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スマートカタログとは



「スマートカタログ」のご紹介
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ブラウザで利用する「管理システム」と閲覧専用の「アプリケーション」をご提供

PDF・OFFICE・動画などを管理者から閲覧者に配信する
クラウド型ドキュメント配信管理ソリューション

クラウド
サーバ

アップロード 配信

ログ・FB ログ・FB

管理者 閲覧者



「スマートカタログ」の利用シーン
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営業提案資料 商品カタログ

業務マニュアル ペーパーレス会議

紙の資料を使用している様々な現場・用途で
ご活用いただけます



ペーパーレス化 × スマートカタログ

印刷・コピー 配布・準備 修正・差し替え 管理・探し出す

スマートカタログの導入でペーパーレス化を実現

クラウド上に
アップロード

クラウド経由で
配信

クラウド上で
更新

クラウド上で
管理・検索

紙の資料：

：

全てクラウド上で完結するため、
パソコンさえあればいつでもどこでも作業が可能に 4



スマートカタログでペーパーレス化するメリット①

スマートカタログで資料利用者の業務を改善

ペーパーレス会議/社内情報共有

外出先での資料確認

営業資料の格納と持ち運び

業務マニュアルの確認
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スマートカタログでペーパーレス化するメリット②

スマートカタログで紙資料のリスクを回避

重要資料の汚損・破損 紛失・盗難等による情報流出

スマートカタログなら
重要な情報も安心して持ち運び可能

※詳細はP12およびP18のセキュリティに関する情報をご確認ください。
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ご活用イメージ①
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数十種類ある商品パンフレットを
スマートカタログに格納し持ち運び

営業担当様

大量の紙書類を持ち運び タブレット一台のみでOK

これまで スマートカタログ導入後



ご活用イメージ②
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パンフレット等の各種資料を
常に最新の状態でお客様へご案内

紙資料の差し替え作業が必要 常に最新版をご案内

これまで スマートカタログ導入後

窓口担当様

この資料、最新版への
差し替えを

実施していないかも・・・？



ご活用イメージ③
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多岐にわたる業務マニュアルを
スマートカタログ上で検索して閲覧

必要なマニュアルが見つからない 検索機能ですぐに見つかる

これまで スマートカタログ導入後

内勤担当様



ご活用イメージ④
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上司への報告や会議での資料共有を
スマートカタログ上で実施

報告書は紙でチェック タブレット上でチェック

これまで スマートカタログ導入後

会議資料は印刷して準備 ペーパーレス会議

社内会議

上司



管理システムのご説明



管理システムについて
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コンテンツ・アカウント・配信先を一括管理
素材管理 コンテンツ作成

アカウント管理 ログの取得 セキュリティ

PDF・OFFICEファイル・動画など、
様々なファイル形式に対応。
OFFICEファイルはPDF形式に自動
変換され、お手持ちのファイルを簡単
にご活用いただけます。

専用オーサリングツールにて、マウスの
みの操作で、どなたでも簡単にリッチ
なコンテンツを作成可能です。
スマートカタログの特徴のひとつです。

コンテンツ配信制御

配信先 配信期間

全社員 X/X ~ Y/Y

営業グループ 即時~無期限

配信先や配信期間の設定を行うこと
ができます。
これにより、適切な人に適切な期間で
資料を配信することが可能です。

全10種類のログを取得することができ
ます。コンテンツのブラッシュアップや、
閲覧者様の利用促進にご活用いただ
けます。

ユーザーやユーザーが所属するグルー
プの管理も簡単に可能です。
CSV形式による一括登録・更新にも
対応しています。

名前 権限 所属グループ

山田 管理者 情報システム部

石川 閲覧者 営業部

IPアクセス制限やパスワード強制変更
などのセキュリティオプションをご用意。
安心してご利用いただけます。



配信設定と編集

配信までの3ステップ
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アップロード

◆素材をアップロードする

◆オーサリングツールで編集

◆コンテンツを設定する

コンテンツ名 ベース素材

ジャンル 配信先

警告文有無 パスワード有無

メール送信可否 印刷可否

etc...

