
メ デ ィ パ ノ ・ プ ラ スメ デ ィ パ ノ ・ プ ラ ス

ハウスメーカー 住 宅 展 示 場デザイン・設計 不動産販売・賃貸 建築・工事現場管理

新車・中古車販売自動車メーカー 船 舶・造 船 各種レンタル・リース販売

次のような事業で利用されています

スタジアム・競技場 遊 技 場テーマパーク・イベント ホール・ライブハウス

百 貨 店ホ テ ル ブライダル・式場 観光事業 美術館・博物館斎 場

圧倒的効果

圧倒的低コスト日本の商いを革新する、
次世代ビジネスツール登場。
完全CMSにより、更新コストはゼロ。
高性能全球パノラマ機能で圧倒的プレゼン力。
ディジタル・サイネージを含む、あらゆるデバイスに対応。
魅せる電子カタログへ。
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式場の美しい景観は、一般的な静止画の表
現を遙かに超える高解像度のパノラマによ
り、高い臨場感と美しさ、そして自由な展
望で、顧客へ高い満足度と早い成約へとつ
ながります。

（作成したパノラマは、 の み
ならず、既存のウェブサイトにもそのまま公開
可能です）

会場を美しく、
最高の品質で伝える。

のコンテンツ閲覧は、
完全なウェブベース。先進のモダン・
ブラウザに対応し、PC/Mac はもち
ろん、iPad® や iPhone®、Android
端末など理想のプラットフォームを選
べます。

コンテンツ・プレーヤーは、
マルチプラットフォーム対応。

会場とあわせて、料理やドレス、ブーケな
ど様々な要素を、グラフィカルに、そして
タッチパネルでスマートに提案。
多くのホテル・式場で利用されている、
iPad® なら、洗練された電子カタログに
よる営業は、顧客への優れた PR となりま
す。

ウェディングプランを
より具体的に美しく提案。

これまでは、広角レンズで撮影した
現実味の無い写真と、間取り図でし
か想像することが出来ず、訴求力の
低かった広告や営業ツール。しかし、
全球パノラマでは、利用者がその場
にいるような臨場感で物件の良さを
実感することができ、それは高い成
約率へとつながります。

空間をもっとも効率的で
効果的に見せるパノラマ。

賃貸物件の場合、移り変わりが激し
いため、物件ごとに写真を撮影する
のは大変な手間です。しかし、従来
の物件写真撮影よりも、遥かにカン
タンで 1 分足らずのうちに、全球
パノラマは撮影できます。

営業マンでもボタンひとつ
で一瞬のうちに撮影できる。

あらゆる営業や管理に必要な
コンテンツをひとつに。
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式場の美しい景観は、一般的な静止画の表
現を遙かに超える高解像度のパノラマによ
り、高い臨場感と美しさ、そして自由な展
望で、顧客へ高い満足度と早い成約へとつ
ながります。

（作成したパノラマは、
ならず、既存のウェブサイトにもそのまま公開
可能です）

会場を美しく、
最高の品質で伝える。

ウェディングプランを
より具体的に美しく提案。↑見積りシミュレータなど、

内包する情報を元に、即座に
計算して結果を表示すること
も。

※コンテンツのデザインや構
成は、もちろん各事業者様向
けに個別で制作可能。ブラン
ディング戦略に沿ったものを
制作することが可能です。

利用シーンを選ばない汎用性

クラウドまたは、内蔵する
データベースを使用して、そ
の場で計算可能な見積りや料
金計算等、様々なシミュレー
タを内蔵することも。
ウェディングプラン、予約
プラン、購入プラン、不動
産契約プランなど組み合わ
せ計算ならどんなものへも。

自由にお客様が更新できる
先進のパノラマ CMS も使
えます。

ブラウザ・ベースなので、
写真や動画はもちろん、さ
まざまなデータを自由なレ
イアウトで掲載。

で生成されたす
べてのパノラマを機能を含め
て、そのまま使用でき、タッ
チデバイスとの親和性も抜
群。

たとえば、ブライダル事業、
ホテル事業向けに。

たとえば、住宅・不動産の
販売事業向けに。

PANORAMA

MULTI MEDIA

DATABASE



360 度および上下を含むすべて
の撮影を専用機材を用いて、デジ
タル一眼レフによって撮影し、
12/14 ビット RAW データから
生成。

デジタル現像処理で 32 ビットの
高ダイナミックレンジ写真に加
工。通常の写真では写らない、影
と強い光が混在する、人間の目で
見たかのような写真へ。

写り込んでしまった機材やゴミ等
の修正、HDR では合成不能な、
より高レンジの合成処理のため、
複数の画像をさらに生成して合
成。ひとつのパノラマでも作業に
数時間を要します。

ポストプロダクションでは、最終
用途にあった適切なサイズの解像
度に変換され、パノラマ化。その
後、パノラマ内のスポットなどの
制作へ。

パノラマ画像は、
比類なき超高画質にも、
誰でもカンタン撮影にも。
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拡大しても美しい
高解像度HDR。

