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Google ストリートビューでお客様をご招待！
ストリートビューで世界の名所巡りや絶景を眺望
することができます。
また美術館を鑑賞したり、気になるお店の中へも。
そんなストリートビューを使って世界中の人を
あなたのお店や施設へ招待しませんか。
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Google ストリートビストリートビュー

バーチャルステージ

営業代理店
バーチャルステージ機能でさらなる情報発信を！

Google ストリートビューに３６０°パノラマ写真の
バーチャルリアリティーを付加し伝えたい情報を
的確に発信しませんか。

Googleおよび  Google ロゴ・ストリートビュー・Googleマップ・Googleマイビジネス はGoogle Inc.の商標または登録商標です。
Panotour Pro  および  Livepano  は kolor Inc.  の商標または登録商標です。

弊社はGoogle社よりフォトグラファーの認定を受けているもので直接Google社またはGoogle社員との関係はありません。



撮影・制作
・基本料金、追加ポイント料：（別途価格表を参照下さい。）
　※ポイント（撮影場所）数により価格が変動します。

佐賀県内見積もり無料です。

【ストリートビュー】
撮影からパノラマスティッチ、Google サーバーへのアップまで
すべてを含んでいます。保守料やランニングコストは発生しません。

３６０°パノラマ

写真撮影

設定・制作
・システム制作料：（別途価格表を参照下さい。）

・アイテム数によって制作料が変動します。

・別途、保守管理及びサーバー使用料が発生します。バーチャルステージ

その他費用
・佐賀県外の場合交通費が発生します。

・早朝や夜間撮影等には宿泊費が発生する場合があります。

・その他の事項につきましてはお打合せ時に決定します。

お申込みから
公開迄の流れ

条件：３６０°パノラマ写真撮影が必要です。

（現地での撮影ポイント計測の為、

 佐賀県外の場合は交通費が必要です。）

ストリートビュー用

バーチャルステージ用

Google ストリートビューとは
ストリートビューは、全方向の撮影専用に開発された自動車（ストリートビュー
カー）の屋根に搭載された全天球カメラを使い Google によって全世界を走って
撮影されています。ほとんどがその名の通り道の上から屋外を撮影した写真です。

ストリートビューで店内を表示してアピール！
ストリートビューには屋外だけでなく屋内の写真も掲載することができます。
また、建物内（店舗や施設など）を３６０°パノラマで見渡すことができ、実際
に店舗を訪れたかのように自由に店舗内を見てまわることができます。

Googleストリートビュー

【バーチャルステージ】
ストリートビューで撮影した３６０°写真を活用します。
他社で撮影された３６０°写真も応用できる場合もあります。
（但し要件を満たさない場合は再度撮影が必要です。）

弊社で３６０°パノラマ写真を撮影されている場合は
新たに撮影する必要はありません。
他社で撮影されている場合は３６０°パノラマ写真を
確認し要件を満たさない場合は再度撮影が必要です。

Google ストリートビューより

佐賀県武雄市　カーコレクション コバヤシ  様

Virtual Stage



写真や文章からストリートビューへ

検索ユーザーは旅の情報を集める際にホームページを閲覧し、自分が思い浮かべて
いる目的の文章や写真を見つけ出すまで検索します。
でも文章で見つけ出すのはなかなか難しいもの。ましてや断片的な写真では見逃し
てしまいます。だったら大量の写真を掲載したら・・・、それも大変です。

バーチャル技術を取り入れた、感覚的な情報の発信方法です。

お客様の「行ってみたい」をあと押しします。

Google ストリートビューなら現地に行く前に店内を３６０°閲覧し、画像で確認
することができるため、必要な情報を見つけだし様々な不安要素を取り除くことが
できます。例えば、車椅子で通れるか、お年寄りや子どもも大丈夫かなど。

店舗なら商品を見ながら歩き回る感覚で、旅館やホテルならお勧めしたい部屋や
露天風呂、また部屋からの眺めなどをその場所に居るかのようにご覧いただけます。

また、Google マップは多言語に対応しているので外国人旅行者もGoogle マップを
使うことができます。Google ストリートビューもマイビジネスに登録しておけば
利用者の言語に翻訳されるため日本語対応のみで大丈夫です。

