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提供料金

対応OS

ビジュアモール スマートカタログ

ホワイトクラウド
SaaS

電子カタログ

高セキュリティ
　安全性アップ

クロスデバイス
　コストダウン

マルチメディア
　訴求力アップ

クラウド
　管理力アップ

基本ストレージ 2GB
34,000円スマートカタログ基本パッケージN

スマートカタログ （5ID）

月額料金 機能

30,000円

スマートカタログライト （50ID）＊1、基本ストレージ 5GB
50,000円スマートカタログ基本パッケージN

バリューパック50
スマートカタログ （5ID）

30,000円

スマートカタログライト （100ID）＊1、基本ストレージ 15GB
100,000円スマートカタログ基本パッケージN

バリューパック100
スマートカタログ （5ID）

30,000円

初期費用

■ 基本サービス

10,000円/50ID ビューア （iOS版、Android™版、Windows版の単一OSを選択）

4,000円/5ID

スマートカタログライト シングルOS

15,000円/50ID ビューア （iOS版／Android™版／Windows版／Webビューワ版）スマートカタログライト マルチOS

スマートカタログ ビューア （OSは基本パッケージに準ずる） ＋ オーサリングツール ＋ CMS

月額料金 機能

■ 追加サービス

（税抜）

（税抜）

ご契約数量により、別途お見積いたします。＊1 スマートカタログライトはシングルOSまたはマルチOSを選択可能。

ご契約数量により、別途お見積いたします。

音声読み上げ機能 Rizbell

音声読み上げ機能 Rizbell 言語追加 15,000円 読み上げ言語 ： １言語対応

iOS
Android

WebViewer

7.0-9.3
4.0-6.0
Windows7-10、Windows8、Mac OS X
IE9以降、Chrome22以降、Safari6以降

Windowsアプリ Winodws8.1 Winodws10

30,000円 読み上げ言語 ： ２言語対応（日本語、米語、北京語、韓国語から選択）

月額料金 機能

■ 有償オプションサービス （税抜）

※2016年4月時点

15,000円月額料金

1GB

80,000円

10GB

150,000円

1TB追加容量

■ 追加ストレージパッケージ （税抜）

※ パンフレット記載内容は、2016年11月現在のものです。　
※ 料金表示は税抜表示となります。また、端数切捨てのうえご請求することがありますので請求額が料金表示と異なる場合があります。
※ サービス名称は一般に各社の商標または登録商標です。　
※ Apple、Appleのロゴ、iTunesは、米国および他国のApple Inc.の登録商標です。
　 iPhone、iPadはApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。　
※ Androidはグーグル インコーポレイテッドの商標または登録商標です。　
※ GoogleおよびGoogleロゴ、AndroidおよびGoogle Earth、Androidロゴ、Androidマーケット、Gmail、You Tube、
　 Googleマップとそのロゴは、Google Incの商標または登録商標です。　
※ FlashはAdobe Systems Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。　
※ WindowsおよびWindows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
※ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

スマートカタログ
無料トライアル実施中

スマートカタログ（50ID+2GB）が2ヵ月間無料でお試し可能！

Webで簡単申込

サービス名称

サービス名称

サービス名称

コンテンツ管理システム

Windows7以降
IE9以降
Flash Player 10.1以上
解像度1280×1024pixel以上

各種
マニュアル

プレゼン
資料

商品
カタログ

社内文書

スマートカタログ　トライアル

http://www.softbank.jp/biz/



サービス概要

特長

サービス概要 主な機能

利用シーン

コンテンツ管理者

PCのWebブラウザ

共有先グループ管理

ID管理

コンテンツ共有管理

マルチメディアコンテンツ制作

一括更新

コンテンツ公開期間設定

ストレージ

利用状況ログ管理

リモート削除

クラウドへのアクセス

コンテンツのアップロード、共有管理、マルチメディア化

コンテンツ閲覧者

専用閲覧アプリ（マルチOS対応）

ダウンロードで配信

常に最新資料を閲覧

■ コンテンツのリモート更新

クラウド 管理力アップ

デバイスに共有済のコンテンツは、クラウド上の管理システムからリモート更新や
削除ができるため、常に最新の社内文書を安全にモバイル活用することが可能。
また、コンテンツの更新時は、デバイス側画面にブッシュ型メッセージで通知可能。

