CONFIDENTIAL

似顔絵サービスのご案内

アンテナ株式会社

Ver 4.6
2006.5 Pマーク取得

1.似顔絵サービスとは

CONFIDENTIAL

画像を1枚1枚手描きで似顔絵にするサービスです
似顔絵はデジタルなのに手作りなユーザーオリジナル商品。利用者によるブログやSNSでの拡散等、
バイラルな効果を発揮するデジタルプレミアムとして、企業の大規模プロモーションや販促キャンペーン、
SNS内でのコミュニケーションツールとしてご好評頂いております。

似顔絵

元写真

似顔絵

元写真
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2.似顔絵サービスの特徴

CONFIDENTIAL

案件数50案件、制作枚数50万枚以上の実績
海外での制作により、手書きながらスピードと低価格を実現
① 似顔絵デザイナーが１枚1枚手書き だから質も高く、かわいくて楽しい
似顔絵専門のデザイナーによる手描きのため、かわいく質の高い似顔絵を提供できます。
スマートフォンアプリでは海外からも大好評。6割以上のリピート率から実証される、その高品質さが自慢です。

② デジタルなのにオリジナル。超低価格で似顔絵のオーダーメイドが可能
今まで似顔絵を作るとなると1枚3,000～5,000円。気軽に頼める金額ではありません。これを、弊社では海外に拠点を移すことで、従来の1/10
程度の価格から提供を可能と致しました。なお、現地も弊社プライバシーマーク基準で運用している為、個人情報の取り扱いも安心してご依頼
頂けます。

③ 超スピーディ。最短で15分、基本的には1時間（1枚）程度で制作
熟練したデザイナーにより、制作に取り掛かれば1枚15分程度の短時間で完成します。手作業ながらタイムラグを感じないサービスとして、多く
のキャンペーンでご利用いただいております。（※作業が集中した場合は、数日お時間を頂く場合があります。）

④ 人が見て作るから画像の質が低くても対応可能
本人に“似せる”ことは、これだけ顔認識技術が発達したこのご時世でも、自動化プログラムでは出来ません。人の目で見て描き上げているか
らこそ写真が低画質であっても、解像度が低くても、“似ている”似顔絵を提供できます。

⑤ テイストの変更や衣装合成等、人が作るから様々な企画に対応できる
今までも変顔・焼印風・ハンコ用・浮世絵風など、様々な企画に合わせて提供して参りました。人による作業ですから、システムの制限や演算
能力に左右されることなく、様々な企画に対応出来ます。
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3.似顔絵のバリエーション

CONFIDENTIAL

1枚の写真から似顔絵を制作。ペットの似顔絵なども作成可能
ノーマルの表情から派生させて、多彩な表情バリエーションを作ることが可能です。ノーマル＋表情で２コマのアニメにしたり、そ
のままSNSのプロフィール写真やスタンプに利用したり、テイストを変えてキャンペーン企画に合わせたりと、アイデア次第で様々
な利用が可能です。
男性元写真

ノーマル表情

表情のバリエーション

笑顔

女性元写真

泣き顔

ノーマル表情

赤ちゃん似顔絵

ウィンク

居眠り

日焼メイク

居眠り

日焼メイク

表情のバリエーション

笑顔

元写真

怒り顔

泣き顔

元写真

怒り顔

ペット似顔絵

ウィンク

元写真

ペット似顔絵

ひとつずつ手描きでイラスト化しますので、写真が小さい・粗い・暗い状態でも、また、ペットや動物であっても対応してしまいます。

-3-

4-1.似顔絵バリエーション：おもしろ顔

CONFIDENTIAL

様々な表情に展開することが可能です
感情に合わせて様々な表情を作り出せます。
のほほん

おねだり

ちゅっ

涙

むかっ
え～

ねむ～
かーっ

ぼ～

基本似顔絵

にこにこ

ぐ～
むかつく
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4-2.似顔絵バリエーション：背景合成

CONFIDENTIAL

背景画像を組み合わせ、様々な世界観を演出します
様々な背景画像と合成することもできるので、提供するバリエーションは無限大です。

基本似顔絵
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4-3.似顔絵バリエーション：作画タッチの変更

CONFIDENTIAL

作画のタッチも変えることができます
似顔絵はデザイナーが1枚1枚手作業で描いていますので作画のタッチまでオーダー次第です。
ハイクオリティー

ノーマルタイプ

漫画タイプ

作成時間(顔のみ)：10分- 30分

作成時間(顔のみ)：30分-1時間

作成時間(顔のみ)：30分-1時間

おしゃれタイプ

パステルタイプ

作成時間(顔のみ)：30分-1時間

作成時間(顔のみ)：30分-1時間

その他

はんこ調

劇画調

表情
アイコン

作成時間(顔のみ)：30分-1時間

ｱﾊﾞﾀｰタイプ

作成時間(顔のみ)：10分- 30分

女性向け

案件ごとに開発可能です
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4-4.似顔絵バリエーション：アバター活用（パーツの組合わせ）

CONFIDENTIAL

複数のパーツと組み合わせることも可能です
似顔絵＋身体＋背景＋ペットなど、豊富なバリエーションで組み合わせ可能です。

ノーマル顔

乗り物

日焼けメイク

乗り物

ペット

アクセサリー

背景

服

笑顔
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4-5.似顔絵バリエーション：スマートフォンのＧＰＳ連動

CONFIDENTIAL

ＧＰＳ機能を利用して全国のご当地似顔絵を作成
ユーザーがいる地域の観光名所や
スタンプラリーのスタンプ等と
組み合わせたサービスです。

大阪

福島

札幌

(Ｃ) にがおえ

(Ｃ) にがおえ

(Ｃ) にがおえ

沖縄

東京

(Ｃ) にがおえ

(Ｃ) にがおえ

自分の似顔絵をベースに、ＧＰＳの
機能を利用して地域ごとのアイテム
（背景等）を収集して楽しむことが
出来ます。
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5-1.似顔絵の制作フロー：スマートフォン

