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本媒体資料の有効期間 
■本媒体資料の有効期間は、2015年9月1日 ～ 2016年12月31日までとなります。 
 
本媒体資料について 

■本媒体資料は、本媒体資料の作成時点におけるKANSAI MUSLIM FRIENDLY GUIDEサービスの内容
を説明するものであり、当社と本サービスの利用者、及び当社のパートナーとの権利義務関係を示す
ものではありません。本サービスの利用者、及び当社のパートナーは、本媒体資料がかかる性質のも
のであり、権利義務関係の一切は、別途締結する契約書に従うものであること、及び、本媒体資料の
内容に関して、当社が一切の法的責任を負いかねますこと、ご了承下さい。 

■本媒体資料に記載の料金は、別途の表示のない限り、本体価格です。消費税は別途申し受けます。 

■本媒体資料に記載された製品名またはサービス名は、各社の登録商標または、当社がその知的財産
権を有するサービス名称やサービス表記です。  

■本媒体資料の内容は予告無く変更する場合がございます。 



運営会社概要 

総代理店: 株式会社 トリプルアイ 本社／日本オフィス 

住所: 〒542-0081 
 大阪市中央区南船場2-10-30 
 豊城ビル6F 
TEL: 06-6484-7707 
FAX: 06-6251-7757 
お問い合わせ:   
inbound@ccc-inc.com/ 
 
役員： 三宅基生（代表取締役／日本代表） 

事業内容： 
1. 広告・販促・広報の企画、制作、印刷の実施および代理 
2. マルチメディア・ホームページの企画、制作、運用、およびインター

ネットを利用した通信販売 
3. 翻訳・通訳および書籍の出版、販売 
4. イベント・コンベンションなどの実施および代理 
5. マーケティングリサーチ業務、ビジネスコンサルテーション業務および

会社設立のサポートに関する業務 
6. 撮影および取材に関する業務 
7. 前各号に付帯する一切の業務 

企画・制作・運用: 株式会社シーズ 

住所: 〒542-0081 
 大阪市中央区南船場2-10-30 
 豊城ビル6F 
TEL: 06-6251-7707 
FAX: 06-6251-7757 
WEB:  http://www.ccc-inc.com/ 
 
資本金： 1,500万円 
代表者： 三宅基生（代表取締役／日本代表） 
設立： 1990年10月 

事業内容： 
1. 国内外向け広告宣伝制作 
2. ホームページ制作・マルチメディアコンテンツ 
3. 販促／広報の企画・制作・印刷 
4. キャンペーン・イベント制作・実施 
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本媒体の主体アプリのプロモーションについて 

海外、国内で下記のような各種のプロモーションを計画しています。 
次ページの弊社インバウンドプロジェクト概要も参照してください。 

旅行会社・航空会社 

現地送客旅行会社・航空会社等にアプリ紹介をしていただけるよう、
働きかけます。 

海外で＝旅行前の情報収集 

旅行博での案内 

現地で開催される旅行博覧会等でアプリ紹介をいたします。 

ブロガーによる紹介 

現地の人気ブロガーがアプリ紹介記事を投稿いたします。 

口コミ・SNS 

アプリ内からのシェア機能により、SNSでの拡散を図ります。 

観光局からのアプリ紹介 

各地の観光局の協力で、各種媒体でアプリを紹介していただきます。 

日本で＝旅行中の情報収集 

国内旅行会社・航空会社 

国内のツアーオペレータ、航空会社にアプリを紹介していただけるよう、
働きかけます。 

広告 

海外向け旅行媒体に広告出稿をいたします。 

口コミ・SNS 

アプリ内からのシェア機能により、SNSでの拡散を図ります。 

WEBサイトの運営 

アプリのホームページを運用いたします。 
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KANSAI MUSLIM FRIENDLY GUIDEサービスのご紹介 

本資料内で使用されるアプリの画像は全てAndroid OS上の画面表示となります。iOSでは表示が異なります。 
●Android、Android OS、Google Play、Google マップはGoogle Inc.の商標または登録商標です。 
●Appleは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 
● IOSは、米国およびその他の国におけるCisco社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 
● Amazon、Amazonのロゴ、Amazon.co.jp、Amazon.co.jpのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。 
 
