
パチンコ・パチスロホール様専用
高品質アプリ作成サービス

※ 最新情報とイメージが異なる場合がございます。

Android/iOS対応 ホール専用アプリ制作サービス

新台・イベント
プッシュ通知
集客ツール

※本資料は第三者への開示コピー等禁止致します。株式会社エヌブロス
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ホールアプリとは①

1

お店専用公式

アプリ
最短契約から1ヶ月でアプリを
リリースすることが出来ます。

をつくる

ファンを増やして再来店リピート促進のアプリ！

2 3

集客！
呼びたい時に運営は誰でも

簡単に
システムスキルなしで、誰でも簡
単に運営できます。

新台情報など最新情報を即プッ
シュ配信できます。

ここまで
お客様の囲い込みに
つながりませんでした。

ちらし
広告媒体
各メディア アプリDLしたお客様に

最新情報をプッシュ通知

新規来店

ホール
アプリ

リピート来店
常連化

来店

大手ＰＲメディアだけでは一見さんで終わってしまいます。 ホールアプリ導入により、お客様を囲い込みリピーターになってもらう。
お客様・収益を増やす効果があります。

メルマガ終焉

ちらし
広告媒体
各メディア

confidential



お客様とホール様のハブとなるオウンドメディア！

新台・イベント配信

インストール 常連化

来店スタンプ
店内にて表示して頂いたＱＲコード
を読み取るだけでスタンプ付与！

プッシュ通知

収支カレン
ダー記録

新台機種情報など
いち早くチェック！

会員化
チラシ、広告、など各掲載メディ
アにＱＲやＵＲＬを記載

2回目以降の再来店

リアルタイム配信

ホール公式アプリ

ホールアプリとは②

アプリ告知

会員登
録不要
だから
楽々

ホールにてアプリの告知
インストール誘導

confidential
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企業のロゴがTOPに！ 各ストア公開で集客 プッシュ通知 バッチ機能で通知

ホールアプリでできること

5

アプリ特有の機能

充実のホール専用機能

※本資料は第三者への開示コピー等禁止致します。株式会社エヌブロス

confidential



ホールアプリでできること

6

管理・運用機能

デザイン カラーチェンジ フリーページ 分析機能 簡単更新 セグメント情報

デザイン自由に変更
ホールアプリの特徴

フリーページ作成可能 支店毎カンタン運用

分析
機能付

※本資料は第三者への開示コピー等禁止致します。株式会社エヌブロス

求人
募集など
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ホールアプリでできること
ホールオリジナルのカラーで設定可能

管理画面のプレビューを見ながら誰でも簡単に！

7※本資料は第三者への開示コピー等禁止致します。株式会社エヌブロス

※イメージです。
・トップ画像 ・メニューボタン ・背景カラー 変更可能！
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店舗検索/店舗情
報/お気に入り登録

メニューの表示・非表示/並び順を変更可能

新台・機種情報
連携/表示

出玉情報表示
（※外部サイト連携表示）

収支カレンダー機能

動画表示機能
（youtube連動）

来店スタンプ
（ポイント）

プッシュ通知一覧
（履歴）

アプリ紹介

ホール名/ロゴ
画像

イメージ画像・
お知らせ画像
最大５枚スライ
ド

各メニューボタン
デザイン変更
可能

※本資料は第三者への開示コピー等禁止致します。株式会社エヌブロス 8

イメージ例

最新情報表示

今月の収支/お気に
入り店舗・機種/プ
ロフ設定

外部リンク紹介/
利用規約/フリー
ページ

confidential

Facebookページ
表示 Twitterページ表示

ホームページ（WEB
サイトなど）表示

トップデザイン



支店管理

店舗情報管理

メニュー管理

お知らせニュース管理

アプリカラー設定

アプリトップバナー設定

機種・動画カテゴリ設定

プッシュ通知配信

変更可

管理画面
ページ作成・更新もプログラム知識一切不要！

confidential
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機種情報管理

ダウンロード（日/月）

動画管理

お気に入り数（日/月）

フリーページ・求人ページ

プッシュ通知CTR

来店ポイント管理（※）

ユーザー一覧

本部管理

支店管理

分析機能

（※本部管理も共通）

※

（※本部・支店共通）
※近日リリース予定
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平川商事様 アローアプリ（ARROWアプリ）

数多くのホール店舗様にご利用頂いております！

導入実績



導入実績
高品質ホールアプリとして多くのホール様のファン化に成功！

confidential
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数多くのホール店舗様にご利用頂いております！