主な設定項目

◆配信設定をする

コンテンツ公開期間
(公開予約)

プッシュ通知送付有無と
メッセージ内容

◆コンテンツを配信する

コンテンツの配信

プッシュ通知
「新着コンテンツ
があります」

クラウド上

管理システム

PCのローカルフォルダ

アップロード

オーサリングツール



スマートカタログの特徴：オーサリングツール
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ドラッグ&ドロップで直感的にコンテンツの制作が可能

※オーサリングツールの動作にはAdobe社FlashPlayerが必要となります。

アクション
選択メニュー

アクション
設定メニュー

ドラッグ&ドロップで
好きな場所に配置

PDF上に動画やリンクボタン・アンケートなどを簡単配置



スマートカタログの特徴：リッチコンテンツ
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制作したコンテンツは、アプリケーションにて動作
訴求力の高いプレゼンテーションを実現

アンケート回答

画像
(配置)

ジャンプボタン
(外部URL)

アクションボタン
(メーラー起動)

ジャンプボタン
(別ページ)

アクションボタン
(音楽再生/BGM)

動画
(埋め込み)

動画
(全画面)

画像
(イメージプレビュー)

HTMLコンテンツ

ジャンプボタン
(別コンテンツ)

アクションボタン
(メッセージ表示)

動画
(差し替え)

画像
(差し替え)

3D(360°)画像

オーサリングツールで以下のようなリッチな表現を制作可能です。

※OSによっては、一部機能がご利用頂けない場合がございます。



管理者の権限について
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権限別に4つの管理者ロールをご提供
コンテンツ管理者 システム管理者 グループ管理者 編集者

○ コンテンツ管理

○ 素材管理

○ ユーザ管理

○ グループ管理

○ ジャンル管理

○ ログ取得

○ 事業者情報確認

○ お問い合わせ

○ 閲覧アプリ

△ コンテンツ管理

△ 素材管理

○ ユーザ管理

○ グループ管理

× ジャンル管理

△ ログ取得

○ 事業者情報確認

○ お問い合わせ

○ 閲覧アプリ

△ コンテンツ管理

△ 素材管理

△ ユーザ管理

△ グループ管理

× ジャンル管理

△ ログ取得

× 事業者情報確認

× お問い合わせ

○ 閲覧アプリ

△ コンテンツ管理

△ 素材管理

× ユーザ管理

× グループ管理

× ジャンル管理

△ ログ取得

× 事業者情報確認

× お問い合わせ

○ 閲覧アプリ

○:利用可能 △:自グループのみを対象に利用可能 ×:利用不可

例: IT担当 例: 人事担当 例: 営業推進担当 例: 営業資料作成担当



主な利用実績(ログ)について
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各種ログの取得で、アプリ利用者の利用状況を把握

配信ログ 閲覧ログ 操作ログ

配信したコンテンツを
アプリケーション側で
ダウンロードした際に
記録されるログ

アプリケーション側で
ダウンロードしたコン
テンツを閲覧した際
に記録されるログ

管理システムの操作
とアプリケーションへ
ログインする際に記
録されるログ

【ご活用例】
確認必須資料をダウンロードし
ていないアカウントのご確認

【ご活用例】
閲覧頻度が高い資料を確認し、
他資料のブラッシュアップ実施等

【ご活用例】
他の管理者様が実行した操作の
確認や、アプリへのログイン履歴の

ご確認等

その他のログ

※ログの抽出はCSV形式となります。一部グラフ表示が可能なログもございます。
※ログの保存は最大1年間分となります。
※ログの抽出は最大3か月単位となります。

・プッシュメッセージ ・ストレージ容量 ・アクティベートユーザ数
・コンテンツダウンロード総数 ・アンケート ・コンテンツ統計 ・コンテンツ評価

閲覧ログ画面



管理システムのセキュリティ
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社外秘資料等も高セキュリティで安心してご利用可能です

通信キャリアのDC 個別ログインURL

アクセス制限(※1) パスワード強制変更(※2)

ソフトバンクのデータセンターを利用し
ており、通信キャリアとして求められる
高水準なセキュリティレベルの元で保
守・運用をしております。

管理システムはお客様ごとに異なる
URLを採用しております。
他企業の利用者からのアクセスを防
ぐことができます。

セキュアな通信

全ての通信はSSLにより暗号化されて
おり、データの盗聴等を防ぎます。

「初回ログイン時」や「3か月ごと」にパ
スワードを強制変更させることが可能
です。パスワードの使いまわしによる情
報漏洩等を防ぎます。

管理システムにIPアドレスによるアクセ
ス制限をかけることができます。万一ア
カウント情報を紛失した場合でも悪意
のある第三者からのアクセスを防ぐこと
が可能です。