※ Google Playは、現在中国国内で使用することができませんので、 Android OS版アプリを中国でダウンロードする場合、
Amazonアプリストアからとなります。 
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本サービスはAppStore/Google Play/Amazonアプリストアで提供する 
アプリケーションを用いたサービスです。 

Amazonアプリストア 

本資料内でいう地域版の対象となる都道府県は以下となります。 
【関西版】：大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県の6府県 
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KANSAI MUSLIM FRIENDLY GUIDEサービスのご紹介 

日本において厳密なハラル対応は難しいものですが、イスラム教やハラルについての基本的な知識を持ったうえで、 
できる限りの努力をすることは可能です。 

そこで、何らかの対応やサービスの提供が可能であることを「ムスリムフレンドリー」と定義づけています。 
従って、掲載対象とする施設はハラル認証施設に限定しておりません。 

関西圏を訪れるムスリム旅行者に向けて、安心してサービスを受けられる 
レストランや宿泊施設をご案内するアプリです。 

 KANSAI MUSLIM FRIENDLY GUIDEサービスアプリでは、独自の調査によりピックアップした 
ハラル認証およびムスリムフレンドリー対応の約130箇所の施設を紹介。 

今後はさらに調査エリアを関西全域へと拡大し、内容の充実を図っていきます。 

KANSAI MUSLIM FRIENDLY GUIDEサービスとは？ 

ムスリムフレンドリーとは？ 



株式会社シーズが開発する、インバウンド観光客・ハラルの方を対象にした、施設誘導アプリです。 
大阪観光局が配布するが「HALAL & MUSLIM FRIENDLY MAP」パンフレットの情報を基に、
地域を関西圏に広げ、スマートフォンの機能を生かして利便性を向上させた施設案内アプリ
とし、無料配布いたします。 

KANSAI MUSLIM FRIENDLY GUIDEサービスのご紹介 

関西圏 約300箇所のムスリムフレンドリー施設を掲載 

施設のカテゴリーから検索 

24に分類された施設のカテゴリーを見やすくアイコンで表示。ムスリムの方が滞在時に必要なお祈
りや飲食などのサービスを受けることが出来る施設を素早く検索することができます。 
各カテゴリーは独自のアイコンで表示され、どの国の方にも、理解しやすいよう配慮しています。 

検索結果の基本情報表示、マップ表示 

検索結果一覧から、基本情報の表示、およびマップ表示ができます。 

お気に入り施設 

お気に入りの施設をアプリ内で登録し、タップ１つで呼び出すことができます。 

基本機能（以下の機能は無料で対応しています） 
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※Amazonアプリストアでも配信中 

独自の調査によりピックアップしたハラル認証およびムスリムフレンドリー対応の約130箇所の施設
を紹介。 

施設の方向け・基本情報登録画面 

基本情報を掲載したい施設の方に、画面からムスリムフレンドリーマップの施設として登
録できる機能を準備。簡単にアプリに施設の情報を掲載することができます。 



基本機能各画面のご紹介 

地域選択画面 カテゴリ選択画面 
(例）料理ジャンル 

検索結果 マップ表示画面 施設基本情報画面 

【グローバルメニュー】 【施設メニュー】 

選択画面（地域・カテゴ
リー）へ移動 

検索結果テキスト＋アイコン
表示画面へ移動 

検索結果マップ表示画面へ
移動 

おすすめ施設一覧画面へ
移動 

お気に入り施設一覧画面
へ移動 

施設マップ画面へ移動 

メール・SNS等とのシェア連携 

お気に入り施設登録 

お気に入り施設削除 

施設基本情報画面から 
詳細情報画面へ移動 
（おすすめ施設のみ） 

Google Navi起動 
（おすすめ施設のみ） 

シンプルな操作方法とアイコン表示で 
誰にでも使えるアプリです。 

【24のムスリムフレンドリーサービスや施設をあらわすカテゴリーアイコン】 

【基本画面】 
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検索結果画面（ホテル） 検索結果画面（レストラン） 