CONFIDENTIAL

制作は簡単！撮影した画像をメールで送るだけ
ＴＯＰページ

似顔絵タイプ選択ページ

申し込み完了ページ

写真送信

投稿写真受付通知

apply @***.cp.jp

似顔絵完成通知

ダウンロードページ

apply @***.cp.jp

apply @***.cp.jp
********
********

○○似顔絵申込受付完了

画像を1枚だけ送信してください。

○○似顔絵キャンペーン
写真を送って似顔絵を作
ろう！
似顔絵を作る
･キャンペーン概要
･サンプルを見る
･利用規約
･プライバシーポリシー
･お問い合わせ

○○似顔絵キャンペーン
似顔絵のタイプを選んで
ね！
○○

○○

○○

○○

○○

○○似顔絵キャンペーン
似顔絵にしたい写真をメール
に添付して送ってね｡
1日～数日後に作成し､完成し
た似顔絵のURLが付いた完成
通知をメールが届きます｡

applyId=**********
添付：kao.jp

ご応募いただいた写真から似顔絵が作
成可能か判断させていただき、作成で
きない場合は再送のお願いのメールを
お送りいたします。

利用規約に同意して
写真を送る
･プライバシーポリシー
･お問い合わせ

※送信後お申込み確認メール
が送信されます｡

○○似顔絵キャンペーンにご応募いた
だきありがとうございます。
完成までしばらくお待ちください。応募
が込み合った場合は制作にお時間をい
ただく場合がございますのでご了承くだ
さい。（数日～1週間）

※完成までの間にメールアドレスを変更
した場合、○○似顔絵をお届けできま
せんのでご注意ください。

MAIL

MAIL

○○似顔絵キャンペーン
http://*****.jp/

インドネシア事務所によるイラスト作成

色・線の太さなど細かいルールで品質の均一化

管理画面に入ってくるオーダーを順に作成

（運営・ネットワーク・プロジェクトマネージャー）

*******

○○似顔絵申込受付完了
○○似顔絵キャンペーンにお申し込
みいただきありがとうございました。
お客様の似顔絵が完成いたしまし
た。下記URLよりダウンロードしてくだ
さい。
※ダウンロードの際、1回あたり約5KB
のパケット通信が発生します。
料金はご利用プランによって異なりま
す。
http://****.cp.jp/dl.php?guid=ON&snI
D=1&applyId=*******&pf=0
○○似顔絵キャンペーン
http://****.cp.jp/
※このサービスは20**年**月**日24
時迄となります。それ以降はダウン
ロードできませんのでご注意ください。
※このメールアドレスは配信専用で
す。

○○似顔絵キャンペーン
似顔絵が完成しました！

＊画像保存してください
･お問い合わせ

現地管理者3名

ドローワーが似顔絵を作成
管理者が確認後管理画面にアップロード

プロジェクトの規模により国内の管理者も
制作時間・品質管理に参加

品質管理者2名
（制作ルール・トレーニング・品質管理）

日本時間11:00～翌（1：00）迄の2シフト制
宗教上の休暇以外は無休
※似顔絵完成までの時間は
受付の混雑状況により変動いたします。
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5-2.似顔絵の制作フロー：PC

CONFIDENTIAL

制作は簡単！写真を選択してアップロードするだけ
完成メール
件名：似顔絵完成
似顔絵が完成致しました。下記URLより似顔絵アイテムをダウンロードして下さい。
応募画面
確認画面

ダウンロード後画面入り口ページ

MAIL

ダウンロード画面

応募完了画面
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6-1. 似顔絵ASP基本プラン（エンドユーザーによる似顔絵応募プラン：1000枚未満のお客様向）

CONFIDENTIAL

1枚500円～。発行されたシリアルナンバーを当選者（購入者）に配布するだけ。
消費者が直接ご自身の
端末から応募するパターン

お客様のサイトやイベントで
似顔絵を配布（販売）

DB
弊社からシリア
ルナンバーを発
行します。
ｼﾘｱﾙNo.######

消費者
似顔絵応募用URLへアクセスし、
シリアルナンバーとともに顔写真を
アップロード

ｼﾘｱﾙNo. ######

消費者
応募用URLとシリアルナンバーをカードやメール等
で販売またはプレゼント。

低価格！1枚500円～
小口のイベントや販促キャンペーン向けに1枚当りの料
金プラン（発行するシリアルナンバーの分だけ）をご用意
しております。

キャンペーンカードやサイト上でシリ
アルナンバーを配布。
（カードやサイトをご用意する場合は
別途費用が必要です。）

大規模キャンペーンにも対応！
1,000枚を超えるキャンペーンや常設的なサービス向けに
は、カスタマイズが可能なキャンペーンプラン（後述）をご
用意。システム代＋より低価格な枚数単価の料金体系で、
様々な似顔絵ニーズに対応します。

DB

消費者

①完成のお知らせメールを受けたら
②指定されたURLで似顔絵をダウンロード

表示金額は税別となっております。
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6-2.似顔絵ASP基本プラン（お客様で事務局を設置するプラン：1000枚未満のお客様向）

CONFIDENTIAL

1枚500円～。店舗やキャンペーン事務局で似顔絵を受け付け、制作するパターンです。
名刺に印刷したり、お客様サービス内で提供することも自由です。
事務局がお客様に代わって一次受けするパターン
制作数量を
予めご依頼
頂きます。

写真を弊社システムに送信

利用者の顔写真の受け取り

DB

小口のキャンペーンでの利用等、必
要枚数分だけ購入することができま
す。
ご契約時に確認する内容
・キャンペーン名
・発注枚数（追加購入可）
・似顔絵発注のURL
・注文・ダウンロード期間
・事務局メールアドレス（連絡用）

事務局、またはスタッフの方が
似顔絵注文用URLへアクセスし似顔絵を発注
消費者
来店者やイベント会場などの企画で
似顔絵をプレゼントする等、エンドユー
ザーの写真と送付先（メールアドレス）が
紐づくように管理願います