※1 お申し込み時に設定頂くオプション機能となり
ます。
※2 お申し込み時に設定頂くオプション機能となり
ます。「強制」ではなく「促しのみ」の設定も可能で
す。



アプリケーションのご説明



閲覧アプリケーションについて
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いつでもどこでも最新のコンテンツ閲覧を簡単に
直感的な操作感 検索機能

通知機能 閲覧支援機能 マルチOS対応

コンテンツを閲覧するまでは、「ダウンロ
ード」→「探す」→「開く」の3ステップ。
直感的に操作できるため、どなたでも
簡単にご利用いただけます。

「ジャンル」「コンテンツ名」「本文」等、
様々な条件からコンテンツを検索する
ことができ、使用したいコンテンツを簡
単に見つけることが可能です。

オフライン利用

ダウンロード済みのコンテンツはネットワ
ークがオフラインの場合でも利用が可
能です。動画再生時に通信は不要な
ため、再生時に止まってしまうといった
心配もありません。

全10種類のログを取得することができ
ます。コンテンツのブラッシュアップや、
閲覧者様の利用促進にご活用いただ
けます。

コンテンツの新規公開時や更新時にプ
ッシュ通知を受け取ることが可能です。
また、バッチ表示で、新着/更新コンテ
ンツ数を視覚的に把握することができ
ます。

アプリケーションはiOS, Android, 
Windowsの各OSに対応しています。
対応外OSの場合でもWebブラウザ版
でご利用が可能です。

ダウンロード 探す 開く 資料閲覧 動画再生

メモ マーカー しおり お気に入り

※ブラウザ版はオフラインでのご利用はできません。

※OSによってご利用いただけない機能がございます。



アプリケーションの検索機能(資料閲覧前)
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ジャンル別/グループ別に階層を下っていき、
対象のコンテンツを絞り込み可能

2つの検索方法で利用者は目的の資料がすぐに見つかります

サイドメニューからの絞り込み 検索機能の使用

コンテンツ名や本文、
各種条件指定による検索が可能

※検索機能はOSによって仕様が異なります。
※詳細検索では「表示制限」「メール送信」「ジャンル」「グループ」「大・
小文字を区別する」の検索条件を設定できます。
※オンライン検索を活用することで未ダウンロードコンテンツも検索対象
とすることが可能です。

※サイドメニューの表示仕様はOSによって異なります。



アプリケーションの検索機能(資料閲覧時)

22

ビューワ画面内の本文検索機能を活用することで
膨大なページ数からの検索も簡単です

検索対象の文字列が
ハイライト表示されるため

一目瞭然です

Step2

検索結果のページへジャンプします。検索ワードがコンテンツ内にある場合、
検索結果が一覧表示されます

Step1 Step2



アプリケーションの便利な機能
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低コスト

評価機能

アンケート機能

外部出力機能（メール・印刷)

低コスト

ON/OFF設定で
セキュアに管理

コンテンツ評価

コンテンツの
フィードバック

お客様へのアンケートや
社員のフィードバックなどに利用可能

Q. 予算はいくらですか？

Q. 日程は
いつごろですか？

etc.

プレイリスト機能

使いやすい
順番に変更

※iOSで印刷の際はAirPrint対応のプリンタ、Androidで印刷の際は
GoogleCloudPrint対応のプリンタが必要です。 ※評価機能のご利用にはお申込みが必要です。(無償)

※プレイリスト機能はiOS版アプリのみとなります。

利用者様の業務をサポートする便利な機能をご提供



アカウント 端末

ログアウト

アプリケーションのセキュリティ
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社外秘資料等も高セキュリティで安心してご利用可能です
コンテンツ表示制限 アクティベートロック

強制ログアウト パスワード強制変更(※1)

コンテンツ閲覧前に、「警告文を表示し
て注意を促す」「パスワードの入力を求
める」ことが可能です。コンテンツ毎に
管理者にて設定ができます。

管理システムはお客様ごとに異なる
URLを採用しております。
他企業の利用者からのアクセスを防
ぐことができます。

セキュアな通信

全ての通信はSSLにより暗号化されて
おり、データの盗聴等を防ぎます。

「初回ログイン時」や「3か月ごと」にパ
スワードを強制変更させることが可能
です。パスワードの使いまわしによる情
報漏洩等を防ぎます。

端末盗難・紛失時は、管理システムか
らアカウント削除またはアクティベート
解除実施で、スマートカタログから強
制的にログアウトできます。

※1 お申し込み時に設定頂くオプション機能となります。「強制」ではなく「促しのみ」の設定も可能です。
※2 お申し込み時に設定頂くオプション機能となります。「90日/30日/1日/起動ごと」から選択いただけます。

