
被写体を360°回転させながら自動で撮影。

わずか１分でスマートフォンやタブレットの端末の画像を

指でタッチしながら自在に回転させて

観ることができる「QLQL」。

その瞬間、誰もが笑みを浮かべる。

それこそが「QLQL」の最大の魅力です。

クルクル

回転する 次世代型 ソリューション360°

まずはQRコードを読み取って

QLQLの世界をご体験ください

SAMPLE CHECK!
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QLQLは被写体が回転台の上に乗り、自動回転しながら撮影します。
人物はもちろん、家具や家電などの静物も対応できます。

※家具や家電は回転台の上に乗せることができるものに限られます。
※回転台サイズは直径65㎝、90㎝、120㎝をご用意。重量は最大280㎏です。

QLQL一体型カメラによる撮影

基 本 の 撮 影

QLQL撮影した画像をあらかじめ用意した背景や
フレームにその場で合成することができます。
撮影後、被写体を切り抜き、背景画像、
フレーム画像の３つのレイヤーへの合成を
独自技術により瞬時に実行。
あっという間に合成QLQLをお楽しみいただけます。

合成

Customize PLAN-1

1 QLQL撮影各種サービス
QLQLは「基本の撮影」に各種カスタマイズプラン、
マーケティングサービスを組み合わせることで、
多彩なコンテンツを作ることができます。
PRやイベント運営・集客、ECサイトの商品画像など
用途に合わせて設計・導入いただけます。

QRコードを読み取って
是非、体感してください！

SAMPLE CHECK!

さらに、もっと楽しめる！ カスタマイズもいろいろ！　

イベントなどの人物撮影は、
撮影後に被写体ごとの
端末読み取り用QRコードのついた
レシートを発券してお渡しします。
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QLQLにアニメーションの
背景やフレームを合成します。
被写体はもちろん、アニメーションも

「観る人が自在に動かせる」
QLQLならではの、
遊び心溢れる世界が広がります。

アニメーション

Customize PLAN-2

QLQL撮影と同時に、
QLQLのほか自動で回転する
ムービーも作成します。
被写体は通常のQLQLと
自動回転ムービーの両方を
ご自分の端末でお楽しみいただけます。

自動回転ムービー

Customize PLAN-3

別々に撮影した２つのQLQLを合成して
新たに１つのQLQLを作成する独自技術です。
例えば、アイドルやマスコット、アニメキャラクターの
QLQLを事前撮影して用意することで、
その場にいなくてもファンとの

「ツーショットQLQL」が実現します。

ハンクアウト

Customize PLAN-4

QRコードを読み取って
是非、体感してください！

SAMPLE CHECK!

QRコードを読み取って
是非、体感してください！

SAMPLE CHECK!

QRコードを読み取って
是非、体感してください！

SAMPLE CHECK!

QLQL Movie（.mp4）の

フレームデザインを

カスタマイズも可能！

フレームや背景も

 自在に動かせる！
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QLQLをモニターに表示することができます。イベントで撮影したQLQLをその場で表示するのはもちろん、
事前に撮影した商品やモデルのQLQLを表示して大規模な展示会における看板として活用することも可能です。

PCモニター/PC/Wifi環境があれば、 
遠隔地でも同時にQLQLを配信することができます。 
日本全国はもちろん、世界各国での同時配信も可能。
離れた場所にいる人たちが

「つながる」コミュニケーションの
新しい楽しみ方をご提供いたします。

QLQLを使ったイベント・サービス
顧客サービスや集客を目的とした「QLQL撮影」を用いたイベントをはじめ、
季節イベントやパーティーでもご活用いただいております。
撮影したQLQLを顧客様がSNSでシェアすることで
新規顧客の獲得へとつながる、イベント会場での集客になるなど
マーケティングの新たな可能性を開拓します。

2

モニターによるQLQL展示

広告画像の差し替えが可能です。
企業様、イベント主催様の
告知・広告にお使いください。

広告5秒〜

01 02 03 04 05
広告5秒〜 フルサイズ

1周×3名
4分割1周 16分割1周

繰り返しループ再生

地球上でQLQLを

同時配信できる！

【実績例】
平成29年度神田祭 様
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QLQL撮影の機材は御社のイベントのイメージ、
会場のスペースや動線の状態にも対応できる汎用性の高さに自信があります。
御社でご用意されているイベントのセットに
撮影装置を組み込んで設置することも可能です。
また、撮影も事前のレクチャーにより、御社のスタッフに行っていただける
簡便なオペレーションを実現しています。