弊社から事務局に提供

来店者へのプレゼントで一括して似顔絵を提供したい場合等に適
したプランです。継続したサービスや自社商品と絡めた展開も可
能です。
DB

大規模キャンペーンにも対応！
1,000枚を超えるキャンペーンや常設的なサービス向けに
は、カスタマイズが可能なキャンペーンプラン（後述）をご
用意。システム代＋より低価格な枚数単価の料金体系で、
様々な似顔絵ニーズに対応します。

似顔絵を二次加工したり、そのままお客様に配布し
たり、自由に利用出来ます。

表示金額は税別となっております。
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7.似顔絵の制作ルール

CONFIDENTIAL

手描きによる対応力があるとは言え、以下のようなルールを設けております。ご参考ください。
また、オプションにて肖像権侵害等の写真監視も承っております。ご相談ください。
顔写真のルール





頭の天辺から顎まで写っていて、ほぼ正面を向いている顔写真であること （横向きの場合はそのまま描くことになります）
1枚の写真に1名以下であること
顔全体がﾊｯｷﾘと分かる写真であること （高画質である必要はありませんが、ピンボケであるほど似顔絵の精度が落ちてしまいます）
顔写真の本人もしくは本人の同意を得られている写真であること

作成できない写真






手やｱｸｾｻﾘ､ﾌﾚｰﾑ加工などで顔が隠れてしまっているもの
有名人や著名人の写真 （※１：写真の監視作業はオプションとなります）
被写体が人物以外のもの （※2：被写体がペット、静物を前提としてサービス提供している場合は除きます）
顔写真以外のもの
1枚の写真に2名以上写っている写真 （※3：キャンペーンで被写体が2ショットを想定している場合を除きます）
（例）
・タレントの写真を送ってきた場合
・横向きで写真を送ってきた場合
・後ろ向き（後頭部のみ）で送られてきた場合
・人がテーマなのにペットの写真が送られてきた場合
・イラストが送られてきた場合
・親子の写真が送られてきた場合

有名人なのでNG（※1）
顔が判別できる場合はOK。但し写真の角度で作成します。
顔が見えないのでNG
被写体が人物以外なのでNG
顔写真以外のものなのでNG
2名以上写っているのでNG （※3：ｷｬﾝﾍﾟｰﾝのﾃｰﾏによります）
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8.運用体制：似顔絵制作における個人情報の取り扱いについて

CONFIDENTIAL

弊社はプライバシーマークを2006年5月より取得しており、また、実際に似顔絵を制作する
インドネシア事務所においても日本の個人情報保護基準で管理運営しており、情報管理も万全です。
<インドネシア>

<アンテナ（日本）>
問合せ事務局（※）
①問い合わせ
・クレーム

②問い合わせ
コンテンツ
・コンテンツ確認依頼
運営・管理（※）

⑤調査・回答

④調査・回答

②写真
ファースト
チェック（※）

⑥回答
（ﾒｰﾙ・電話）

写真のみ

③制作指示（管理
画面はSSLとIP制
限）（※）
⑩品質確認（※）

■サイト利用

■コンテンツ提供

品質管理者

⑪品質チェック・
提供承認（※）

デザイナー

⑦完了報告

⑥制作指示

写真のみ

DB

品質管理

web

似顔絵作成

似顔絵のみ

インターネットデータセンター
■24時間365日有人監視
■定期メンテナンス
■不定期メンテナンス

（※） 印についてはオプションです

⑧完了報告
⑤制作指示

インターネット網

コンテンツの流れ
問合せの流れ

現地最終承認

④管理画面から写真を
ダウンロード
（管理画面はSSLとIP制限）

写真
メールアドレス

⑫ダウンロードURL
付きメール送信

マネージャー

似顔絵

①写真をメールに添付
（アップロード）し送信

ユーザー

開発
システム保守
ネットワーク

③問い合わせ

.⑨似顔絵を管理画面から
Upload （管理画面はSSLと
IP制限）

国内ではPマークを取得済み。インド
ネシア事務所ではPマークに準拠した
体制・設備をもって運用しておりま
す。

インドネシア事務所での似顔絵制作体制
1.似顔絵制作スタッフは似顔絵専用のネットワークPCで作業。
マネージャー・品質管理者以外は管理画面にアクセス不可。
オペレーターは個人別に割り当てられたID・PASSで作業用PCにログイン。
2.マネジャー3名、品質管理者4名を各ｼﾌﾄに配置し、写真はマネージャーが管理画面から1箇所の似顔絵専用サーバに保存する。
3.各オペレーターは保存先の似顔絵専用サーバから直接ドローソフトで写真を開き、似顔絵を制作、web用の形式に加工し、似顔絵専用サーバに保存。
4.品質管理者が似顔絵を点検・修正。最終的にマネージャーまたは品質管理者が似顔絵を管理画面を使ってUｐｌoad。
5.一日の全工程を終了後、写真のある似顔絵専用サーバの写真保存領域をマネージャーがフォーマット。
6.各自ｼﾌﾄ終了後にログアウトし、作業終了。
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9-1.実績もこんなに豊富です（2003～2007）

