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This is a sample letter that has been placed to demonstrate typing remat (Your Company). letterhead

design. When positioned properly, it will serve to work in harmony with all other elements letterhead.

This letterhead design is meant to project an image 

This letterhead design is meant project an image of professionalism reliability. By using simple aligen

we have created a very spacious feeling. The simplicity suggest  rengththe spaciousnes contributes h

aesthetics the layout. These basic qualities along with the (Your Company)

 

look and helps reinforce the (Your Company) brand. letterhead design is meant to project an image p

design. When positioned properly, it will serve to work in harmony all the other elements letterhead.

sionalism and reliability.  
This letterhead design is based on the (Form of your logo) form (Your Company) logo. Each stationery

we have created a very spacious feeling. The simplicity suggests strength the spaciousnes contribute

part of the (Form of your logo).

James DoeChief DirectorA  :  Address HereW :  Mail & Website Address Here

P  :  +880 - 12345 - 6789

▲

  まるミエならデザインQRでアクセス数アップ
白黒のQRコードとは異なり、ロゴマークやイラスト、商品画像などを使ったデザイン

性の高いオリジナルQRコードです。

専用のアプリをインストールする必要がなく、スマホのカメラで読み込むだけでアク

セスでき、視覚的にも認知されやすく、かざされやすいQRでアクセス数もアップし

ます。また、カスタマイズされたデザインQRコードは、通常より４倍近く多く読み取

られるという実績もあります。

＼ 販 促 に 関 す る お 悩 み を「 まるミエ 」が 解 決 い たし ま す ／
お悩み① QRコードを見てもらえない 

▲

  まるミエなら印刷物の効果測定ができる
デジタルコンテンツを提供する事でログがリアルタイムで取得できます。

直感的な分析画面でGooｇleアナリティクスとも連携しており、例えば抽選コンテン

ツの場合では、いつ抽選したか、どんな結果が出てクーポンをいつ利用したかまで

把握することができます。

また、アクセス数やユーザー数、利用ブラウザ、年齢、性別、地域などを含め利用状

況の把握が可能で、今まで取得不可能だった印刷物の効果測定を行うことができ

ます。

お悩み③ 結果が見えづらい、効果が掴めない
▲

  まるミエなら魅力的なWebコンテンツを安く・短期間で作成
多種多様なコンテンツのテンプレートをご用意しており、抽選コンテンツ（ガチャ、

おみくじ、スクラッチ、福引など）、スマホLPサイト、お申込み・アンケートフォーム・

スタンプラリーなどを短期間で作成します。また、アンケート回答者にクーポン発行

などコンテンツを組み合わせる事でより効果的なコンテンツの作成も可能です。

さらに配布済みの印刷物のQRコードはそのままで、リンク先のコンテンツ内容を変

更できる為、タイムリーに情報を提供する事ができます。

お悩み② 高いコンテンツ制作費・長い制作期間

【抽選コンテンツ】

その他にも
福引き
スロット
クーポン
スクラッチ
なども
あります

【フォーム】

・ユーザーが回答した場合
に、管理者にメールで通知

・リアルタイムでフォームの
回答状況を把握することが
可能

【スマホLP】

・作成したコンテンツとの紐
付けも可能

・地図やSN Sとの連動や
YouTubeコンテンツの埋
込も可能

・スタンプ設置場所をMAP
表示させる事が可能

・QRカメラの設置機能有
・Youtubeコンテンツの埋め
込みも可能

【スタンプラリー】

CSVデータもご提供できます

アプリの
ダウンロード不要

ルーレット

注目度が高いデザインQRコードを作成し、様々なWebコンテンツを安く

短期間で製作するサービスです。

ログデータの取得により今まで取得不可能であった紙媒体の効果測定が

可能となります！

ルーレットの
サンプルです。
お試しください

ガチャ おみくじ



お問い合わせは
Tel . 03-3881-2131（代）

［ 本　　社 ］
　〒120-0034  東京都足立区千住4-16-12 
［ 川口工場 ］
　〒332-0002  埼玉県川口市弥平2-15-24

www.msmarusho.co.jp
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「まるガチャ」お試しキャンペーン
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①DMのデザインQRから
　抽選へアクセス

【抽選コンテンツ】
ガチャ／ルーレット／くじ
／スロット／福引／スク
ラッチ／クーポン

【結果】
・あたり or はずれ
・1等～N等

【特典】
・もぎりクーポン
・等数ごとに
　特典変更可能

②パスコード入力 ④結果表示 ⑤特典獲得③抽選

・誰がいつ抽選をし特典を利用したかわかる！
・抽選コンテンツでDMの反応率UP！

ー想定実施例ー　会員限定、新商品発売告知DM。全員に当たるお店で使えるプレゼントガチャ

①店内POPのデザイン
　QRからアンケート
　フォームへアクセス

【質問項目】
自由に作成可能。

②アンケート入力 ④抽選 ⑤特典獲得③キャンペーンへ移動

・アンケート回答者の抽選結果、もぎり結果も取得可能
・データで管理のため集計結果の管理も楽ちん
・次回来店特典を付ける事でリピート客を獲得

ー想定実施例ー　アンケート回答特典で抽選ガチャに挑戦 ！

ポイント！

ポイント！

展示会・イベント向け

展示会やイベント会場内にデザインQR入りのポスターや
パネルを設置、特別な機材を用意する必要なく非接触で
スマホ抽選ガチャができ、その場でノベルティなどの引換
券を発行できます。
デザインQRにより集客率もアップし、会場内でのコミュ
ニケ―ションのきっかけ作りとしても役立ちます。
また、オプションとしてアンケートフォームと連動する事
で、今後の新規見込み客の創出にもお役に立てます。

■オプション
　アンケートフォーム連動（※ご質問項目は最大10項目まで）

　通常価格￥25,000のところ、キャンペーン期間中は￥20,000

〈企画実施例〉 来場者限定！　抽選ガチャで素敵なノベルティが当たる

①ブース内にQRを印刷した
　ポスターを設置
　スマホをかざして抽選に参加 ②抽選 ③結果表示 ④もぎりクーポン

※あたり・はずれの頻度は
　任意に設定が可能です。

ノベルティ引換券

【抽選コンテンツ】
ガチャ／ルーレット／くじ／
スロット福引／スクラッチ／
クーポン
からお選びいただけます

【結果】
・あたり or はずれ
・1等～N等
※どちらかお選び
　いただけます

ポイント！
・ワンアクションで抽選参加可能
・器材の設置不要

キャンペーン期間

3月31日まで

※デザインＱＲ作成用画像・ヘッダー用データ・フッター情報ご支給

通常価格

￥33,000のところ

デザインＱＲ・
抽選コンテンツ制作費

￥10,000

こちらの抽選ガチャで
あたりが出たお客様の中で
先着10社様への限定価格

ポイント！