RICOH THETA®

32 ビット HDR合成対応の
圧倒的な全球パノラマも。

専任のプロによる
様々な画像加工他

高画質撮影
最高品質HDR加工

一度の撮影で、現場が全球パノ
ラマとして記録されるメリット
は計り知れません。

お手持ちの iPhone® でも
撮影できるため、特別な機
材は不要です。

品質が問われる
イベント会場や
不動産などの物件、
商品撮影も。

せっかくのパノラマも、低画質では、見た人へマイナス効果に。

圧倒的な高画質パノラマで、
妥協しないパノラマ画質作り。

移り変わりの早い
賃貸物件や
工事・災害等の
記録撮影も。

RICOH 製 THETA

誰でもボタン
ひとつで

全球パノラマ撮影

誰が使っても、わずか
1分で撮影完了 !

えらべるパノラマ撮影スタイル

匠のワザで比類なき画質へ

High Quality & Infrequent Low Quality & Frequent

BEFORE AFTER

誰でもカンタン撮影にも。

移り変わりの早い
賃貸物件や
工事・災害等の 誰でもボタン



弊社パノラマ制作及びめでぃパノ等ご導入企業様（順不同敬称略）

の ク ラ
イアントエンジンとな
るフロント・エンドは、
モダン・ブラウザで動
作 す る HTML5 と、
Javscript ベースのア
プリケーションです。

標準機能には、基本プランの （5 つまでのパノラマ管理機能）に
加え、20 階層 400 ページ相当を管理する機能が含まれています。ただし、
標準機能で提供されるコンテンツは、パノラマ・静止画・動画・文字情報のみ
となります。データベースや GPS を使用したコンテンツや、見積りなどの計
算機能は、オプションとなります。

※通常の利用範囲では、ASP サービスの許容量を超えることはありませんが、
同時刻に 100 人以上のアクセスが集中するような場合、閲覧しづらいなどの
遅延が発生します。その場合は、より大容量のサーバーで対応することが可能
です。（サーバーを拡張する場合、別途月額費用が必要となります）

は、CMS
によって、ほぼすべての情
報が書き換え可能となって
います。ご利用される業種
に合わせて、いくつかのひ
な形（テンプレート）があ
りますが、基本的にはフル
オーダーとなります。

導入費用は 500,000 円～

は、あらゆるビジネスシーンに
応用可能なツールであるため、デバイスにつな
がるあらゆる情報を扱うことが可能です。たと
えば、GPS 衛星による位置情報もそのひとつ
です。

様々な景観スポットのある観光地。しかし、天
候が悪いと、晴天ならば見えるはずの素晴らし
い景観も見えなくてがっかり…。

そんなとき、景観スポットに観光客が到着した
と同時に、そのスポットからの美しい眺めを美
しいパノラマで演出。
さらに、自動で再生される音声と動画などを組
み合わせて、ガイドもこなす。

専用機材も不要で、観光客の持つスマートフォ
ンから利用することも。

東京ディズニーリゾート® 株式会社プラザサンルート・公益財団法人ひろしま美術館
広島高速道路公社・広島市森林公園・比治山大学・社会福祉法人たまご会・株式会社 GA パートナーズ

セキスイハイム中四国株式会社・東亜地所株式会社
マリエール広島・マリエール神水苑・Wグランラセーレ熊本・グランラセーレ東広島・グランラセーレの森・グランラセーレ八重垣

菊南温泉ユウベルホテル・広島セレモニー株式会社
他

観光地で視界不良のときでも、
美しい景観を観せたい想いから。

基本システム構成

扱える情報はすべて。
たとえば、GPS。

発想がビジネスへとつながる

を利用した観光ガイド用コンテ
ンツ。町全体の観光ガイドはもちろん、ロー
プウェーや美術館などでも。

サービス料金

経度・緯度・標高などの情報をリアル
タイムで表示。観光が楽しくなる情報を随時
表示。また、天候不良や屋内等で GPS 等か
らの位置情報が正しく取得できない場合や、
手動で任意の表示・再生をしたい場合は、マ
ニュアルモードにも。

パノラマはもちろん、動画や写真なども位置に
連動して再生。

位置・場所にあわせて、
自動でパノラマや音声ガイ
ドを表示・再生し
たり、地図を表
示することも。

ドを表示・再生し

経度・緯度・標高などの情報をリアル

位 置 情 報

管理者 閲覧者

CMSサービス

コンテンツ制作費
（独自デザイン・ブランディングする場合）

オプション開発費
（標準機能以外を追加する場合）

初期データ設定・設置費

ASP サービス利用料（月額）　月々50,000 円～

Web サービス

ASPサービス

DB

各種デバイス

Client Engine

ASP サービス

〒733-0834
広島県広島市西区草津新町1丁目21番35号 広島ミクシス・ビル4F

Email & Web

support@md-s.jp
http://www.md-s.jpTEL 082-501-5096 FAX 082-501-5097
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