CONFIDENTIAL

大手企業のキャンペーンを中心に豊富な提供実績があります
2003

2004

2005

マストバイシリアルキャンペーン

クリスマス＆正月キャンペーン

マストバイシリアルキャンペーン

新車発売キャンペーン

■クライアント：大手飲料メーカー
■対象者：飲料製品購入者
■実施期間：2003年6～8月
■提供内容：セット（2点または4点）
■発注枚数：20,000セット

■クライアント：大手家電メーカー
■対象者：サイト会員登録者
■実施期間：2004年12～2005年1月
■提供内容：4点セット
■発注枚数：1,000名分

■クライアント：大手醸造メーカー
■対象者：酒類製品購入者（店舗連動）
■実施期間：2005年3～4月
■提供内容：1点（写真加工）
■発注枚数：5,000枚

■クライアント：大手自動車メーカー
■対象者：PCサイト訪問者
■実施期間：2005年12月
■提供内容：1点（家族写真最大8名）
■発注枚数：2,000枚

2006

2007

ポイント消費型デコメールキャンペーン

携帯電話端末イベントキャンペーン

会員登録キャンペーン

マストバイシリアルキャンペーン

■クライアント：大手移動体通信会社
■対象者：会員登録者
■実施期間：2005年11～2006年1月
■提供内容：デコメールアニメ1点
■発注枚数：1,800枚

■クライアント：大手家電メーカー
■対象者：イベント参加者
■実施期間：2007年3月
■提供内容：静止画1点
■発注枚数：1,000枚

■クライアント：大手GMSチェーン
■対象者：会員登録者
■実施期間：2007年5月
■提供内容：静止画1点
■発注枚数：1,000枚

クライアント：外資系食品ブランド
■対象者：青果商品購入者
■実施期間：2007年10～11月
■提供内容：静止画1点
■発注枚数：12,000枚

ポイント消費型デコメールキャンペーン

来店キャンペーン

会員登録キャンペーン

オープンキャンペーン

■クライアント：大手移動体通信会社
■対象者：会員登録者
■実施期間：2006年4～9月
■提供内容：デコメールアニメ1点
■発注枚数：3,000枚

■クライアント：大手玩具販売チェーン
■対象者：店舗訪問者
■実施期間：2007年7月
■提供内容：静止画1点
■発注枚数：1,000枚

クライアント：大手通信会社
■対象者：会員登録者
■実施期間：2007年7～10月
■提供内容：静止画1点
■発注枚数：3,000枚

クライアント：大手化粧品会社
■対象者：サイト参加者
■実施期間：2007年11月
■提供内容：アニメ1点
■発注枚数：1,000枚

携帯電話端末イベントキャンペーン

マストバイシリアルキャンペーン

来店促進キャンペーン

■クライアント：大手家電メーカー
■対象者：イベント参加者
■実施期間：2006年12月
■提供内容：静止画1点
■発注枚数：1,000枚

■クライアント：外資系食品ブランド
■対象者：青果商品購入者
■実施期間：2007年5～6月
■提供内容：静止画1点
■発注枚数：10,000枚

クライアント：大手飲食店検索サイト
■対象者：店頭のFelica端末アクセス者
■実施期間：2007年9-12月
■提供内容：静止画1点
■発注枚数：5,000枚
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9-2.実績もこんなに豊富です（2008～2009）

CONFIDENTIAL

既に50案件50万枚以上の豊富で安定した提供実績を誇ります
2008

2009

会員登録キャンペーン

マストバイシリアルキャンペーン

会員登録キャンペーン

マストバイシリアルキャンペーン

■クライアント：大手コールセンター
■対象者：会員登録者
■実施期間：2008年1～5月
■提供内容：アニメ1点
■発注枚数：5,000枚

クライアント：大手ビールメーカー
■対象者：酒類商品購入者
■実施期間：2008年4～6月
■提供内容：静止画1点
■発注枚数：8,000枚

クライアント：大手コールセンター
■対象者：会員登録者
■実施期間：2008年10月
■提供内容：静止画1点
■発注枚数：1,000枚

■クライアント：大手コンビニエンスストア
■対象者：Felica決済利用者
■実施期間：2009年3月
■提供内容：アニメ又は
スクリーンセーバ1点
■発注枚数：2,100枚

オープンキャンペーン

オープンキャンペーン

イベント来場プレゼント

マストバイシリアルキャンペーン

クライアント：大手出版社
■対象者：キャンペーン参加者
■実施期間：2008年2～3月
■提供内容：静止画1点
■発注枚数：5,000枚

クライアント：大手製薬会社
■対象者：キャンペーン参加者
■実施期間：2008年4～6月
■提供内容：静止画1点（ペット可）
■発注枚数：10,000枚

■クライアント：大手移動体通信会社
■対象者：イベント参加者
■実施期間：2008年11月
■提供内容：静止画1点
■発注枚数：1,000枚

クライアント：大手飲料メーカー
■対象者：飲料製品購入者
■実施期間：2009年5～7月
■提供内容：静止画1点
■発注枚数：10,000枚

マストバイシリアルキャンペーン

会員登録キャンペーン

オープンキャンペーン

オープンキャンペーン

クライアント：大手飲料メーカー
■対象者：飲料製品購入者
■実施期間：2008年3～5月
■提供内容：アニメ（変顔）または
スクリーンセーバ1点（変顔）
■発注枚数：22,000枚

■クライアント：外資系スポーツブランド
■対象者：会員登録者
■実施期間：2008年5月
■提供内容：アニメ1点（プレイイメージ）
■発注枚数：2,000枚

クライアント：大手化粧品会社
■対象者：イベント参加者
■実施期間：2008年11月
■提供内容：アニメ1点
■発注枚数：1,200枚

■クライアント：大手製薬会社
■対象者：キャンペーン参加者
■実施期間：2009年4～6月
■提供内容：静止画1点（ペット可）
■発注枚数：10,000枚

遊戯施設誕生キャンペーン

会員登録キャンペーン

似顔絵3キャリア公式サイト

カード入会キャンペーン

■クライアント：テーマパーク
■対象者：遊戯施設搭乗者
■実施期間：2008年3～6月
■提供内容：アニメ1点（搭乗イメージ）
■発注枚数：3,000枚

クライアント：外資系食品ブランド
■対象者：青果商品購入者
■実施期間：2008年5月
■提供内容：静止画1点
■発注枚数：10,000枚

クライアント：自社
■対象者：会員制月額課金
■実施期間：2008年12月～2014年11月
■提供内容：各種
■発注枚数：5,000枚

クライアント：大手ガソリンスタンドチェーン
■対象者：カード入会者
■実施期間：2009年8～9月
■提供内容：デコメ・カレンダー・
ペーパークラフト等1点
■発注枚数：1,500枚
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9-3.実績もこんなに豊富です（2010～2012）

