
COCOから拡がる世界がAR

スマホから飛び出す新しい印刷物のカタチ

cocoARプリント
情報・文化を創造する

お問い合わせは

動作環境

注意点

で表示できるオブジェクト

iOS 5.X以上 ／ Android4.X 以上

COCOARは3D描写には現状では対応しておりません。
マーカーの解析には特徴点認識のためのデジタルカメラの性能、ARオブジェクトを表示するまでの回線速度に依存するため、
認識速度は一定ではありません。
デジタルカメラでマーカーの特徴点を解析する際には、コントラストが高い（明暗がはっきりしている）ほうが特徴点を認識
しやすいという特性を持っております。マーカーには、コントラストが高いものを推奨します。
似たような特徴点のものをスキャンした場合には、誤認識を起こす可能性があります。マーカーには、それぞれ区別しやすい
ものを使用されることを推奨します。
コンテンツは自由に登録することが可能ですが、他企業のロゴや商品ロゴなど、著作権を侵害するようなマーカーやオブジェ
クトは使用しないようにご注意ください。
違反行為又は公序良俗に反するコンテンツはお受けできません。
仕様は予告なく変更することがあります。

ファイル形式はmp4形式のみとなります。
その他の形式の場合、当社にて変換作業を行います。

動画

※登録したARオブジェクト（コンテンツ）やマーカーは月に 4回まで差し替え可能です。
※配信されるARオブジェクト（コンテンツ）やマーカー画像の内容によっては当サービスを利用できない場合がございます。
※画像によってはマーカーとして登録できない場合があります。
※その他注意事項等は契約書裏面か弊社担当営業までご相談ください。

※マーカーを認識する速度や動画等を安定して再生する場合は、端末の仕様や環境に左右されます。詳細はご相談ください。

上下左右 360°自在に動くパノラマコンテンツです。
まるでその場にいるかのような臨場感が体験できます。

360°パノラマ

ファイル形式はmp3形式となります。
その他の形式の場合、当社にて変換作業を行います。

音楽・音声

外部ブラウザを起動させます。
Web-site

電子書籍ebookを起動させます。
PDFファイルをebookに変換します。

ebook

吹き出しや、スクロールでテキストを表示させます。
20,000 文字まで表示可能です。

テキスト

JPGや PNGなどの画像を表示させます。
タップで全画面表示になります。

画像

01:12 / 09:30

を体験しませんか
「COCOAR」アプリを端末にインストールします。1

3

4

アプリが起動したら　　マークをタップします。

対応の画像をスキャンします。

認識するとコンテンツが表示されます。

iPhone/iPad　　　　からダウンロード
Android　　　　　　からダウンロード

※画像に光が反射しない環境でスキャン
　して下さい。

2

かざす

〒501-2517　岐阜市三輪ぷりんとぴあ13番地1
http://www.bungeisya.co.jp

情報・文化を創造する

℡ 058-229-6088  ℻ 058-229-6131 P-00036
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文芸小PTA会報誌

動画で見るPTA会報
誌！
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クラブ対抗リレー！
　勝ったのはどのクラブかな？
クラブ対抗リレー！
　勝ったのはどのクラブかな？
クラブ対抗リレー！
　勝ったのはどのクラブかな？

特集　木と共に育つ子どもたち
今日の給食コーナー
文芸親子クラブ
燃えた！青春の運動会
将来の夢はな～んだ？

今月の格言コーナー
飛ぶことを学ぶためには、まず
歩かねばならない
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これまでの印刷物では表現できなかった
次世代のプロモーションを　　　　　　　 　 で。
cocoARプリントは、従来の印刷物では表現できなかった全く新しいプロモーションが可能となります。
ポスター・チラシ・パンフレット・ポストカードなど印刷された画像にスマートフォンやタブレット端末の
カメラをかざすだけで、動画や音声が再生されたり、電子ブックを閲覧することができます。
印刷だけでは掲載できる情報が限られていましたが、cocoARプリントでより多くの情報を伝えることが
できるようになりました！！（専用アプリのダウンロードが必要です）

cocoARプリントを実際に体験してみよう
このパンフレットの　　で囲ってある写真をスキャンしてください。
スマートフォンやタブレットへコンテンツがダイレクト配信されます。

行事を　　　 で伝える

当日参加できなくても、会報誌が伝えてくれます。
誌面の読者しか視聴できないため、動画を乱用
されるリスクを抑えられます。

他にはない名刺を作成した
い！そんな要望にもcocoAR
プリントはお応えします。
名刺サイズでは小さくて伝え
きれない場合も、cocoAR
プリントで大きく見せること
ができます。