施設基本情報掲載のご案内 

←施設名称 

←サービスカテゴリー
アイコン 

■緑色のボタンは左から、 
・施設のマップ表示 
・メールやSNSでシェアできるボタン 
・お気に入り登録ボタン 

基本情報は6ヶ月5,000円で掲載いたします。 
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←施設写真1点 

代表的なサービス内容の説明 
5つの例文から選択できます。 
 
オリジナルの文章は、別途有償に
て翻訳し掲載することも可能です。 

←電話番号・営業時間帯・住所 

※さらに「おすすめ施設」登録・掲載サービスに
出稿いただくと、より詳細な情報が登録され、
その情報へのリンクボタンが設置されます。 

6ヶ月 

5,000円！ 



施設基本情報掲載のご依頼 基本情報は6ヶ月5,000円で掲載いたします。 
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6ヶ月 

メニューから 
Registerを選択 

Register hereを選択すると、登
録用のフォームが表示されます。 

登録フォーム内容抜粋 

基本情報掲載のお申し込みは、スマートホンから簡単・スピーディー！ 

5,000円！ 



バナー広告と「おすすめ施設」登録・掲載サービスのご紹介 
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もっと魅力を紹介し、さらに集客を強化する機能 



バナー広告と「おすすめ施設」登録・掲載サービスのご紹介 

「おすすめ施設」 
登録・掲載サービス枠 
     ＋ 
おすすめ施設に登録いただくと 
基本機能の検索結果一覧リストに 
おすすめ施設アイコンを設置します。 
 

「バナー枠」 
＋ 

特別枠限定3社 

■対象：企業・店舗全般 
アプリ内のバナーから、任意の 
Webサイトに誘導 
・最大50件のメディア枠 
・バナーは8秒でランダム表示※ 
・3社限定の特別枠の設定有 

■対象：免税品店舗限定 

おすすめボタンをクリックして、施設
の詳細情報を表示します。 

・おすすめ施設一覧リストにランダム
表示※ 
 

※表示順を任意に変えることはでき
ません。 

ご指定のWebサイトへ 

他店と差をつける！ 

おすすめ施設登録限定
の詳細情報 
 
基本情報では紹介しきれ
ない、施設の画像やメ
ニューを掲載！ 
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情報量満載！！ 



「おすすめ施設」登録・掲載サービスについて 
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「おすすめ施設」登録により、店舗誘導機能を、強化します。 

「おすすめ施設」登録画面と仕様 

Recommend一覧 枠内に表示 

地域やカテゴリで絞りこまれたリストから、さらにRecommendボ
タンをタップすることで絞り込み表示します。表示順はアクセス毎
にランダムに表示します。 

強化ポイント 

詳細情報の表示 

基本情報に加え、写真（6点まで）や紹介アピール文（200
文字程度）、WEBサイトへのリンク、電話番号、ロゴマークなど
の情報を表示します。 

Google Naviとの連動 

詳細情報ページから、Google Naviを起動できます。起動した
ナビは、現在地から施設までのルートをセットした状態になってい
ます。 

「おすすめ施設」登録は、旅行前の情報収集で選択される確率が無料版よりもアップします。 
また、旅行中はナビ連動機能が追加されることで、より来店しやすくなります。 

検索結果テキスト+アイコン表示画面で上位表示 

基本機能で表示する際はアルファベット順が基本です。登録いた
だくと、おすすめ施設アイコンを店名横に表示し、検索結果テキ
スト+アイコン表示画面でも上位に表示されます。 
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月額 