パスワード再入力(※2)

指定日数ごとにパスワードを再度入力
させることが可能です。アプリ起動ごと
にパスワードを入力させることもできま
す。

アカウント 端末



アクティベートロック機能
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ユーザーアカウントは、アプリへの初回ログイン時に、
アプリをインストールした端末以外では利用できないように

制御(アクティベートロック)されます。

※管理システムからアクティベートロックを解除することが可能です
※マルチOSご契約の場合は、1つのユーザーアカウントに対して、それぞれのOS枠に対して1端末のアクティベートロックとなります。また、
iOSとAndroidの場合は、タブレットとスマートフォンが別端末枠となり、1アカウントで1タブレットと1スマートフォンがご利用可能です。

アカウントB

端末A 端末B

アカウントA アカウントC

端末AがアカウントAと
アクティベートロック
されているため

アクティベートロックされている端末に
他のIDを利用してのログインは不可

アクティベートロックされているユーザアカウントで
未アクティベート端末へのログイン不可

端末C
(未使用)

アカウントCが端末Bと
アクティベートロック
されているため

アカウント 端末

このアカウント
は他の端末で
は使えない

この端末は他
のアカウントで
は使えない



導入費用



料金プラン
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スマートカタログ

基本パッケージN
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

基本パッケージN
バリューパック100

月額料金 34,000円 50,000円 100,000円

スマートカタログ 5 ID 5 ID 5 ID

スマートカタログライト
シングルOS または

マルチOS
- 50 ID 100 ID

基本ストレージ 2 GB 5 GB 15 GB

(税抜)

※上記は税抜価格となります。
※本サービスの最低利用期間は、サービス開始日から3か月間を経過した日が属する月の末日までの間です。
※基本パッケージのお申し込みは必須となります。また、基本パッケージの複数契約はできません。
※お申込み時に、ご利用になるOSをご選択頂きます。複数のOSをご選択頂いた際は、追加オプションのスマートカタログライトは自動的に「マルチOS」となります。
※「スマートカタログ」は管理者権限または閲覧者権限のアカウントを作成できます。「スマートカタログ ライト」は閲覧者権限のアカウントを作成できます。

◆初期費用
事務手数料：30,000円 (全プラン共通)

◆月額費用

基本パッケージ



料金プラン
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メニュー 月額料金

スマートカタログ 800円/ID

スマートカタログライト
シングルOS 200円/ID

スマートカタログライト
マルチOS 300円/ID

(税抜)

アカウント (ID)
メニュー 月額料金

+ 1GB 15,000円

+ 10GB 80,000円

+ 1TB 150,000円

ストレージ

※上記は税抜価格となります。
※本サービスの最低利用期間は、サービス開始日から3か月間を経過した日が属する月の末日までの間です。
※数量により別途お見積もりをいたします。
※ご導入後のプラン変更は変更手数料が発生いたします。(30,000円/回)
※「スマートカタログ」は管理者権限または閲覧者権限のアカウントを作成できます。「スマートカタログ ライト」は閲覧者権限のアカウントを作成できます。

追加オプション



シングルOS・マルチOSについて
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スマートカタログ ライト シングルOS スマートカタログ ライト マルチOS

アプリケーションのご利用は
単一OSに限定されます

利用可能例

NG例

iOSのみのご利用

iOSとWindowsのご利用

iPad                 iPhone

iPad                       Windows PC

アプリケーションのご利用に
OS数の制限はありません

利用可能例

iPad                       Windows PC

iOSとWindowsのご利用

利用可能例 全OSでのご利用

iOS Windows  Android    ブラウザ版

※お申し込み時にiOSにおいてご利用頂く端末(iPad/iPhone)を
ご選択頂きます。

※同一契約内において、シングルOSとマルチOSの混合はできません。
※使用OSごと（iOS(iPad/iPhone)/Android/Windows/ブラウザ版）ごとにコンテンツが生成されるため、OSが増えるにつれて、ご利用のストレージに該当
OS用のコンテンツ容量が加算されます。ご契約のストレージ容量にご注意ください。