■ コンテンツの公開期間設定
コンテンツは公開期間の設定ができるため、期間が定まっているキャンペーン
資料の管理や、特定の日時の会議に配布する機密文書の廃棄管理も安心。

■ コンテンツの共有先グループ管理
共有先の閲覧者IDは、複数IDをグループ化設定できるため、組織単位での
効率的な文書共有が可能。

■ コンテンツの閲覧ログ集計
共有したコンテンツはID単位でダウンロード状況、閲覧日時、時間のログが収集
でき、営業資料、業務マニュアルなど社員利用状況の見える化に活用可能。

導入企業

■ 管理者向け
 　コンテンツ管理システム

■ アプリケーション付帯機能
アンケート機能

メール送信・印刷のON/OFF設定

PCのローカルに保存されているOfficeドキュメント（PowerPoint、
Word、Excel等）やPDF、動画、画像、音楽ファイルをCMSの機能
を利用してクラウド上のサーバにアップロードするだけで簡単登録

iOS、Android™搭載端末、Windows搭載端末、PCブラウザ対応のスマートカタ
ログで、簡単にアンケート回答が可能。PCの管理画面でアンケート作成、リアル
タイム集計、グラフ表示、CSV出力が可能。お客様への接客時のアンケートや、社内の
研修マニュアルの理解度チェックテストなどの活用が可能。

【コンテンツ登録】 

コンテンツの公開先設定、公開期間設定、一括配信、一括更新、
一括削除が一元管理可能

【コンテンツ管理】 

共有した文書ファイルは、ID単位で、ダウンロード状況、閲覧日時、
閲覧時間のログが収集できるため、営業資料や業務マニュアルの
活用状況の見える化が可能

【閲覧ログ管理】 

■ 閲覧者向け
　 スマートデバイス用
　 専用アプリケーション

● スマートカタログ専用アプリケーションをスマートデバイスへインストール。
　iPhone、iPad用アプリケーションは、App Storeからもインストール可能。
● iOS、Android™搭載端末、Windows搭載端末、PCブラウザ対応※で、
　直感的に操作可能
● オンラインで資料をダウンロードしておけば、オフラインでも、
　いつでもどこでも閲覧可能
● 動画や音声、HTML5対応の臨場感あふれるリッチコンテンツを表示可能
● ダウンロードした資料は、任意のページへのメモ作成やブックマークが作成可能
● キーワード検索機能で、全文検索可能

■ 制作者向け
　 オーサリング機能

● PCのブラウザでクラウドにアクセスするだけで、特別なソフトは不要
● マウスのドラッグ＆ドロップで直感的に、動画や音声の埋め込みや
　さまざまなアクションボタンを簡単に設定可能
● 動画を資料に追加したい場合には、動画の再生領域を自由な位置に
　指定するだけで可能
● Webサイトのハイパーリンクや、ページジャンプのボタン設定が可能
● 別画面を開いたスライドショーの設定が可能
● ページごと、コンテンツごとの音楽の設定が可能

※対応ブラウザ ： IE9以降、Chrome22以降、Safari6以降

WX
P PDF

WX
P PDF

■ マルチメディアコンテンツ制作

マルチメディア 訴求力アップ

PDFやOfficeドキュメント上に、動画や音声、Webリンクを自由レイアウトで
追加できるため、商品カタログ、プレゼン資料の訴求力、業務マニュアル、研修
マニュアルの理解力が飛躍的に向上。

■ ドラッグ＆ドロップで自由なレイアウト
既存のPDFドキュメント上に、動画等の素材をドラッグ＆ドロップで自由に配置
できるため、従来のテンプレート型では表現が難しかった、自由なレイアウトでの
マルチメディアコンテンツの制作が可能。