CONFIDENTIAL

最近はSNSのプロフィール写真等に利用されバイラルが発生しておりま
す
2010

2011

2012

新規コンテンツ追加

新規コンテンツ追加

Androidアプリキャンぺーン

■クライアント：大手コンテンツプロバイダ
■対象者：会員
■実施期間：2010年4月～
■提供内容：静止画1点
■発注枚数：60,000枚以上

■クライアント：大手コンテンツプロバイダ
■対象者：会員
■実施期間：2011年7月～
■提供内容：似顔絵数種
■発注枚数：90,000枚以上

■クライアント：大手コンテンツプロバイダ
■対象者：スマホサイト新規会員
■実施期間：2011年7月～2012年12月
■提供内容：似顔絵2ショット
■発注枚数：毎月300枚

■クライアント：大手携帯キャリア
■対象者：会員登録者
■実施期間：2012年3月～7月
■提供内容：似顔絵数種
■発注枚数：500組

会員用キャンペーン

マストバイシリアルキャンペーン

公式ﾀｲｱｯﾌﾟ

マストバイキャンペーン

■クライアント：大手コンテンツプロバイダ
■対象者：会員
■実施期間：2010年10月～
■提供内容：似顔絵数種
■発注枚数：74,000枚以上

クライアント：大手菓子メーカー
■対象者：飲料製品購入者
■実施期間：2011年7月～10月
■提供内容：デコメ、デコメテンプレート
■発注枚数：2,000枚

■クライアント：大手飲食系懸賞サイト
■対象者：既存会員
■実施期間：2011年7月～2012年12月
■提供内容：似顔絵各種販売

■クライアント：大手食品メーカー
■対象者：商品購入者
■実施期間：2012年7月～8月
■提供内容：似顔絵グッズ
■発注枚数：1,000組

新規コンテンツ追加

オープンキャンペーン

オープンキャンペーン

■クライアント：大手移動体通信会社
■対象者：キャンペーン参加者
■実施期間：2011年6月～2012年3月
■提供内容：静止画1点（ペット可）
■発注枚数：毎月100枚

■クライアント：某都道府県
■対象者：キャンペーン参加者
■実施期間：2012年10月～11月
■提供内容：キャラクター合成静止画
■発注枚数：1,000枚

オープンキャンペーン

iPhoneアプリ

■クライアント：大手移動体通信会社
■対象者：キャンペーン参加者
■実施期間：2011年2月～7月
■提供内容：静止画1点（ペット可）
■発注枚数：毎月5,000枚

■クライアント：自社
■対象者：購入者
■実施期間：2012年3月～
■提供内容：似顔絵数種
■発注枚数：92,000枚以上
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9-4.実績もこんなに豊富です（2013～）

CONFIDENTIAL

スマートフォン、SNSの環境変化により消費者からの直接オーダーも増加しております
2014

2013
マストバイキャンペーン

似顔絵ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

■クライアント：大手乳製品メーカー
■対象者：商品購入者
■実施期間：2012年10月～2013年1月
■提供内容：焼印風似顔絵
■発注枚数：10,000枚

■クライアント：大手ガス器具メーカー
■対象者：商品購入者
■実施期間：2014年4月～6月
■提供内容：似顔絵1点
■発注枚数：6,500枚

Facebookキャンペーン

会員向ポイント交換サービス

■クライアント：大手家電メーカー
■対象者：キャンペーン参加者
■実施期間：2013年4月～5月
■提供内容：似顔絵1点
■発注枚数：500枚

■クライアント：アプリ提供サービス
■対象者：会員
■実施期間：2014年9月～2015年4月
■提供内容：顔のバリエーション
■発注枚数：随時受付

iPhone/Andriodアプリ （似顔絵OEM）

小ロット似顔絵ASP

■クライアント：情報・通信業企業
■対象者：購入者
■実施期間：2013年9月～
■提供内容：似顔絵数種
■発注枚数：2,400枚以上

■クライアント：各社（自社商品に組込）
■対象者：企画テーマへの申込者
■実施期間：2014年1月～
■提供内容：似顔絵１点
■発注枚数：随時受付

様々なキャンペーンやサイトでご利用頂いております。

家電・飲料・食品・携帯キャ
リア等、過去の大規模な似
顔絵キャンペーンの殆どは
弊社提供によるものです。

また、年賀状や名刺、販促ツール等、様々な
ツールとしてもご利用いただいております。
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9-5.弊社アプリは2012年度よりクウェートで売上No.1

CONFIDENTIAL

当初は日本語のみ。言葉が判らなくても理解できるコンテンツとして、世界8か国でNo.1！
スマートフォンアプ
リ
売上ランキング
（世界各国での獲得順位）
・クウェート
・サウジアラビア
・バーレーン ・オマーン
・カタール
・UAE
・マルタ
・ハンガリー
・香港
・マカオ
・タイ
・マレーシア

他10位以内
エジプト/ニュージーラ
ンド/レバノン/日本/台
湾/アイルランド/香港/
ポルトガル

計20ヶ国でTOP10
入り。

中国・韓国・シンガポール・フィリピン・
インドネシア・ベトナム・インド・オース
トラリア・アメリカ・カナダ・チリ・アル
ゼンチン・イギリス・フランス・イタリ
ア・スイス・ オーストリア・ベルギー・
オランダ・デンマーク・ノルウェー・ス
ウェーデン・フィンランド・ポーランド・
チェコ・スロバキア・ハンガリー・ウクラ
イナ・ルーマニア・ブルガリア・モルド
バ・ギリシャ・トルコ・イスラエル・エジ
プト・南アフリカ
計56ヶ国でTOP100入り。

ノープロモーションにも関わらず
公開後1年間の売上ランキングで
殆ど1位を独占

特にiPhoneアプリでは60％という驚異的な
リピート率を誇るサービスに成長しております。

※ Photo&Videoカテゴリ AppAnnie調べ
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9-6.海外ではスマートフォン端末へのプリインストールも。

CONFIDENTIAL

タイではノキア端末にプリインストールされる等、注目を浴びております。
世界的に著名なアプリと同列に扱われていることに感動。

タイの主要新聞でも他のアプリを
ノキア（世界シェア20％超）の新端末発表会で 差し置き、大きく取り上げられま
した。
サービス開始を大々的に発表頂きました。
また、WindowsPhoneやJava端末でプリインストール
され、ノキア社の端末プロモーションで大々的に
利用されております。
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9-7.似顔絵のターゲット属性は？