※お申し込み時にご利用のOSをご選択頂きます。お申し込みにな
らなかったOSはご利用頂けません。



導入支援
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基本操作レクチャー

基本的な操作やコンテンツ作成方法についてレクチャーいたします

スマートカタログ概要 アプリの使い方

管理機能の説明 編集機能の説明

サポートの説明 質疑応答

管理者向け

管理者向け

管理者向け

管理者向け

ユーザー向け

制作者向け

レクチャーメニュー

※内容変更(管理者向け重視、コンテンツ制作重視)など承ります。

料金
42,000円/2時間 (税抜)

※1都3県(神奈川,千葉,埼玉)以外の場合、別途交通費・宿泊

費が必要となる場合があります。

必要
機材

PC + インターネット回線

タブレット端末(お客様先でご用意)

補足
・平日10時-17時開始

・受講人数上限：10名

・カスタマイズは別途お見積り

導入ご担当者の問い合わせ対応軽減にも有効



スマートカタログの強み

スマートカタログはソフトバンク内製ソリューションのため、
以下のような強みがございます。
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スマートカタログ 他社商品

セキュリティ ソフトバンクのデータセンター

通信キャリアとして求められる高セキュリティ要件下で
保守・運用をしております。

パブリッククラウド(AWS等)
事業者のデータセンター

(国内外)

端末(回線)との
セット提案

○

スマートカタログ利用に適切な端末を一緒にご提案
いたします。

×

サポート窓口の

一本化

○

端末とスマートカタログのサポート窓口を集約するこ
とが可能です(有償)

×

ご請求の一本化 ○

ソフトバンクのサービスのご請求は全て一つに集約す
ることが可能です。

×

まとめ 端末(回線)のご提案～スマートカタログのサポート
まで全てソフトバンクで対応いたします。

担当営業とスマートカタログ製品担当が社内で連携
し、お客様をサポートいたします。

端末(回線)は通信キャリア、
製品のサポートは提供元に問
い合わせが必要などとユーザー

様の負担が大きい



無料トライアルのご案内
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最大２カ月間（開通月＋翌月）無料でお試しできます

スマートカタログ トライアル

https://www.visuamall.com/

トライアル環境は
契約時に本番環境へ

引き継ぎ可能

※トライアル期間内に本契約頂いた場合のみ環境の引継ぎが可能となります。
※トライアルの実施は原則1回までとさせていただいております。

https://www.visuamall.com/


活用事例集



金融・生命保険業種

～課題・活用シーン～



ご活用イメージ①
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数十種類ある商品パンフレットを
スマートカタログに格納し持ち運び

営業担当様

大量の紙書類を持ち運び タブレット一台のみでOK

これまで スマートカタログ導入後



ご活用イメージ②

36

パンフレット等の各種資料を
常に最新の状態でお客様へご案内

紙資料の差し替え作業が必要 常に最新版をご案内

これまで スマートカタログ導入後

窓口担当様

この資料、最新版への
差し替えを

実施していないかも・・・？



ご活用イメージ③
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商品知識資料や研修動画などを
スマートカタログ上で配信

研修に参加 空き時間に自己学習

これまで スマートカタログ導入後



ご活用イメージ④

38

多岐にわたる業務マニュアルを
スマートカタログ上で検索して閲覧

必要なマニュアルが見つからない 検索機能ですぐに見つかる

これまで スマートカタログ導入後

内勤担当様



ご活用イメージ⑤
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上司への報告や会議での資料共有を
スマートカタログ上で実施

報告書は紙でチェック タブレット上でチェック

これまで スマートカタログ導入後

会議資料は印刷して準備 ペーパーレス会議

社内会議

上司



運輸・旅客輸送業種

～課題・活用シーン～



ご活用イメージ①
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時刻表や業務マニュアル等の各種資料を
スマートカタログ上で閲覧

紙資料だと課題が多い
印刷・携帯・差し替えなど

タブレット一台に情報を集約
必要な時に必要な情報へ

アクセス可能に

これまで スマートカタログ導入後

駅員様



ご活用イメージ②
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整備等の作業マニュアルを電子化し、
説明動画を併せて配信

