
アプリで顧客をファンにする



なぜ自社オリジナルアプリが必要か？

インターネット利用者70％がスマホ、30％がPC
スマホ利用者のアプリ利用時間はウェブサイトの6倍

インターネット利用者のほとんどがスマホを利用し、アプリを利用
しているのが現状！



導入目的 アプリがなぜ必要か？

新規誘導と顧客の囲い込み＞企業PRと売上UP

①プッシュ通知で宣伝、囲い込み(自動、GPSプッシュ）

②お客の利便性向上(スタンプ、クーポン、予約)

③運営者の経費削減(スタンプ、クーポン作成費)

④ストアーから宣伝(イメージアップ、競合社より先に)

⑤SNSで拡散できる(友達紹介機能)



Fan egg(ファンエッグ) の特徴

クラウド型アプリ作成プラットフォーム

① アプリを簡単に作成、更新、管理できる

② 全ての業種に適用できる

③ 業界NO1のコストパフォーマンス

④ 業界NO1の機能：6種類のプッシュ通知機能
スタンプカード、クーポン、ポイント、電子カタログ機能、ラインで友達紹介機能、多店舗機能など



オリジナルアプリ導入企業が勝ち組です！

自社のアプリをいち早く公開した企業･店舗・ECサイトが顧客の
囲い込みと来店率・売上の向上、企業PRに成功しています！
ホームページにはできないPR、集客ができます！



全ての企業･業種に適用できる！

fan eggは店舗だけなく、企業、ネットショップ、カタログアプリなどあらゆる業種のアプリに適用が可能です。
コントロールパネルから作成、更新、プッシュ通知、ログ分析などができます。

焼魚食堂 魚角
アプリから予約ができ、来店スタ
ンプ機能、ポイント機能、クーポン
機能、友達紹介などができます。

焼魚食堂 魚角 学芸大学店

東証一部上場企業のタナベ経
営の公式アプリです。 最新のカ
タログやキャンペーン、実績情
報を随時配信しています。

タナベ経営、デベロッパ

カタログアプリ飲食店



山形県酒田市のクワホームの公
式アプリです。 新築住宅・リ
フォーム・資金計画など、ご相談
くださいませ。 業務内容は、木造
住宅の新築、木造住宅のリ
フォーム、家づくり相談、火災保
険の取扱い。 住む人が満足する
家 クワホームの家づくりはお客
様との対話を基本とします。

KUWA-HOME

関西出身のビースティーJC2ユ
ニット REVERBEE［リバービー］。
オーディションで知り合った2人
が若干14歳ながらもJ-POPから
クラブミュージックまで網羅しな
がらロック、ヒップホップを軸に、
ジャンルにとらわれない楽曲制
作を始め2017年5月、ユニット名
をREVERBEE［リバービー］ とし
て本格的に活動をスタート！ RE
VERBEE［リバービー］の公式ア
プリです。 アプリから、REVERBE
EのLIVE情報、GOODS、ニュー
スなど様々に情報発信していま
す。

REVERBEE

アーチスト工務店

全ての企業･業種に適用できる！



24時間365日釣り三昧！ BS、C
Sでおなじみの釣り専門チャンネ
ル 「釣りビジョン」のアプリで
す！
釣りビジョンの様々なコンテンツ
や番組表、まだ視聴していない方
への視聴方法や案内などこのア
プリでお手軽にチェックできます。

釣りビジョン

サッカーショップfcFAがよりお得
に、便利になる公式アプリです。
新着情報やイベント、限定クー
ポンなどを随時お届けします！
是非ご利用下さい。 スカイツ
リーのそばにある国内最大級の
サッカーグッズ専門店！ 世界中
のネットワークを駆使し、他店に
は無い商品を取り揃えておりま
す。

fcFA(Football Shop)

サッカーショップ映像アルバム

全ての企業･業種に適用できる！



B.glad Tai Kou Rou

飲食店

全ての企業･業種に適用できる！

メンズ脱毛

メンズ脱毛ショップのO2O販促
用アプリ。
スタンプ機能やポイント機能で
顧客を管理し、自動プッシュ通
知機能で実店舗への誘導を実
現させています

自由が丘にある老舗の中華料
理店。アプリをダウンロードする
と餃子一皿サービスなどをして
アプリを普及。
クーポンなど有効に活用して集
客と既存の顧客を管理していま
す



Tai Kou Rou

飲食店

歯科医院の事例

メンズ脱毛



コンテンツ管理はコントロールパネルから簡単にできます！



プログラミングの知識不要！誰でも簡単にアプリを編集できます！

作成中のアプリはストアー登録前にプレビューアプリでリアルタイムで確認できます

クラウド型アプリプラットフォームを提供いたします！
コントロールパネルから自社のオリジナルアプリの作成からアプリストアー、グーグルプレイへの登録までワンストアップでできます。
プログラミングの知識は一切必要ありません。ブログ感覚で誰でも簡単に高品質のIOS、アンドロイドアプリが同時に作成できます。
デザインの作成ができないお客様にはTOP画像のデザインやアイコンデザインなどの制作代行もしております

