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記念写真に、プロモーションに
オリジナルフォトフレームを



フレームカメラについて
Clickable Paperサービス フレームカメラとは・・・
観光やイベントの記念にスマホアプリでオリジナルの写真を撮影できる
サービスです。

フレームカメラが注目される背景
オンラインコミュニケーション全盛のいま、写真をコミュニケーションに利⽤する
シーンも増加しています。
オリジナルのフレームに家族や知人、気に入った風景などを写していただくことで
思い出に残るだけでなく、拡散・広告効果を⾒込むことができます。
⾃⾝のスマートフォンを利⽤するため、密にならずに安⼼して利⽤できます。

こんな⽤途で使えます

2販促に イベントの記念に 景品がわりに SNS拡散に



フレームカメラの仕組み

ARアプリ「CP Clicker」を使用し、ポスター、製品パッケージなどにかざすことで、
お客様オリジナルデザインの写真フレームを配信する仕組みです。

ポスター、看板

パッケージ バナー

チラシ・パンフレット

スマートフォンアプリ
CP Clicker

※お客様のアプリに組み込むモジュールもご用意しております。詳細についてはお問い合わせください。



フレームカメラ３つのカンタン
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ご契約のお客様には、
「PowerPointでできる
フォトフレームの作り方」を

お渡しします。

① カンタン 画像制作
特別なソフトは不要。Windows標準ソフト ペイント3Dや
Microsoft PowerPointでも作れます。

② カンタン 配信
フォトフレームをサーバー上に公開し、既存のポスター、ちらし、
看板の画像を登録するだけ

※必要に応じてフォトフレームを配置するサーバーもご提案いたします。

③ カンタン 撮影
利用者はスマホアプリをかざすだけで
オリジナルフォトフレームを利用できます。



操作イメージ

5

スマートフォンアプリ RICOH CP Clicker を対象物（ポスターなど）に
かざしてタップするだけ。

アプリダウンロード/起動
アプリのカメラを
ポスターなどにかざす

画面上のフレームに
あわせて写真撮影

来場の記念に︕
※日付入りも可能

※お客様のアプリにARモジュールを組み込むことも可能です。詳しくはお問い合わせください。

まずはこのページにCP Clickerをかざしてお試しください︕



利⽤シーン１０選

観光地 企業イベント
式典 学校 スポーツ

イベント 商業施設

⼯場⾒学
ショールーム 地域イベント 文化施設 パンフレット

チラシ パッケージ

フレームカメラが活躍する利用シーンを集めました。
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観光地周遊×スタンプラリー
回遊施策のスタンプラリー参加者に配信。
地域のキャラクターなどとコラボしても︕

シーン１ 観光地
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観光スポット×顔出しパネル
ファミリーに人気の顔出しパネルを
フレームカメラで実現。
接触を避けることができ、
制作・メンテナンスコストの削減にも。

観光地×グリーティングカード
ポスター等から季節に合わせたフレー
ムを提供し、年賀状等への需要に対応

多⾔語・⽇付入り記念写真
日付・地名入りのフレームを提供し、
来場記念に。多⾔語対応も可能。

事例

堺市桜彩イルミネーションスタンプラリー
イルミネーション会場を巡るスタンプラリー。
参加者特典として、堺市キャラクター・ハニワ部⻑の
フォトフレームをプレゼントしました。

観光客向けの地域ポータルアプリから
ご当地キャラクター牟宇姫になりきるフレーム写真を提供
しています。



成人式× デジタルおまけ
思い出に残る成人式写真を。
オンライン式典の場合も記念写真
フレームを配信できます。

シーン２ 企業イベント・式典
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周年式典×記念写真
日付・イベント名などを入れて
来場者の参加記念に

周年式典 × 広報誌

フォトフレームの記念写真を集め、
広報誌、サイネージなどに活用で
きます。

成人式 × SNSキャンペーン
出席者に特定のハッシュタグでのSNS投稿を促すことで同
世代の盛り上がりを演出できます。

事例

オンライン企業イベントの表彰式での利⽤
表彰状授与のフレームを準備し、表彰者は配信される
マーカーをアプリで読み取り、記念撮影を⾏いました。

企業イベントでの利⽤
来場者向けの資料配布（電⼦データ）をClickable
Paperサービスを使用して実施するほか、お楽しみ企画と
して来場者への記念写真をフレームカメラで撮影できるよう
にしました。