紙マニュアルで汚れやすく、
工程が理解しづらい

これまで スマートカタログ導入後

タブレット1台で全ての
マニュアルを閲覧可能に
動画付きで作業効率アップ

メカニック様



ご活用イメージ③
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上司への報告や会議での資料共有を
スマートカタログ上で実施

報告書は紙でチェック タブレット上でチェック

これまで スマートカタログ導入後

会議資料は印刷して準備 ペーパーレス会議

社内会議

上司



小売り業種

～課題・活用シーン～



ご活用イメージ①
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数十種類ある商品パンフレットを
スマートカタログに格納し持ち運び

営業担当様

紙パンフレットを持ち運び
顧客ニーズに応えられないことも

全ての商品パンフレットを
タブレット一台に集約

顧客へ最適な提案が可能に

これまで スマートカタログ導入後



ご活用イメージ②

46

特別商品や限定品等の情報も
常に最新の状態でお客様へご案内

カタログの
差し替え作業が必要

クラウド経由で常に最新版
を配信し、工数削減

これまで スマートカタログ導入後

営業企画部様

また差し替え発注しないと



ご活用イメージ③

47

多岐にわたる業務マニュアルを
スマートカタログ上で検索して閲覧

必要なマニュアルが見つからない 検索機能ですぐに見つかる

これまで スマートカタログ導入後

内勤担当様



ご活用イメージ④
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上司への報告や会議での資料共有を
スマートカタログ上で実施

報告書は紙でチェック タブレット上でチェック

これまで スマートカタログ導入後

会議資料は印刷して準備 ペーパーレス会議

社内会議

上司



宿泊・飲食業種

～課題・活用シーン～



ご活用イメージ①
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メニューや商品知識等の全ての情報を
スマートカタログに格納

紙資料での接客や
商品知識ペーパーの持ち歩き

タブレット一台のみでOK
スマートな接客が可能に

これまで スマートカタログ導入後

ホールスタッフ様



ご活用イメージ②
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レシピのマニュアルを
スマートカタログ上で動画付きで配信

文字だけではイメージしづらい
紙だと汚してしまう

レシピ動画で理解力アップ
見たい情報へすぐにアクセス

これまで スマートカタログ導入後

キッチン担当様



ご活用イメージ③
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店舗内での打ち合わせにおける資料共有を
スマートカタログ上で実施

これまで スマートカタログ導入後

打合せは紙の資料で実施
タブレット上で情報共有

打ち合わせ資料の管理負担減



自動車小売り業種

～課題・活用シーン～



貴社でのご活用イメージ①
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自動車カタログ等の各種資料を
スマートカタログに格納し持ち運び

営業担当様

紙資料だと顧客ニーズに対して
持ち合わせがない場合がある

タブレット一台に情報を集約
お客様へ最適な提案が可能

これまで スマートカタログ導入後



貴社でのご活用イメージ②
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整備等の作業マニュアルを電子化し、
説明動画を併せて配信

紙マニュアルで汚れやすく、
工程が理解しづらい

これまで スマートカタログ導入後

タブレット1台で全車種の
マニュアルを閲覧可能に
動画付きで作業効率アップ

メカニック様



貴社でのご活用イメージ③
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お客様向けのカタログやご案内資料を
スマートカタログに格納し端末をデスクに設置

机の上にある資料しか
閲覧できない

机上の端末で全てのカタロ
グや資料を閲覧可能に

これまで スマートカタログ導入後

商談スペース



貴社でのご活用イメージ④

57

上司への報告や会議での資料共有を
スマートカタログ上で実施

報告書は紙でチェック タブレット上でチェック

これまで スマートカタログ導入後

会議資料は印刷して準備 ペーパーレス会議

社内会議

上司



Appendix



動作環境について
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2019.9現在

ブラウザ利用のシステム

アプリケーション

コンテンツ管理システム ブラウザ版アプリケーション

サポートOS Windows 7 以降 Windows 7 以降

サポートブラウザ Internet Explorer 11 Internet Explorer 11
Google Chrome 最新版

Flash Player バージョン27.0以上 バージョン27.0以上

iOS (iPhone / iPad) Android Windows

サポートOS iOS10.0 ~ 12.4 Android 5.X ~ 7.X Windows 8.1 / 8.1 Pro
Windows 10 Home /10 Pro

端末の空き容量(推奨
値)

3GB以上 4GB以上
(内部ストレージ)

128GB以上
(SSD推奨)