管理画面はPCでもスマートフォンにも対応しており、外出先などでもスマホ版管理画面からアプリの作成、修正、更新などが簡単に
できます。



プレビューアプリとは？

プレビューアプリを自身のスマートフォンにダウンロードして、初期画面にコントロールパネルのIDとパスワードでアクセスすると、自
身がコントロールパネルで作成中のアプリを実機で確認することが出来ます。完成したらストアー登録申請をコントロールパネルから
します。

プレビューアプリのダウンロード方法
コントロールパネルの初期画面からダウンロードが出来るようになっています。

作成中のアプリはストアー登録前にプレビューアプリでリアルタイムでお客様のスマートフォンでリアルタイムで確認できます



メニューデザイン色事例



トップページは自由自在にデザイン、自分で制作、アップも簡単！

fanegg(ファンエッグ)はIOS、Androidのアプリをブラウザーで簡単に制作、管理できるサービスです。プログラミングの知識が不要です！

ファンエッグの特徴は、TOPページのデザインを簡単に自分で制作、コントロールパネルからアップするだけでIOS、アンドロイドアプリに自
動的に反映されることです。 自社独自の差別化したデザインでのオリジナルアプリをブログ感覚で自分で簡単に制作、管理できます。勿論、
TOP画像のデザイン制作代行もしています。 自社のイメージ、自社の商品に合ったぴったりのデザインをプロのデザイナーが手作業でデ
ザイン作業をいたします。
ファンエッグはテンプレートデザインでの同じような個性のないアプリを作成するサービスではありません。御社だけの個性のあるオリジナ
ルアプリの作成ができます！



UIデザインテンプレート

お好みのUIデザインを選択できます。メニュー画像も自分で作成してアップできます。



自由にメニューアイコンの変更が可能!!

【Image upload 】
お好きな画像をアイコン画像に変更ができます。「ファイルを選択」から、指定のサイズ(81×81)、ファイルはpngでアップロードして下さい。
【Image selected】
170個のSAMPLEイメージから選択し、アイコン画像の変更ができます。



ポイント機能

アクセスポイント、来店ポイント、購入ポイント、友達紹介ポイントがアプリで貯まり、特典チケットをゲットできます。



携帯電話の中の写真集フォトギャラリー!!

フォトギャラリーを作成できます。 最初に画像とタイトルで各ギャラリー一覧をご覧になれます。タイトルをクリックするとギャラリー内が閲覧
できる構成になっています。ギャラリー内ではたくさんの画像や写真をご覧いただけ、画像下に説明を入れることができます。
「メニュー設定」ページでメニュー名を変更してご希望のメニュー名にすることができます。 またメニューの順序変更、表示・非表示の設定
が出来ます。非表示設定にするとアプリのメニューには表示されません。



アンケートを通じて顧客の嗜好にも簡単な調査!!!

このアンケートは単純にアンケート調査として活用することも可能ですが、アンケートをアプリで収集して、その項目ごとにセグメントプッシュ
通知を送ることが最大の目的になります。
ここで設定したアンケート項目は上段メニューの「プッシュ通知」の中の「セグメントプッシュ通知」ページに反映され、そこからセグメントごと
にプッシュ通知ができるようになります。

*アンケートの追加は10個まで可能です。



メニュー名の生成、表示･非表示が簡単に設定できます！

25個の基本メニューがデフォルトで設定されています。そのメニューにしたがって内容をコントロールパネルで作成、編集が簡単にできます。
その内容はIOS、Androidのアプリにリアルタイムで自動的に反映されます。自社で簡単に各メニューの内容をコントロールパネルで作成も
できます、 また、メニュー名も自由に変更できるます。