学校案内 × 試着
学校紹介パンフレットにアプリをかざすことで
制服の写真を表示し、自分の頭をあわせることで
制服を来たイメージを体験できます。

シーン３ 学校・幼稚園
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入学式・卒業式×記念写真
日付や学校のロゴなどを入れて、
密にならない記念写真を。

オンライン式典にも対応
マーカー画像を動画中継内で流したり、オンライン上で配
布することで、オンライン入学式・卒業式でも出席者が記
念写真を撮影することができます。

学校⾏事特別フレーム

運動会、文化祭などに特別フレームを
提供することで、地域の方や入学希望者にも楽しんでい
ただくことができます。

事例
某⼤学卒業式での利⽤
コロナ禍における「オンライン卒業式」をWebサイトにて
提供。

記念写真がわりに、オンライン卒業式ページの画像をスマ
ホアプリで写すと、大学オリジナルのフォトフレームを表示し、
卒業生の皆さんにオンラインで楽しんでいただきました。
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憧れの選⼿とツーショット︕
選手名鑑、選手カードなどから
憧れの選手とのツーショット
写真を。

シーン４ スポーツイベント
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来場記念に
日付・対戦相手、ロゴなどを入れて
来場記念に。
試合終了後にスコアボードと
⼀緒に撮影しても︕

SNS連動で会場のムード盛り上げ
特定のハッシュタグで参加者
の写真を集め、参加者のムード
を盛り上げます。

グッズの売り上げ向上に
指定⾦額以上のグッズ購入者に対応チラシを同梱したり、
グッズのパンフレット等にかざすことでフレームを提供するなど
して販促に利用できます。

事例

世界ジュニアサーフィン選⼿権（宮崎県）
大会公式アプリとしてご採用いただきました。
ご当地キャラクターとのフレーム写真を提供し、
観客に楽しんでいただきました。

リコーブラックラムズ
ラグビーチーム公式アプリとしてご採用いただきました。
公式戦ごとのオリジナルフォトフレームや、
選手カードと連動するなど、来場促進に使用されています。



店頭イベント×年賀状
季節性のあるイベントのポスターや
チラシから写真付き年賀状、
クリスマスカードを作成。
拡散による広告効果を狙います。

シーン５ 商業施設
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商店街×スタンプラリー
スタンプラリー参加者に参加賞として
特別なフレームを

店頭イベント×LINEスタンプ
LINEスタンプの代わりに使える顔出しスタンプ風画像を
提供。拡散による広告効果を狙います。

売り上げUPに

⼀定⾦額以上購入のお客様にチラシを配布。チラシにア
プリをかざすと特別なフレームを提供

秒で⾏きます︕

事例

枚方オクトーバーフェスト

枚方市で毎年開かれるオクトーバーフェスト。
メイン会場から商店街への回遊を促すためにスタンプラリー
や、「ひらかたパーク」「京阪電⾞」などとコラボした
フォトフレームを提供しました。



記念写真

日付・会社ロゴなどを入れて
ショールーム等の来場記念に。
特別なフォトブースなどを用意する
必要がありません。

シーン６ 施設⾒学、⼯場⾒学、ショールーム
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スタンプラリー、クイズ等

施設内を巡るクイズやスタンプラリーの
景品がわりに特別なフレームを

事例

企業イベントの来場記念に

来場者向けの資料配布（電⼦データ）をClickable
Paperサービスを使用して実施するほか、お楽しみ企画
として来場者への記念写真を、フレームカメラで撮影できる
ようにしました。試着・試乗がわりに

パイロット、看護師、宇宙⾶⾏⼠などの
制服の顔出しパネル風のフレームで、
憧れの職業になりきり
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SNS拡散