メインメモリ(推奨値) - 4GB以上 4GB以上

その他 ・Cドライブに書き込み禁止設定がさ
れていないこと
・インストールされているソフトウェア
(ウィルス対策ソフト等)によっては正
常に動作しない可能性があります

2019.9現在

※最新の動作環境は、ご契約後にマニュアルにてご確認頂けます。 ※インストールのために、各OSのアプリストアがご利用可能な状態である必要があります。

※Windows7のサポートは2020年1月14日（予定）に終了いたします。



機能一覧 : 管理システム
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ユーザ管理

権限の付与
○

※コンテンツ管理者/システム管理者/グループ
管理者/編集者/閲覧者から選択可能

所属グループの付与
○

※ユーザは1～複数グループに所属可能

パスワード自動発行 ○

アカウント情報の
メール送信

○

端末情報の確認・削除 ○

最終アクセス時間の確認 ○

一括登録/一括更新/一括削
除

○
※1回で最大3,000件まで可能

ユーザ情報の一括取得 ○

グループ管理
グループ階層の作成 ○ (無制限)

所属ユーザの選択 ○

所属ユーザの制限
○

※管理者/閲覧者ごとにグループに所属するこ
とができる上限ユーザ数を設定可能です。

一括登録/一括更新/
一括削除

○
※グループの最大登録件数は500件となります。

グループ情報の
一括取得

○
※CSV形式でダウンロード可能です

ジャンル管理
ジャンル階層の作成 ○(最大5階層まで)

連動公開先グループの設定
○

※ジャンルに紐づくコンテンツ公開先のグループ
を設定可能です

一括登録/一括更新/一括削
除

○
※1回で最大500件まで可能

ジャンル情報の一括取得
○

※CSV形式でダウンロード可能です

素材管理

対応ファイル形式

ドキュメント：PDF, 
Officeファイル(ppt, pptx, doc, docx, xls, xlsx)
動画：mp4, mov, m4v, mpg, wmv, m2t

画像：png, jpg 音声：mp3, wav HTML：zip

Officeファイルの
PDF自動変換

○

動画の自動変換
(エンコード)

○
※ご利用のOSごとに画質設定が可能

アンケートの作成
○

※回答タイプ：ラジオボタン/チェックボックス/セレクトメ
ニュー/テキストエリア/テキストボックス/カレンダー

一括アップロード
○

※一回に一括アップロードできる
ファイルサイズは1GBまでとなります。

SFTP
一括アップロード

○
※別途SFTPツールが必要となります

素材のダウンロード
○

※過去にローカルからアップロードした素材を
ローカルにダウンロードできます

素材情報の
一括取得

○
※CSV形式でダウンロード可能です

素材の検索 ○

利用実績(ログ)管理
利用実績の
グラフ表示

〇
※グラフ非対応のログもございます

利用実績の
CSV取得

〇

閲覧ログの取得 〇

配信(ダウンロード)
ログの取得

〇

操作ログの取得 〇

アンケート
回答結果の確認

〇



機能一覧 : 管理システム
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コンテンツ管理

一括登録
○

※1回で最大10コンテンツまで

SFTP一括登録
○

※別途SFTPツールが必要となります

コンテンツ
ベースファイル

PDFまたは動画ファイル
※OfficeファイルはPDFへ自動変換されます

ジャンル設定 ○

閲覧可能期間設定 ○

編集可能グループ
設定

○

サムネイル設定 ○

検索用タグ設定 ○

公開先グループ設定 ○

プッシュ通知設定 ○

コンテンツ閲覧時の
表示制限

警告文 または ログイン用パスワード入力

コンテンツ情報の
一括更新/一括削除

○
※1回で最大500件まで可能

コンテンツ情報の
一括取得

○
※CSV形式でダウンロード可能です

コンテンツの複製 ○

コンテンツの検索 ○

印刷許可設定 ○

メール送信許可設定 ○

評価許可設定
○

※オプション機能となります

アプリ起動URI ○

コンテンツ編集 (オーサリングツール)