CONFIDENTIAL

某サイトの一定期間の写真を抽出し、目視により利用者層を計測しました。
※あくまでも目視での判断の為、正確な統計値ではないこと、ご了承ください。

■年齢層
0～5才
9%

6～10才
3%

11～20才 21～30才 31～40才 41～50才 51才以上
4%
42%
38%
3%
1%

41～50才
3％

男性
44%

51才～
1％

0～5才
9％

■性別

6～10才
3％
11～20才
4％
女性
56％

31～40才
38％

女性
56%

男性
44％

21～30才
42％

データから、僅かに女性が多いながらも、男女ともに人気のコンテンツである
ことが判る。また、20～30代に利用者が集中する傾向があり、活発にスマート
フォンを利用する層とも一致する。また、0～10才までの子供の写真も12％と
多く、子供を持つ親に非常にマッチするコンテンツでもあることが見て取れる。
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9-8.似顔絵キャンペーン実施企業からの声（国内事例）

CONFIDENTIAL

似顔絵キャンペーンをご実施頂いた企業様からも、ご好評いただいております。
■Ａ社 某マストバイキャンペーン
商品添付のシールからシリアルナンバーを入力し、インスタントゲームに挑戦するマストバイキャンペーン。
⇒キャンペーン期間中は例年の２０％増の売り上げ

■Ｂ社 某マストバイキャンペーン
商品購入者に抽選でオリジナル似顔絵グッズをプレゼント。ポイント別にプレゼントを提供することで継続的に商品購入を促す。
⇒当選数に対して、８５％以上の方が写真を送付。
商材が子供を持つ主婦向けであった為、応募の５割以上が「子供の似顔絵」。

■Ｃ社 某オープンキャンペーン
商品CMの特徴的な表情を模した写真を募集。似顔絵への応募と同時に、その写真を利用しての広告クリエイティブを作
成。
⇒１万名に対して、８０％以上の写真の投稿。
２５％強がペットの似顔絵でした。

■Ｄ社 某オープン＋クローズドキャンペーン
オープンキャンペーンを実施するとともに、そのキャンペーンで外れた方でも来場すれば再度プレゼントのチャンス。
⇒来場者のうち、８０％以上が応募。
オープンキャンペーンでの応募総数は賞品数の７００％。
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10-1.似顔絵を活用した商品化例：似顔絵スタンプ

CONFIDENTIAL

似顔絵がリアルなスタンプに！デジタル＆リアル＆オリジナルで景品や贈り物に最適。

学校や幼稚園でのネーム代わりに！

同じお道具もチョッと違う。一躍みんなの人気者に

名刺や営業ツールにも！
名刺を渡すだけで会話が弾む。
後から、あぁ、あの人ねと思い出してもらえる。

似顔絵を版下としてスタンプに商品化した事例です。
デジタル＆リアル＆オリジナルのインセンティブとして最適！
キャンペーンやイベントの景品に、デジタルなのに、リアルな楽しみ。
更に1人1人違う品物として、今までにない画期的な商品です。

定価：2,480円

表示金額は税別となっております。

- 23 -

10-2.似顔絵スタンプの特徴

CONFIDENTIAL

お客様の為だけのモノとして心に残る、いつまでも使えてキャンペーンが色あせない、リアルな生活動線でクチ
コミが拡がる、どんなキャンペーンでも通用するパッケージです。
手描きの似顔絵だから、かわいい！似てる！
25万枚以上描き上げた似顔絵がベースだから、かわいくて似ている。
更に圧倒的なコストパフォーマンス。

作るのも簡単、写真を送って待つだけ！
PCやスマートフォンから、自分の写真を送って到着を待つだけ。

使い方も無限大！
学校や幼稚園でのネーム代わりに。名刺や営業ツールに。
メッセージカードや年賀状、習い事のスタンプなど、使い方はあなた次第。

到着まで1週間！
30名以上のデザイナーが描き上げるので、完成まで1週間から長くても
2週間。お待たせしません。

スタンプといえばシヤチハタ！

更に企業キャラクターのテイストでの制作や、
名前入りのスタンプなど、企画に併せて提供します。
是非ご相談ください。

似顔絵スタンプはシヤチハタ（株）との共同開発。世界に誇るスタンプ
品質を低価格でご提供します。

スタンプ台不要！
インキを内蔵しているから、スタンプ台を使わずに連続捺印できます。
1回のインキ補充で、目安ですが500回の捺印が可能です。

豊富なカラーバリエーション！
インキ色は全5色（黒・赤・藍色・緑・紫）の中から選べます。

インキ補充で繰り返し使える！
別売の補充インキ（スタンプくん専用）で何度でも繰り返し使えます。
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11.似顔絵ASPキャンペーンプラン （1000枚以上のお客様向）

CONFIDENTIAL

大規模キャンペーン向けに以下の2通りのプランを用意しております。
●キャンペーンサイトから似顔絵ダウンロードま
で
ワンストップで作成したい！
●既存サイトとは独立して運用したい！

キャンペーンサイト一体型

●既存のサイトで似顔絵を使ってみたい！
●既存のドメインで利用したい！
●キャンペーンサイトは用意するので
似顔絵作成の部分だけ繋ぎこみたい！

既存サイト繋ぎこみ型
似顔絵ASP

キャンペーンサイト

ユーザー

似顔絵ASP

写真受付

写真・ステータス
転送受信処理

写真受付
あなたの★写真★がそっくり
な似顔絵になって帰ってく
る！
⇒ｻﾝﾌﾟﾙはこちら
ヽ(=^▽^=)ﾉ★ o(≧▽≦)o
作り方はかんたん！お気に入
りの写真をﾒｰﾙ添付して送る
だけ！
★…★…★…★…★…★