特定のハッシュタグをつけてイベントの
写真をSNSに拡散。⾏政の啓発にも利用
できます。

シーン７ 地域イベント

13

地域周遊スタンプラリー

スタンプラリーの特典として
オリジナルフレームを。

グッズの売り上げUPに

⼀定⾦額以上購入のお客様にチラシを配布。チラシにア
プリをかざすと特別なフレームを提供するという施策で売り
上げに貢献します。

SNS投稿で
プレゼント︕

事例

厚木市
ウォークラリーイベントでスタンプラリーを実施。
コンプリート特典として、特別なフレームをプレゼント。

さがみはら桜まつり
相模原市の複数の桜の名所を巡るスタンプラリーと
あわせて、特別なフレームを提供しました。

LINEスタンプがわりの画像として

「ありがとう」「今⾏きます」「了解」・・・
日々のコミュニケーションで使える
フレームを提供することで、
利用者はオリジナルのスタンプ風画像
を制作でき、広告効果につながります。



記念写真に

来場記念として、日付や
ロゴ、キャラクターなどと⼀緒に。
フォトスポットに並ぶ必要がなく、
利用者は自分のペースで撮影できます。

シーン８ 文化施設（水族館、動物園、美術館、博物館など）

スタンプラリー

参加者への特典として
オリジナル写真フレームを。

フォトコンテスト
展示品との面白写真を投稿して
もらい、盛り上がりに貢献します。
特定のハッシュタグを決めれば
特別な仕組みがなくてもSNS上で
フォトコンテストを開催できます。

SNS拡散

希少な動物とのツーショット、
有名なあの絵の中に入り込む、
⽔槽やおりの中に自分が入ってしまった︕︖など、
思わず誰かに拡散したくなるフレームを。

バリューアップ特典に

⽔族館のバックヤードツアー、お仕事体験など
オプションの利用特典、
年間パスポート特典などにオリジナル写真を。

LINEスタンプがわりの画像として

「ありがとう」「今⾏きます」「了解」・・・
日々のコミュニケーションで使える
フレームを提供することで、
利用者はオリジナルのスタンプ風画像
を制作でき、広告効果につながります。
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パンフレットからの試着
商品のスペックだけでなく、
色の違いなどを実際に写真に
撮影してみて検討できます。

シーン９ パンフレット、チラシから
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通販同梱チラシからクリスマスカード

通販商品時に同梱するチラシから
クリスマスカードのフレームを配信。
チラシの保管・販促効果につながり
ます。

家具、家電などの設置イメージ

パンフレット掲載商品を設置したイメージを、
家庭内で持ち帰って検討する場合や稟議書などのために、
写真に残せると便利です。

アンケート収集のお礼に

お客様満⾜度調査などで実施されるアンケート。
収集後のお礼として、季節に合わせたフォトフレームなどを
提供することもできます。

チラシの付加価値向上

チラシ棚に置いたり、折り込み広告などに使われる告知チ
ラシ。季節に合わせたフォトフレームを使用できる付加価
値をつけることにより、ごみ箱⾏きを防ぎます。



キャラクターとコラボ

マンガの１シーンの中に自分がいる画像など、誰かに⾒せ
たくなる写真を撮影できます。

シーン１０ 製品パッケージ
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まとめ買い・リピート買い促進に
パッケージデザインごとに異なる
フレームを提供するなどして、
販売数UPを狙います。

LINEスタンプ

LINEスタンプの代わりに使える顔出し
スタンプ風画像を提供。
日々のコミュニケーションの
中で広告効果を狙います。

SNS拡散による広告効果

特定のハッシュタグをつけたキャンペーンと連動させるなどし
て、商品の露出を狙います。

事例

リコーブラックラムズ
選手カードから、それぞれの選手とツーショットの撮影できる
カードを販売・配布しました。



顔出しパネル グリーティングカード ⽇付入り
記念写真

SNSのスタンプ
がわりに

最後までご覧くださいまして、ありがとうございました。
皆さまでしたら、どのようなフレームでお客様に楽しんでいただきますか︖

ツーショット 着せ替え

フレームカメラご案内ページ
https://eventsolution-dc.ricoh/scenes/cp_framecamera/

お問い合わせはこちら
Mail: zjc_clicker_info@jp.ricoh.com
facebook: https://www.facebook.com/ricohclickablepaper/

購入者特典
スタンプラリー等
景品としてフォトコンテスト
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