リンク設定
○

※外部サイト(URL)/同一コンテンツ内の指定ページ/
他コンテンツの指定ページ

画像埋め込み
○

※単純埋め込み/差し替え表示/プレビュー表示

動画埋め込み
○

※埋め込み枠内再生/全画面再生/差し替え再生

音声埋め込み
○

※再生ボタン/BGM

メーラー連携
○

※メール件名と本文の事前設定が可能

アンケート埋め込み ○

HTMLコンテンツ
埋め込み

○

作成コンテンツの
プレビュー

○
※ブラウザのオーサリングツール上でプレビューが可能

セキュリティ
コンテンツ暗号化 ○

通信暗号化(SSL) ○

専用URL
○

※ログイン画面のURLはお客様毎に異なります。

アカウントロック
○

※パスワードを5回間違えると
該当アカウントがロックされます

アクセス制限(IP制限)
○

※オプション機能となります

パスワード強制変更
○

※オプション機能となります

アプリ強制ログアウト

○
※ユーザーアカウントまたは端末情報を削除すると、

該当ユーザーはアプリケーションから
強制的にログアウトされます。



機能一覧 : アプリケーション
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iOS Android Windows ブラウザ版

基本機能

新着コンテンツ数の
バッチ表示

○ ○ ○ -

コンテンツのダウンロード ○ ○ ○ -

コンテンツのアップデート ○ ○ ○ -

コンテンツアップデートマー
ク表示

○ ○ ○ -

コンテンツリストの表示切り
換え

(タイル表示/リスト表示)

○ ○ - ○

コンテンツの削除 ○ ○ ○ -

お気に入りの
作成・登録・編集

○ ○ ○ -

お気に入り画面でのロック ○ ○ ○ -

評価・コメントの表示 ○ ○ - -

プッシュ通知の受信 ○ ○ ○ -

マイデータ
(しおり、閲覧履歴、
アンケート回答履歴の

確認)

○ ○ ○ △

検索機能

ジャンル別/
配信先グループ別検索

○ ○ ○ ○

コンテンツ名、タグ、
全文検索

○ ○ ○ ○

並べ替え(ソート) ○ ○ ○ ○

任意の順番に並び替え ○ - ○ -

iOS Android Windows ブラウザ版

閲覧中の機能
全文検索 ○ ○ ○ ○

PDF内リンクの
ハイライト表示

○ ○ ○ ○

PDFインデックス対応 ○ ○ ○ ○

ベースファイル差替え時の
新旧比較表示

○ - - -

動画・音声再生 ○ ○ ○ ○

動画のループ再生 ○ ○ ○ ○

URLリンク ○ ○ ○ ○

別ページ・別コンテンツへの
ジャンプ

○ ○ ○ ○

HTML素材の表示 ○ ○ ○ -

アンケート回答 ○ ○ ○ -

タブ機能 ○ - - -

閲覧履歴(足跡) ○ ○ ○ -

しおり機能 ○ ○ ○ ○

メモ機能 ○ ○ ○ ○

マーカー機能 ○ ○ ○ ○

テキストコピー機能 ○ ○ ○ ○

印刷機能 ○ ○ ○ -

メール添付機能 ○ ○ ○ -

ユーザプレイリスト ○ - - -

コンテンツ評価機能 ○ ○ - -

セキュリティ
ドキュメント抜き取り防止 ○ ○ ○ ○

パスワード強制変更※ ○ ○ ○ ○

指定日数での
ログイン認証要求※

○ - - -

カスタムURIによるアプリ、
コンテンツの呼び出し

○ ○ ○ -

端末認証 ○ ○ ○ -



他社商品比較
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スマートカタログ Ａ商品
コンテンツ制作 原稿形式 PDF PDF

アクション設定 埋込み設置自由 テンプレート

ハイパーリンク設置 設置自由 ○

オーサリング形式 ドラッグ&ドロップ はめ込み型

閲覧 検索・しおり・メモ機能 ○ ○

動画・BGM・音声・静止画 ○ △(BGMなし)

通知機能の充実 ○ ×

アンケート ○ ○

メール送信・印刷 ○ ○

セキュリティ データ暗号化 ○ ×

ドキュメント抜取防止 ○ ○

対応素材 動画 m4v, mov, mp4, mpg, wmv, 
m2t

m4v, mov, mp4 

音声 mp3, wav, aac mp3, wav, aiff, aac

ドキュメント PDF, Officeドキュメント

(ppt,pptx,doc,docx,xls,xls
x)

PDF, iWorks,Officeドキュメン
ト
(ppt,pptx,doc,docx,xls,xl
sx)

素材自動変換 動画・音声、Officeドキュメント Officeドキュメントのみ

ログ解析 閲覧等のログ ○ ○

2015.4現在 当社調べ