回転台はサイズ・カラーをお選びいただけます。
会場の広さやイメージカラー、セットの雰囲気に
合う色にカスタマイズした回転台をご用意。
回転台は直径65㎝、90㎝、120㎝から
お選びください。
※回転台の耐荷重量は280㎏までとなります。

回転台もイベントに
合わせてチェンジ可能！

イベントセットと相性のよい機能的な機材

回転台をセットに

埋め込むことも

出来ちゃいます！

【実績例】
表参道店オープニング
JIMMY CHOO 様 

【実績例】
Verve Clicquot Yelloween 2017

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 様

【実績例】
VAN HOUTEN 様

【実績例】
見るを見る展 様

イベントの

イメージにあわせて

オリジナルカスタマイズ♪

POINT
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QLQLはタッチひとつでLINEやFacebook、Twitterなど
SNSへの投稿・シェアができる機能がついています。

「自分のQLQLを友達にLINEで送る」
「ECサイトで気に入った商品をSNSに投稿」といった
アクションが手軽にできるため「お客様による拡散」の
可能性を広げることができます。

（詳しくはP7、P8をご参照ください ）

QLQLのSNS拡散機能

QLQLticketは撮影時にQRコードを読み取り、
ユーザーの端末でのQLQLの読み取りが可能なチケットです。
事前にチケットを販売したり、顧客向けのサービス券として
配布・郵送することができます。
チケット表面にはオリジナルの画像やイラストなど
必要事項をプリントできるため、QLQL付き入場券としての発売も可能です。
※QLQLticketはQLQL撮影機材を常設してご利用いただく場合のみのご利用となります。

リアルとバーチャルをつなぐ
QLQLのマーケティング活用
QLQLと独自技術の併用によって、リアルとバーチャル双方の
コミュニケーションをつなぐマーケティングの設計が可能となります。
御社のパンフレットやカタログ、ECサイト、イベントをはじめとする
マーケティングにも幅広く活用いただけるサービスをご提供しております。

3

QLQL Ticketマーケティング
サービス 01

チケットの表面にはイベント名や日時、

場所などの文字情報を印刷。

イラストや写真を使ってオリジナルの

デザインへのカスタマイズも可能♪
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QLQL
レシート

 図解！

QLQLの基本の撮影時にお渡しするQRコード読み取り用のレシートに
宣伝や告知、割引券などを印刷してマーケティングツールとしても
ご活用いただけます。QLQLレシートは通常のレシートよりも保管しながら、
何度も見るため効果的なツールとしてご好評いただいております。
レシートは８色からお選びください。

「今日はピンクのレシートが出た方がアタリ」という風に、
QLQL撮影＋αのイベント性の高いコンテンツを
オプションでご提供することも可能です。

御社の既存ECサイトやWebページを
弊社独自システムを用いて
簡便にQLQLを連携させ、
マーケティングツールの強化につなげます。
ECサイトの商品画像をQLQLにしたり、
イベントで撮影した
すべてのQLQLをアップする
専用配信ページにタイムリーに
QLQLをアップいたします。

（詳細はP7、P8をご参照ください）

企業様ロゴ

ロゴの差し替えが可能。
企業さまのコンテンツに
変更することが出来ます。

レシートは広告、
告知スペースとして、
高い宣伝効果を
もたらします。

※レシートは576pix両端3mmは
印刷範囲外2極化したPNGデータ。
画像とテキストを横並びにすることは出来ません。

サムネイル

PHOTO QR

MOVIE QR

テキスト変更可能

広告スペース

お問い合わせ先

テキスト変更可能

QLQLレシートマーケティング
サービス02

Webマーケティングとの連携マーケティング
サービス03

【実績例】
SEMICON Japan 2016 様

　選べるカラーは全 8 色！

販売商品を

360°全角度から

確認できちゃう！

QRコードを読み取って
是非、体感してください！

SAMPLE CHECK!