実際にその場にいるかのような体験が出来るPANOCONと
連動することで、物件の内観や雰囲気・周辺情報まで詳しく
伝えることができます。

店舗や施設などの空間をそのまま再現！

アイディア次第で広がる可能性。
cocoARプリントの活用例の一部です。

360°のフルパノラマの世界。
　　　　　　　　  と組み合わせる事で、
臨場感溢れる誌面に変わります。

●ビデオで教えてくれるマニュアル
●月ごとにCMなどの動画を挿入するカレンダー
●ロゴ等にかざすと現れるシークレットセールDM
●結婚式の二次会用サンクスカード
●動画メッセージを送れるハガキ
●雑誌等のキャンペーン企画 etc...

cocoARプリント

cocoARプリント

×
360°パノラマ

リアルに
現場体験

新型EC
サイトとして

直観的で
解りやすい

パノコンは空間をリアルに表現するインタラクティブ性にとんだ画期的なツールで、上下左右360°

これまでの写真では伝わらなかった臨場感を360°パノラマで表現することができます。
お店の内観や不動産物件など、実際に足を運んでご覧いただけないお客様に、疑似体験していただけます。

誰でも簡単に操作ができる！
パノラマ画面上をタッチして横にスライドする、その場で回転するなどして、自由に動かすことができます。
誰でも簡単に操作ができるので幅広い年齢層の方に雰囲気を掴んでいただくのに最適です。

バーチャル店舗のECサイトとして！
バーチャル店舗からECサイトへのリンクも可能です。動画や音も取り入れることができますので、
新型のECサイトとして活用していただけます。自在に動き、まるでその場にいるかのような臨場感を体験できます。

かざす

小さな名刺から大きな　　   を見せる

　　まで詳しく見せる

イベントやコンサートに向
けて、ユーザーに実際の
音楽を聴いていただくポス
ターを作成してみてはいか
がでしょうか？
普通の印刷物では見ること
でしか伝えられなかった情
報も、cocoARプリントで
は実際に聴いて伝えること
ができ、より多くの集客を
見込めます。

　　を実際に聴くことの出来る 　　　　と連携した

既に印刷済みの書籍に
も新たに刷り直すこと
無く、コンテンツを組
み込ませることが可能
です。続編は印刷する
のではなく、ebook
で読んでいただくこと
もできます。

印刷済みの    　　 と　　      　  との連動

写真を大きく載せたい
が、説明文も多く載せ
たい。限られた紙面で
は無理に思えても、
cocoARプリントでは、
写真から説明文を表示
させ、スッキリとした
写真集ができます。

写真から　　      　 を表示させる

続きはWebで…はよく見かけますが、Webサイトへダイレク
トリンクが可能なcocoARプリントでは、すぐにWebサイト
へ誘導することができます。

〒501-2517　岐阜市三輪ぷりんとぴあ13番地1
TEL 058-229-6088 FAX 058-229-6131

動物の悩みならなんでも

cocoARアプリで毎月更新！
左の写真をかざすとアルパカの成長記録がご覧になれます

文  芸  太  郎
アルパカ楽園　園長

TARO BUNGEI

http://www.bungeisya.co.jp
家族全員が長年暮らせる安心をお約束します
お客様サポートセンターは24時間対応です

お客様サポートセンター 0120-229-6088

文芸ホームでは、お客様に安心してお住まいいただけるよう、万全の
アフターサポートサービスを行っております。
お客様の大切なお住まいを見守り続けて60年。歴史の長い当社だか
らこそ、ご安心して住んでいただけます。緊急のトラブル、ご近所トラ
ブル、などなんでも安心してお任せください。

文芸ホームには経験豊かなベテラン建築士が多数在籍しています。
長年の経験を積んだ建築士が最新のこだわり設計にて
お客様がご納得いくまでプランをご提案いたします。
美しいデザインと暮らしやすさを調和させた文芸ホーム。

〒501-2517　岐阜市三輪ぷりんとぴあ13
TEL 058-229-6088  FAX 058-229-6131

■周辺地域情報

■物件概要
●所在地／岐阜市三輪ぷりんとぴあ●都市計画／都市計画区域
●道路／西側町道8m●建坪率／80％●地目／宅地●上水／井戸
●電気／文芸電力●建物構造／在来木造工法●交通／バス
●下水／合併浄化槽●今回販売／１棟

