂサイト

PROMOTION

イベント＆ＷＥＢ＆モバイル＆フライヤー＆ポス
ターなどタイアップ媒体で約70万人の女子大生
・モデルを中心にF1層にリーチしてアクティブな
ユーザーにインフォメーションしています。

イベントガイド誌

イベント

AｌｌRights reserved ©2007 agc13