SNSボタン

カスタマイズできる
SNSボタンで
ワンタップシェア！

QLQL商品画像
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シェアボタンマーケティング
サービス04

すべてのQLQLに、LINE、Twitter、Facebook、Instagramへの
「シェアボタン」が付いています。
これによりQLQLを写真（画像）と同じように
個人的なメッセージの送信はもちろん、
自身のアカウントへの投稿をワンタッチで行うことができます。
QLQLを手軽に送信、シェア、投稿ができるため
個人の楽しみとしてはもちろん、
顧客の拡散力を活用した宣伝や広告、
周知に役立てることができます。

グループページマーケティング
サービス05

SNS拡散につながるQLQLのシェアボタン機能

あらかじめ作成したグループページに、
イベントなどで撮影したQLQLをリアルタイムで
自動的にアップするサービスです。
このグループページをPRすれば
イベント参加者の全体数や参加者たち
それぞれのQLQLをすべて観ることができます。
SNSでの拡散を広げるだけでなく、
グループページを活用して「QLQLコンテスト」を行う、
といった二次的なマーケティングのしかけを実現できます。

QLQLグループページのリアルタイム作成

【実績例】
アニメエキスポ 2016 

ロサンジェルス 様

シェアボタンは

カスタマイズ可能！

参加型

イベントとしても

大活躍♪

QRコードを読み取って
是非、体感してください！

SAMPLE CHECK!
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QLQLサイトマーケティング
サービス06

弊社独自システムにより、御社の既存サイトとQLQLを連動させることが可能です。
例えば、通販サイトの場合、既存のサイトからユーザーが
商品画像をクリックすることで、QLQLを表示。
ユーザーは商品を360°回転させながら商品の詳細を見ることができます。
また、QLQLのシェアボタンによって「LINEで友達に商品をおすすめする」といった
動線へと導くことができます。

既存のサイトにQLQLを連動できるため、
既存サイトのリニューアルの必要がないこともメリットです。
また、ユーザーがQLQLページにジャンプした際のURLも御社の既存サイトが表示されます。
ユーザーに不安感を与えることなく、安心してご利用いただけます。

独自ドメインで運用可能です。
デザインはカスタマイズ
出来ます。
QLQLは外部にあるので
ECサイトに負担が
かかりません。

※外部サーバー
●QLQL導入商品画像一覧 ●QLQL導入商品詳細ページ

●QLQL導入商品詳細ページ ●商品購入ページ●商品画像一覧

御社の既存サイトとQLQLを連動させECサイトでの購買を拡大

簡単にワンタップで

シェアできるので、

情報拡散

効果に期待！

元の
ECサイト

QLQL

導入サイト

ユーザーは

元のECサイトで

QLQLを

見ている認識！

SNSボタンで
簡単にシェア出来ます。
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4 QLQL導入例
「基本の撮影」に多彩なカスタマイズ、マーケティングサービスを
組み合わせることで、用途に応じてもっとも適した形で活用できるのも
QLQLの魅力のひとつです。
御社のアイデアをカタチにすることが可能か、といった
ご相談も承っております。お気軽にお問合せください。

期間限定イベントとして店舗にてQLQL撮影を実施。モニターを使っての会場内での告知や集客も合わせてQLQLをお目当てに来場者を募り、無料で

QLQL を撮影。来場者にお渡しするQLQLレシートには今後のキャンペーンや割引の情報をプリントし、次の来店や購買へとつなげます。さらに、

イベントを一過性で終わらせないために、QLQLグループページを公開。折込チラシや店頭でQRコードを読み込み、グループページへのアクセスを

経て御社のサイトに導きます。地域に根差したイベントの企画や運営、イベントからの集客につなげたい企業様に適した組み合わせです。

QLQLを活用したサイトリニューアルの周知のために、専属モデルや人気モデル、キャラクターとのバーチャルツーショットが撮影できる「ハンクアウト」

を用いてイベントやキャンペーンなどのプロモーションに活用。同時に物販のECサイトの商品画像をQLQLで撮影し、ECサイトと連動させます。サイト

のリニューアルにより商品を360°見ることができるようになる時期とプロモーションのタイミングを合わせ、同時多発的なシェアや拡散を促します。

sample plan A

イベントの集客とキャンペーン告知の例

基本の撮影 モニター表示
QLQL
レシート

QLQL
グループページ

sample plan B

ECサイトの充実とSNSシェア拡大

基本の撮影 QLQLサイト ハンクアウト SNS拡散
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お子様に大好評のカスタマイズプラン、ＱＬＱＬアニメーションを加えて実施。店内や施設内でモニターによる表示を行い、撮影イベントそのものに