ストリートビューは Google マップ上だけで閲覧できるシステムではありません。
ご自身のウェブサイト内に簡単に埋め込むことができる為、ウェブサイトが
ビジュアル的にグレードアップし直感的に店舗内や商品をご紹介できるのです。
また、あなたが発行しているチラシ・カード・パンフレット・会社案内・広告など
に QR コードを印刷するとスマートフォンで簡単に情報が読み込め、あなたのお店
の特色を瞬時にアピールすることで、お客様の「行ってみたい」をあと押しします。

撮影から活用まで全てGoogle基準
Google 認定フォトグラファーが撮影します。

認定フォトグラファーとは「Googleが定める基準を満たした写真を撮影できる」こと
を認められた人です。弊社では現場での見落としや行き違いが無いように打合せ
から撮影・制作・公開までの一連の作業に認定フォトグラファーも同席いたします。

バーチャルステージで利用できる機能の一例を上記写真に沿ってご紹介します。

バーチャルステージ画面

佐賀県嬉野市　茶心の宿　和楽園　　鉄板焼「えん」様

【サムネイル】【サムネイル】

画面切り替え用の画像一覧。クリックすると移動したい場所へ瞬時に切り替わります。

【移動用アイテム】【移動用アイテム】

矢印方向へ移動します。
商品などの説明文・解説など詳しい情報を
埋め込むことが可能で、外部リンクや資料
のダウンロードなど多様な用途に使えます。

【マルチメディアコンテンツアイテム】【マルチメディアコンテンツアイテム】

【フロアーマップ】【フロアーマップ】

マップ（見取図）で現在の位置
を表示します。ポイントをクリ
ックすることで目的の場所へ
簡単に移動します。

【リンク】【リンク】

ホームページへのリンクを
張る事が出来ます。

※他にも多くの機能があります。
※アイテムのデザインはパノラマ写真の雰囲気に合わせて変更可能です。

バーチャルステージの機能

【画面ナビ】【画面ナビ】

各アイコンで画面の操作が行えます。



一歩進んだバーチャルステージ
欲しかったがココに

バーチャルステージ

バーチャルステージは、３６０°パノラマ写真のバーチャルリアリティーの世界にホーム
ページ機能を持たせた画期的なシステムです。

３６０°パノラマ写真の視覚効果とバーチャルステージを

使った情報発信で、更に具体的な集客効果を！

活用方法は様々！
例えば、店舗紹介のほかに観光地紹介、歴史的建造物・文化財
紹介やデータ保存、空き家対策、改築前・取り壊し前の想い出
の保存、工事現場の管理撮影、地域興しの店舗・史跡マップ作
成、防災マップ作成、ゴルフ場のコース紹介、イベント会場の
催し物紹介やルート案内　　他　・・・　用途はいろいろ。

またひとつ進化したホームページ
３６０°パノラマ写真に貼られたボタンやナビをタップすると

伝えたい情報を表示できます。

伝えたい情報を的確に発信

例えば、商品についている説明用のアイテム（　　　　  等）をタップすると、その
商品の詳細や大きな画像、違った角度からの画像も表示できます。

サムネイルと呼ばれる画面切り替え用の画像をタップすると別の３６０°パノラマ
写真を簡単に表示することができますので、ホテルや旅館などではロビー・和室・
洋室・露天風呂など紹介したい場所に簡単に切り替えることができます。

地域興しや観光案内などではマップデータを利用しアピールしたい場所・店舗・施設・
史跡等を地図上に一覧表示させることができます。また見たいアイテムをタップ
すると 360°の詳細画像が表示され全てを見渡すことができるので、あたかもその
場所にいるような感覚に加え解説付きで伝えたい情報を的確に発信できます。

届けたい情報をどう発信するかはあなた次第
　

像も表
　バーチャルステージとは

バーチャルステージに搭載できる機能は非常に多様で、集客につながる最新情報を発信
できます。またバーチャルステージ自体がホームページとして機能するため検索エン
ジンにヒットしますし、現在お持ちのホームページに埋め込むこともリンクすることも
可能です。

あなたのビジネスをステージアップ

さあ、あなたのビジネスにどう活かしますか？
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ストリートビューで世界の名所巡りや絶景を眺望
することができます。
また美術館を鑑賞したり、気になるお店の中へも。
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