1万円～！ 

月額1万円から掲載いたします。 

初期費用5万円別途 



株式会社トリプルアイ 
TEL. 06-6484-7707 
inbound@ccc-inc.com/ 

単位（円）・消費税別途／すべて １施設の月額料金（最低6ヶ月契約）
本ユーザーの店舗規模
（出面従業員数）※

～5名 ～10名 ～20名 ～50名 51名～

施設規模（売場面積） ～50㎡ ～100㎡ ～250㎡ ～500㎡ ～501㎡
等級 等級1 等級2 等級3 等級4 等級5

関西版定価（参考） 10,000 20,000 30,000 40,000 75,000

等級は、掲載施設の従業員数及び売場面積に基づく施設規模に従って認定されま
す。但し、従業員数による等級と売場面積による等級が異なる場合、より上位の
等級（等級5が最上位）が認定されることとなります。

※出面従業員数とは施設に出る職種別従業員の1日当りの人数

「おすすめ施設」登録・掲載サービスご利用料金 

【登録／制作仕様】 

★日本語のアピール文（200文字程度）をご用意ください。 

★写真（施設の外観・内観3カット程、おすすめの商品3カット

程）をご用意ください。 

★施設のロゴがある場合、掲載いたします。 

※毎月10日出稿締切、翌月1日に運用を開始いたします。 

※ムスリムフレンドリー
対応以外の施設は
掲載できません。 

【初期登録費用】 
 基本料 5万円 
 
（日本語支給／写真等の
素材支給前提） 

＋ 

おすすめ施設とは 
ムスリムフレンドリーの対応ができる施設 
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★施設のホームページがある場合、リンク情報を掲載いたします。 

★電話番号を表示、タップで電話アプリを起動します。 

★Google Naviを起動して、現在地から施設までのルートを表示します。 

※ネットワークが使えない環境では表示されません。 

お申し込みは、右の
代理店までご連絡
ください。 
 

アプリ内の登録フォームから
の受付も可能です。 



バナー広告について 
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バナー広告表示画面と仕様 

①選択画面（地域・カテゴリー） ②検索結果 
テキスト＋アイコン表示画面 

③検索結果 
マップ表示画面 

④おすすめ施設一覧表示
画面 

⑤お気に入り施設一覧表
示画面 

【基本画面】 

検索項目選択画面①、および一覧表示画面②③④⑤に 
表示いたします。 
（個店情報画面には表示されません） 
 
●ネットワークが使えない環境では、原則として表示されません。 
●バナーをタップすると、ご指定のリンクを設定したWEBページへアクセスします。 
●バナーサイズは固定です（ 700X100pix、PNG形式）。アニメーションは不可です。 
※A ①の画面のバナーは3社限定、画面表示の度にランダムに固定表示します。 
※B ②～⑤の画面のバナーは8秒毎にランダムにローテーション表示します。 
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※A ※B ※B ※B ※B 

メニューからは、バナー出稿
いただいた施設の方のバ
ナーを一覧表示。指定のリ
ンク先に誘導します。 
（近日公開） 



 掲載期間 3ヶ月 6ヶ月 

関西版 30万円 60万円 

バナー広告出稿料金 

※毎月10日出稿締切、翌月1日に運用を開始いたします。 

バナーはご支給ください。弊社でバナー制作も別費用で承ります。 

【仕様】 700X100pix  PNG形式（アニメーション不可）。 

外部WEBリンクとなりますので、誘導ページのURLを準備願います。 

■単位：円 料金は全て1バナー毎・消費税別途 

※最多50社、1カテゴリー最大５社限定です。 

 

草案につき変更となる場合がございます。 
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3社限定の特別枠として上記掲載料の５０％割り増しで「選択画面（地
域・カテゴリー）」ページ内にバナーを掲載することができます。 
詳しくはお問い合わせください。 

お申し込みは、
右の代理店
までご連絡く
ださい。 
 

株式会社トリプルアイ 
TEL. 06-6484-7707 
inbound@ccc-inc.com/ 
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お申し込みは、右の
代理店までご連絡
ください。 
 

アプリ内の登録フォームから
の受付も可能です。 



18 

改訂履歴 

2015/8/25 日付変更、9ページ内登録フォーム内容抜粋のキャプチュアを挿入 
2015/11/26 連絡先をinbound@ccc-inc.comに変更 
2016/1/20 電話番号シーズに統一 
2016/5/18 日付変更 
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