DB

「似顔絵作成の規約」を読
み、同意いただいた上で、
「似顔絵作成」からお進みく
ださい。
※写真が送られた時点で利用
規約に同意いただいたものと
します。

ユーザー

◆利用規約
◆ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾎﾟﾘｼ◆対応端末

似顔絵作成
・管理
似顔絵待受完
成！

DB

DB

似顔絵作成
・管理

似顔絵待受完
成！

★…★…★…★…★…★
設定方法はお使
いの携帯電話の
説明書をご確認
ください。

↑↑↑↑↑
★…★…★…★…★…★
（C）似顔絵

設定方法はお使
いの携帯電話の
説明書をご確認
ください。
（C）似顔絵

似顔絵完成URL付き
メール

（C）似顔絵

似顔絵完成URL

似顔絵ダウンロードページ

システムや画面のカスタマイズが可能です。 システム利用料（初期+運用）と似顔絵枚数の料金システムです。
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12.似顔絵ASPキャンペーンプランのご発注からご請求までの流れ

CONFIDENTIAL

発注書を頂いてから確認書・デザイン（雛形）をご入稿いただきます。
デザインパーツ入稿後最短で2週間程度でサービスインが可能です。
※サイトデザインや構成については弊社にてご準備することも可能です。（要別途費用）

サービスインまで最短2週間程度

お問合せ

お見積り

ご発注

確認書
デザイン
パーツ
ご入稿

1週間

キャンペーン期間

似顔絵管理機能設定
サイト構築

終了ページ
サイト検証

ご確認

サービス
イン

サイト運用・
似顔絵作成
似顔絵
ダウンロード
期間

似顔絵トレーニング

サービス開始月末

システム
似顔絵（※1）
事前お申込み金
ご請求

発注月末締
翌月末払い

※1ご発注時にご契約総額の30％を似
顔絵事前お申込金としてご請求させて
いただきます。
残りの初期費用は初月末に。似顔絵運
用費は初月末から期間中の毎月月末に
均等割でご請求いたします。
詳しくは担当者までご確認下さい。

システム･
似顔絵
初期費用
運用費用
ご請求

サービス開始
月末締
翌月末払い

翌月末

システム･
似顔絵
運用費用
ご請求

2回目以降
毎月月末締
翌月末払い

※キャンペーンパッケージはお支払い条件が異なります。
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CONFIDENTIAL

似顔絵サービス料金表

アンテナ株式会社

Ver 4.4
2006.5 Pマーク取得

13-1.似顔絵ASPキャンペーンプラン：似顔絵タイプ別制作料金

CONFIDENTIAL

1～3ヶ月のキャンペーンを前提とした似顔絵制作料金です
期間中合計枚数
最低準備期間
サーバ環境
事前お申込み料金
1人用静止画
ノーマルタイプ
おしゃれタイプ
ｱﾊﾞﾀｰタイプ
パステルタイプ
漫画タイプ
劇画調
表情アイコン3つセット
ペット（顔のみ）
1人用似顔絵アニメ
ノーマルタイプ
おしゃれタイプ
ｱﾊﾞﾀｰタイプ
パステルタイプ
漫画タイプ
劇画調
表情アイコン3つセット
ペット（顔のみ）
2人用静止画
ノーマルタイプ
おしゃれタイプ
ｱﾊﾞﾀｰタイプ
パステルタイプ
漫画タイプ
劇画調
表情アイコン3つセット
ペット（顔のみ）
3人用静止画
ノーマルタイプ
おしゃれタイプ
ｱﾊﾞﾀｰタイプ
パステルタイプ
漫画タイプ
劇画調
表情アイコン3つセット
ペット（顔のみ）

1,000枚未満
1ヶ月
共有または占有
総費用の内30％
単価（枚） 合計
500
500
500
500
500 * 枚数
500
500
500
単価（枚） 合計

単価（枚）

合計

単価（枚）

合計

1000 枚～
1ヶ月
共有または占有
総費用の内30％
単価（枚） 合計
320
320
320
320
¥320,000 ～
320
320
320
320
単価（枚） 合計
480
480
480
480
¥480,000 ～
480
480
480
480
単価（枚） 合計
480
480
480
480
¥480,000 ～
480
480
480
480
単価（枚） 合計
640
640
640
640
¥640,000 ～
640
640
640
640

3000 枚～
1ヶ月
共有または占有
総費用の内30％
単価（枚） 合計
300
300
300
300
¥900,000 ～
300
300
300
300
単価（枚） 合計
450
450
450
450
¥1,350,000 ～
450
450
450
450
単価（枚） 合計
450
450
450
450
¥1,350,000 ～
450
450
450
450
単価（枚） 合計
600
600
600
600
¥1,800,000 ～
600
600
600
600

5000 枚～
1ヶ月
共有または占有
総費用の内30％
単価（枚） 合計
280
280
280
280
¥1,400,000 ～
280
280
280
280
単価（枚） 合計
420
420
420
420
¥2,100,000 ～
420
420
420
420
単価（枚） 合計
420
420
420
420
¥2,100,000 ～
420
420
420
420
単価（枚） 合計
560
560
560
560
¥2,800,000 ～
560
560
560
560

10000 枚～
2ヶ月
占有のみ
総費用の内30％
単価（枚） 合計
260
260
260
260
¥2,600,000 ～
260
260
260
260
単価（枚） 合計
390
390
390
390
¥3,900,000 ～
390
390
390
390
単価（枚） 合計
390
390
390
390
¥3,900,000 ～
390
390
390
390
単価（枚） 合計
520
520
520
520
¥5,200,000 ～
520
520
520
520

20000 枚～
2ヶ月
占有のみ
総費用の内30％
単価（枚） 合計
220
220
220
220
¥4,400,000 ～
220
220
220
220
単価（枚） 合計
330
330
330
330
¥6,600,000 ～
330
330
330
330
単価（枚） 合計
330
330
330
330
¥6,600,000 ～
330
330
330
330
単価（枚） 合計
440
440
440
440
¥8,800,000 ～
440
440
440
440

表示金額は税別となっております。

30000 枚～
2ヶ月
占有のみ
総費用の内30％
単価（枚） 合計
200
200
200
200
¥6,000,000 ～
200
200
200
200
単価（枚） 合計
300
300
300
300
¥9,000,000 ～
300
300
300
300
単価（枚） 合計
300
300
300
300
¥9,000,000 ～
300
300
300
300
単価（枚） 合計
400
400
400
400
¥12,000,000 ～
400
400
400
400
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13-2.似顔絵ASPキャンペーンプラン：キャンペーンサイト一体型