文芸中学……………………………徒歩５分
岐阜文芸社…………………………徒歩5分
文芸駅………………………………徒歩20分
スーパー文芸………………………徒歩10分

BUNGEI HOME

8/258/25
20XX20XX

COCOARで実際に内観が
ご覧いただけます
COCOARで実際に内観が
ご覧いただけます

経験豊富な建築士がこだわりの設計を
ご提案します

暮らしに安心をプラス暮らしに安心をプラス

BUNGEI HOME

安心し
て暮らせる文芸ホーム。

安心・快適・素敵プランその１

Webであなたの町を活性化
　創業から走り続けること100年。BUNGEIは小さな町工場からはじま
り、今では世界シェア№１の情報加工会社へと変貌を遂げました。日本
のみならず世界を舞台とするグローバルな会社として躍進を遂げた今、
次に目指すのは、原点でもある地域貢献であると考えます。岐阜のまち
を世界へ。それがBUNGEIの願いです。
　しかし近年世界規模の経済危機などから企業を取り巻く状況はかつ
てないほど厳しいものとなっております。BUNGEIではこのような時代
だからこそ、まずは岐阜のまちづくり、岐阜の人々の健康と笑顔を守る、
という使命感にかられます。今後とも変わらぬご愛顧の程宜しくお願い
します。また今後ともBUNGEIの変わらぬご愛顧の程宜しくお願いしま
す。くどいようですが変わらぬご愛顧の程宜しくお願いします。最後にも
う一言変わらぬご愛顧の程宜しくお願いします。今後とも変わらぬご愛
顧の程宜しくお願いします。また今後ともBUNGEIの変わらぬご愛顧の
程宜しくお願いします。くどいようですが変わらぬご愛顧の程宜しくお願
いします。最後にもう一言変わらぬご愛顧の程宜しくお願いします。

Bungeisya.Co.,Ltd.Bungeisya.Co.,Ltd.

このページからWebへアクセス。
Your Global Partner.

このページからWebへアクセス。
Your Global Partner.

●USA
applepie  2
piza  3
orange pie 3
fish pie  15

SUPER VISER 文芸太郎

●JAPAN
applepie  2
piza  3
orange pie 3
fish pie  15

●CHINA
applepie  3
rice piza  10
orange pie 3
small pie  15

●ASEAN
applepie  3
rice piza  10
orange pie 3
small pie  15

YOUR GLOBAL PARTNER

研究

生産 開発

No.1 Flower

No.2 唐辛子

No.3 木曽川

LIVE HOUSE

GIFU ROCK YOU!!

BUNSEA 30th ALBUM

NOW ON SALE
￥3,000（税込）

BUNGEI GEKIJYOU

Vocal:Bunko
Guitar:Bunta
Bass:Bunmaru
Drum:Bunsuke

http://www.bungeigeigeisya..co.jp

地下鉄　文芸駅下車徒歩2分
文芸バス停　徒歩3分
文芸インター　車で3分
文芸空港　車で5分

岐阜県岐阜市三輪ぷりんとぴあ
BUNGEI　GEKIJYOU

TEL 058-229-6088

ロックの伝道師BUNSEAが送る
待望のニューアルバムここに見参！

前売り　￥3,500 当　日　￥3,600 学　生　￥1,500

 First Live
20XX.08.25(SUN)
OPEN 18:00  CLOSE 21:00

初のワンマンは全てSOLD OUT！
その音楽は説明不要。

チケットのご予約：7月XX日より電話予約を開始！
ご予約の際は「名前・住所・電話番号」をお伝えください。

岐阜ルネッサンスミュージック
TEL058-229-6088（平日8：00～20:00）

ぶんげいチケット　TEL058-000-0000　Bコード30504873548
チケットぶんげい　TEL058-000-0000　Gコード30504873548
ぶんぶんチケット　TEL058-000-0000　Uコード30504873548
ふんふんチケット　TEL058-000-0000　Xコード30504873548

下記プレイガイドにて絶賛発売中！お問い合わせ

岐阜BUNGEI／ぶんげいロード／BG／
ぶんぶん小学校／岐阜ルネッサンスB／
食堂ぶんげい／THEBUuuN／GEISHA

主催・後援

Photo Book

完成見学会完成見学会

コ コ あ る

動画動画 会報誌会報誌 写真写真 名刺名刺

音楽音楽 ポスターポスター

内観内観

WebサイトWebサイト パンフレットパンフレット

書籍書籍

説明文説明文 写真集写真集

ebookebookチラシチラシ
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