集客し、ＱＬＱＬレシートに「抽選券」や「割引券」として、次の来店や商品の購買につなげる導線をつくります。撮影者がＱＬＱＬをＳＮＳで友人、知人、

ご家族に送信することでさらなるイベントへの集客にもつながります。ショッピングモールをはじめとする商業施設様におすすめのプランです。

ECサイトで取り扱っている商品をQLQLで撮影し、360°商品を見ることができるECサイトを作ります。QLQL撮影は回転台の上にのせて約１分

で終了し、撮影終了と同時にあらかじめ作成しておいたサイトに自動でアップ。商品は弊社にお送りいただくか、出張撮影いたします。商品の

入れ替え、追加の頻度が高いECサイトやファッション、コレクターアイテムを扱っている企業様にご好評です。

人気キャラクターをお持ちの施設様向けのQLQL常設プランです。QLQL撮影によるハンクアウトを希望する来場者には、入場時にQLQLticket

を購入いただきます。場内の指定の場所でQLQLを撮影して、ハンクアウトを体験。例えば、人気のキャラクターとハンクアウトによるツーショット

QLQL ができるチケットとして通常の入場料1000 円（一般）のところQLQLticket は1800円で販売（QLQL利用料はチケット代に上乗せして

課金）。キャラクターは一度、QLQL撮影を行うだけなので負担をかけることなくサービスとして提供しつづけることができます。入場料などの値上げ

に苦慮されている施設様、新しい売れ筋グッズの開発や顧客満足度の高いサービスの導入にお悩みの施設様にぴったりです。

sample plan C

お子様連れ向けのイベント

基本の撮影 アニメーション モニター表示
ＱＬＱＬ
レシート

sample plan D

360°商品を見ることができるECサイトに

基本の撮影
Web

マーケティングとの
連携

sample plan E

人気キャラクターとのツーショット撮影（QLQL常設プラン）

基本の撮影 ハンクアウト QLQLチケット



無限の可能性を秘めたソリューションとして

進化し続けるQLQLでワクワクと笑顔の循環を。

QLQL誕生のヒントとなったのは、

遊園地の定番アトラクション「コーヒーカップ」でした。

ご存知の通り、「コーヒーカップ」は自分で操作をしながら

回転するシンプルなアトラクションです。

ただ、回転するだけでありながら、

定番のアトラクションとして長年、遊園地で親しまれている

その様子に「回転する写真」というアイデアが浮かんだのです。

コーヒーカップのように「自分で操作しながら360°回転する写真」を実現すべく、

撮影から画像の処理・管理のためのシステムを開発。

研究と試行錯誤を重ねながらQLQLが完成しました。

特許を取得したQLQLはリリースと同時にその目新しさ、面白さに注目が集まり、

様々な企業様・団体様からお問合せ・導入をいただくようになりました。

「より便利に、より楽しく」QLQLを活用いただけるよう、

撮影方法やシステム、サービスを開発し続けて今日に至ります。

QLQLの最大の特徴は「撮って楽しむ」ことはもちろん、

リアルとバーチャルを結び、PRや告知、集客、販売といった

マーケティングにつながる独自システムと簡単に連動させられることです。

2018年3月現在、世界各国で延べ10万人超の人々にご体験いただいたQLQL。

「回って撮る」「回して観る」というQLQLならではの楽しさをフックに、

幅広いニーズにお応えできる次世代型ソリューションとして

これからも進化し続けて参ります。

株式会社QLcle

MESSAGE

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-7-2 TEL.03-5244-4082 http://www.qicle.info 
ご質問、お問い合わせは弊社サイトのお問合せフォームまたはお電話にてお願いします。

株式会社QLcle