CONFIDENTIAL

ドメイン：xxx.nigaoe.ne.jp
対応端末：スマートフォン（iPhone・android）/PC（弊社推奨ブラウザ）各最新版 オプション（オプション5個パック対応機能）
サーバ：DB・WEB共有 1,000アクセス/時間（保証値ではありません）
以下から5つ選択した場合15万円
似顔絵発注可能枚数：最低300枚～最大3,000枚/月 程度
※キャンペーンの広告展開及びサイトのアクセス数によっては共有環境でご利用
いただけない場合がございます。

１デバイス 基本機能 30万円 月額5万円
（2デバイス以降１デバイス対応毎に +20万円）

基本
ページ
（各1P・総計9P以
下）

顔写真
メール受付

各種メール配信

似顔絵作成
管理機能

期間運用

初期

ＴＯＰページ
キャンペーン概要ページ
利用規約
プライバシーポリシー
似顔絵応募TOP（似顔絵ｻﾝﾌﾟﾙ付き）
似顔絵応募（mailtoリンクページ）
ダウンロードページ
（キャンペーン終了後1週間までダウンロード可）
終了ページ
完売ページ

初期

写真受付機能
完売時メール停止機能

初期

ダウンロードURL付き似顔絵制作完了メール
完売時停止メール
写真再送依頼メール

初期

制作可否判定
受付写真閲覧
似顔絵作成管理

運用

プログラム保守
レポート 月次（ＴＯＰＰＶ数、総ＰＶ数 テキストベース
で月次納品）

QRコード発行

\30,000

テンプレート選択

\50,000

インスタントウィン

\50,000

完了メール自動（時限）配信

\50,000

ティザーページ作成

\50,000/1週間

完了メールタイマー自動配信

\50,000

デバイス別URL発行

\50,000

独自ドメイン

\30,000

ダウンロード期間延長

\50,000 /1週間

シリアル発行

\50,000

複数画像配信（1ユーザーに同時
に複数の画像を配信する場合）

\50,000

ユーザー制限
（1ユーザー○回まで）

\50,000

シリアル入力フォーム追加
（このオプションはシリアル認証と
セットになります）

\50,000

シリアル認証（このオプションは
シリアル入力フォーム追加と
セットになります）

\50,000

アンケートフォーム追加

\50,000

テンプレートデザイン
（オプション5の場合5種まで）

\5000/1種

ログレポート（応募数 ・媒体TOP）

\50,000

完成似顔絵SNSﾎﾞﾀﾝ実装

\50,000

背景合成機能

\50,000

オプション（オプション5個パック非対応機能）
こちらは個別オプションでの対応となります
ページ追加

\10,000/枚

SSL導入

\ 150,000

VPSサーバ

初期サーバ構築\100,000
月額サーバホスティング
\ 50,000/月

画像変換エンジン
の導入

従量制
\50,000/月～

占有サーバ

初期サーバ構築\200,000
月額サーバホスティング
\ 150,000/月

メール事務局
1日1H程度
平日のみ

初期\100,000
月額\100,000～

画像投稿監視

\12,000/1人1日2回

画面構成図作成

\50,000～

デザインパーツ作成

￥200,000～

オリジナルデザイン

別途ご相談

表示金額は税別となっております。
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13-3.似顔絵ASPキャンペーンプラン：既存サイト繋ぎこみ型

CONFIDENTIAL

ドメイン：xxx.nigaoe.ne.jp
対応端末：スマートフォン（iPhone・android）/PC（弊社推奨ブラウザ）各最新版
サーバ：DB・WEB共有 1,000アクセス/時間（保証値ではありません）
似顔絵発注可能枚数：最低300枚～最大3,000枚/月 程度
※キャンペーンの広告展開及びサイトのアクセス数によっては共有環境でご利用
いただけない場合がございます。

オプション（オプション5個パック対応機能）
以下から5つ選択した場合15万円

１デバイス 基本機能 30万円 月額5万円
（2デバイス以降１デバイス対応毎に +20万円）

ステータス/送受
信（当社指定）

初期

認証ID発行
繋ぎこみ資料提供
各種メール設定
ステータス送受信（写真受付完了時、受信エラー時、
写真再送依頼時）
ダウンロードURL送信
（キャンペーン終了後1週間までダウンロード可）

初期

写真転送受付機能
完売時メール停止機能

各種メール配信

初期

ダウンロードURL付き似顔絵制作完了メール
完売時停止メール
写真再送依頼メール

似顔絵作成管理
機能

初期

制作可否判定
受付写真閲覧
似顔絵作成管理

顔写真メール受付

期間運用

運用

プログラム保守
レポート 月次（制作数 テキストベースで月次納品）

QRコード発行

\30000

テンプレート選択

\50,000

ダウンロード期間延長

\50,000 /1週間

完了メール自動（時限）配信

\50,000

複数画像配信（1ユーザーに同時
に複数の画像を配信する場合）

\50,000

完了メールタイマー自動配信

\50,000

当選ID発行

\50,000

独自ドメイン

\30,000

ログレポート（応募数）

\50,000

当選認証（このオプションは当選
ID発行とセットになります）

\50,000

ユーザー制限
（1ユーザー○回まで）

\50,000

テンプレートデザイン（オプション
5の場合5種まで）

\5000/1
種

複数似顔絵タイプ組み合わせ

\50,000

オプション（オプション5個パック非対応機能）
こちらは個別オプションでの対応となります
VPS（クラウド）サーバ

初期サーバ構築\100,000
月額サーバホスティング
\ 50,000/月

画像変換エンジン
の導入

従量制
\50,000/月～

占有サーバ

初期サーバ構築\200,000
月額サーバホスティング
\ 150,000/月

メール事務局
1日1H程度
平日のみ

初期\100,000
月額\100,000～

画像投稿監視

\12,000/1人1日2回

SSL導入

\ 150,000

表示金額は税別となっております。
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