CMSで楽々管理！アプリのページ作成･修正が自分で簡単にできます！



カタログ・写真・ショップ・電子書籍ページもらくらく生成！



スムーズなページめくりに動画やリンク設定も簡単！

スムーズなページめくり リンクも簡単設定 コンテンツの同期化、会議機能

インタラクティブなコンテンツ コンテンツ内に動画設定 動画再生



ペン機能、メモ機能、コメント機能で自由に表現！



ePUBビューアーでインタラクティブなリッチコンテンツを表現！



プッシュ通知も簡単設定！メッセージを積極的に通知！

①全体プッシュ通知：すべてのアプリユーザーに一斉にプッシュ通知ができます
②予約プッシュ通知：すべてのアプリのユーザーに日にちと時間を指定して予約プッシュができます。
③自動プッシュ通知：一定の期間アプリにアクセスしていないユーザーに周期的に自動でプッシュ通知ができます。例えば来店してスタンプ
カードを押したお客様が1か月来店をしなかった場合、自動プッシュ通知でキャンペーンなど特典をお知らせして来店を促したりできます。
④セグメントプッシュ通知：アプリ上でのアンケートにより情報を収集してセグメントごとにプッシュ通知ができます。例えば男性だけ、学生だ
け、渋谷店利用者、東京在住の女性とかのセグメントごとにプッシュ通知が可能になります。
⑤GPSプッシュ通知：地図で設定した住所からプッシュ範囲圏内にアプリをお持ちの方が入りますと、自動的に設定された GPSプッシュ通
知 が届きます。「有料オプション」
⑥個別プッシュ : アンケート回答を活用して、団体ではなく特定の個人にプッシュを送ることが可能です。
＊体験版ではプッシュ通知機能はご利用いただけません。



プッシュ通知も簡単設定！メッセージを積極的に通知！

GPSプッシュ : 営業場所を地図に設定およびプッシュの半径の設定を通じて、半径内に入ってくる顧客たちの接客効果の上昇や他社と差
別化されたマーケティング効果が可能です。 管理画面から位置設定、文句の設定が 誰でも簡単に可能です。



プッシュ統計

送信したプッシュ履歴を、表で一覧してご覧いただけるようになりました。
送信した日時、プッシュのタイトル名、送信件数、既読率などがご覧頂けます。



多言語に対応する高性能スタンプカード機能が基本搭載

スタンプカード機能
①スタンプ台紙はお好きなテンプレートから選択可能
②1つのアプリに何個でもスタンプカードを生成できる
（例、来店スタンプ、購入スタンプ、スタンプラリー）
③スタンプも自社オリジナルのデザインスタンプの適用可能
④スタンプ数は１から50まで任意に設定可能
⑤QRコード自動読み込み機能が標準搭載
⑥多言語対応スタンプ（英語、中国語、韓国語）

スタンプカード機能
管理画面からプリントしたＱＲコードをお店に貼り、顧客のア
プリから読み込むだけで、簡単にスタンプを発行できます。
スタンプ数(50個まで)・特典内容・有効期間・スタンプタイトル
数は自由自在!!



クーポン機能

割引クーポンに発行ができます。



予約機能

お店の予約が簡単にできます。



多店舗情報機能

店舗情報一覧ページと地図から探すのページから構成されます。店舗情報ページには店舗の画像、店舗の説明や住所、地図、ナビゲー
ション、自動電話、ウェブサイトへのリンクなどができます。地図から店舗を探すのページでは地図上に店舗位置が全てピンが立ち、今の
自分の位置から近い順番に表示され、お店まで何キロか表示されるとともにルート検索が可能です。店舗ごとにセグメントプッシュ通知が
できます。 更に店舗ごとGPSプッシュ通知機能も可能です。メニュー名はデフォルトでSTOREになっていますので、ご自由にメニュー名を変
更してページの追加ができます。



動画も簡単設定！Youtubeと連動



スマホサイト、ネットショップ、SNSをアプリ内に組み込むウェブビュー機能

プレビュー機能はコントロールパネルでスマフォサイトのURLを入力されると、自動的にアプリ内に組み込まれる便利な機能です。 ホーム
ページやネットショップ、SNS、予約システム、会員加入ページなどすでに制作済みのサイトを有効に活用できます。アプリストアーではウェ
ブビューページがあまりにも多いと登録をリジェクトされるときがありますが、 弊社のメニュー表示、非表示設定機能を活用すれば、メ
ニューを登録前は非表示にして、登録後に表示に切り替えることでウェブビュー機能を有用に活用することができます。



LINEを活用してアプリを紹介する友達紹介機能！



Facebook,Twitter,Instagram,ブログ、ホームページとも簡単連動！



様々な形で自由に表示可能なHTMLメニュー搭載!!

固定的なテンプレートではない、デザイナー的な感性で自由に製作可能なHTMLメニューがあります。このメニューを活用すると、様々な形
式のメニューが活用可能です。



アプリダウンロード分析

firebaseアプリ分析(有料オプション）がなくても、管理画面からアプリダウンロードの分析ができるようになりました。もっと詳細に分析して
いきたい企業様、分析専門家がいらっしゃる企業様には、引き続きfirebaseアプリ分析をお勧め致します。
アプリダウンロード分析では、以下の内容がご覧頂けます。

1.アプリダウンロード詳細時間
2.週別グラフ
3.月別グラフ
4.年別グラフ



LOG分析でアプリの利用状況を分析！
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