■ 音声自動読み上げ機能
コンテンツ内のテキスト情報は音声自動読み上げが可能。商品カタログの自動
音声解説や無人での各種案内サービスなどの制作が可能。

高セキュリティ 安全性アップ

■ 管理システムへの安全なアクセス
クラウド上の管理システムへのアクセスは、ログイン認証および権限設定による
アクセス制御をし、コンテンツのアップロードは、SSL通信プロトコルによる
セキュアな通信で安全を確保。

■ デバイス認証によるアカウント・セキュリティ
スマートカタログ専用アプリケーションのログインアカウントは、各デバイスと
端末情報で１対１で紐付くシステムのため、登録されていない他のデバイスから
のログインは不可能。

■ コンテンツの暗号化ダウンロード
指定デバイスへのコンテンツのダウンロードはSSL通信プロトコルによる
セキュアな暗号化通信。デバイス内のスマートカタログ専用アプリケーションに
ダウンロードされたコンテンツはすべて暗号化し、抜き取りは不可能。
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P PDF WX

P PDF

クロスデバイス コストダウン

■ ダウンロード型（オフラインでも閲覧可能）
スマートフォンやタブレット端末へのコンテンツ共有はダウンロード型だから、通信
環境に影響されずに、オフラインでも利用可能。 （※PCブラウザはストリーミング型）

■ ペーパーレス＆コスト削減
スマートフォンやタブレット端末へ最適化されたコンテンツ共有が簡単にできる
ため、ペーパーレスによるコスト削減、場所を選ばないワークスタイルの変革
が可能。

■ ワンソース・クロスデバイス
クラウド上でOfficeドキュメントを自動的にPDF化することで、スマートフォンや
タブレット端末、PCまで異なるデバイス間でも、表示が崩れない最適化された
ドキュメント共有管理が可能。

導入前 導入後テーマ

マルチメディアの
訴求力

クラウド上で、PowerPointなどOfficeドキュメントに
動画や音声を追加したマルチメディアコンテンツの
制作が簡単にできるため、テキストだけでは伝わら
ない訴求力のある商品説明が可能となります。

テキストばかりの提案資料で商品説明
をしても、商品の魅力が伝わらず、営業
成績が伸びていない。

大量の商品カタログや営業資料をスマートデバイスや
PCで閲覧できるため、営業マンの運搬負荷が大幅に
解消。ペーパーレス化によるコスト削減、営業車の
削減、営業訪問件数の拡大で、営業効率が飛躍的に
向上します。

商品カタログや営業資料が大量にある
ため、印刷・配送コストの負担や、営業
マンの持ち運びの負荷が大きく、一日
の営業訪問件数が増えなかったり、
営業車での訪問が必要だったりと、
営業効率に課題があった。

クラウド上の専用管理システムから、最新マニュアル
の一括更新が可能です。各社員に依存していた古い
紙資料の差し替え作業が解消され、全社員が常に最新
情報で業務遂行ができるため、業務品質の平準化が
期待できます。さらに、閲覧ログ機能を活用すれば、
社員ごとのダウンロードの有無、閲覧時間が簡単に
確認できます。

業務マニュアルや研修マニュアルの
情報アップデート時は、社員が各々で、
紙の差し替え業務を行っているため、
業務負荷の大きさと、すべての社員が
確実に最新情報のマニュアルで業務
を遂行しているかが不安であった。

クロスデバイスで
ペーパーレス

クラウドから
一括更新

「ビジュアモール スマートカタログ」は、PDFやOfficeドキュメントをクラウド上で一括管理し、動画や音声などを自由に付加した訴求力の
高いマルチメディアコンテンツとして、タブレット端末やスマートフォン、PCまでのクロスデバイスへセキュアに共有管理可能な法人向け
クラウドサービスです。

コンテンツ毎にメール送信や印刷のON/OFF管理ができるため、
重要な資料も安全にモバイル活用が可能。

音声自動読み上げ機能（有償オプション）
● コンテンツのテキスト情報は音声自動読み上げが可能。
● 商品カタログの自動音声解説や無人での各種案内サービスなどの制作が可能。
● 日本語、英語（米語）、中国語（北京語）、韓国語から選択可能（音声読み上げ機能Rizbell）

http://www.softbank.jp/biz/