お申し込みから最短１ヶ月でアプリ公開！

アプリ公開までの流れ

お申込み
• お申込み用紙ご提出
• Google、Appleディベロッ

パーアカウント登録
• 素材ご提出（ロゴ画像等）

• 機種、店舗情報登録
• アプリ紹介文作成

• AppStore申請 ※当社対応

• GooglePlay申請※御社対応

アプリ公開

1
アプリ生成
情報登録 ストア申請2 3

※GooglePlay申請作業は
APKファイルをアップロードして頂く作業となります。

※本資料は第三者への開示コピー等禁止致します。株式会社エヌブロス 12



ディベロッパーアカウント登録
Googleストア IOSストア

登録料金

必要なもの

登録手順

登録時間 約30分

審査通過
までの時間

最短1時間（最大3日）

$25(初回のみ)

・Googleアカウント
・クレジットカード ※クレジットカードがない場合、Vプリカ可

①Googleアカウント登録
②Google Play Developer Consoleにアクセス
③GoogleWallet設定、支払い
④デベロッパープロフィール設定

詳細はこちらの手順でお手続きください。
http://usedoor.jp/howto/web/google-play/google-
play-developer-touroku/

約1時間～2週間

最短2週間

$85(毎年)

・iOSアカウント
・クレジットカード
・法人に割り当てられた法人に割り当てられたD-U-N-S Number。
①iOSアカウント登録
②DUNS（ダンズ）番号を取得する
③iOS Developer Programにアクセス・記入
④Appleからの確認連絡を待つ
⑤「Apple Developer Program Enrollment Update」が届くのを待つ
⑥iOS Developer Programの年間料金をクレジットカードで決済する。

詳細はこちらの手順でお手続きください。
https://developer.apple.com/jp/support/ios/enrollment.html

お客様にてご登録して頂きます。

13
ディベロッパーアカウントとは、アプリのストア申請を行う為に必要なGoogleディベロッパーアカウントとAppleのディベロッパーアカウントの事です。
アプリの提供元としてアプリストアページにアカウント名が表示されます。

※本資料は第三者への開示コピー等禁止致します。株式会社エヌブロス



アプリインストール特典などをご用意ください。

アプリ公開後

ASO対策

• キーワード検索上位表示
• GoogleStoreで表示
• Appstoreで表示

• チラシ
• WEBサイト
• メルマガ
• 各SNSに投稿
• 広告するものにQRを告知

その場でDL特典プレゼント告知

ダウンロード数の増加

1 告知案内 お店で告知2 3

DL特典プレゼントのご用意無料でキーワード対策実施

お店専用のQRコードから一発ダウンロード開始

最新情報をプッシュ通知で集客促進にご活用ください。

• スタッフによる積極的な告知
• カウンター横に告知
• ポスターなどで告知

※本資料は第三者への開示コピー等禁止致します。株式会社エヌブロス 14



お申込み前の確認

「ホールアプリ」のお申込みにあたっては、当社独自の基準で審査させて頂きます。
申込の方は運営組織のメールアドレスに本人確認のためご連絡をさせて頂く場合がございます。
お申込内容に問題があった場合、もしくは当社が問題と判断した場合は申請を受け付けかねますので予めご了承ください。
なお、審査結果に関するお問合せにはお答えしかねますのでご了承ください。

以下に該当するお客様は「ホールアプリ」へのお申込みできません。
・日本国内に実際の店舗/施設を持たない企業
1. ネットワーク・ビジネス、モニター商法、内職商法等、無限連鎖講およびマルチ商法に関するか又はこれらに類似し若しくは類似するおそれのある業種
2. 自己啓発、啓発セミナー、自己の潜在的な技術、能力などを高めることを目的とした商品やサービスを提供する業種
3. 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などの違法または不正な売買・仲介・斡旋等を行う業種
4. 薬物や凶器の売買・仲介・斡旋等、違法行為ないし犯罪行為を構成し又は助長するおそれのある業種
5. 面識のない異性との交際を希望する者に、場所や機会を提供する業種（※ただし、当社が認めたものを除く）
6. その他、当社が不適切と判断した業種

「ホールアプリ」の月額料金の決済方法について。
月額料金の決済方法は、
・銀行振り込み [1、3、6ヶ月分の一括前払い]の中からお選び頂けます。
（振込手数料は、お客様負担となります。）

【注意事項】
入金完了後の返金対応は受け付けられませんのでご注意ください 。

以下に該当するサービス利用に関して、機能提供を保証することができません。
「Push通知配信機能」について、Apple/Googleの提供機能に依存した機能のため保証することが出来ません。
「GPS位置情報の精度」について、位置情報精度は端末に依存しているものもあるため保証することが出来ません。
「youtube公開動画の表示機能」について、提供側の仕様や利用規約等が変わる場合があるため保証することが出来ません。
「他社SNS連携サービス」 Facebook,Ameba,Twitter等について、提供側の仕様や利用規約等が変わる場合があるため保証することが出来ません。
「Appstore及びGooleplay申請代行サービス」について、審査にて公開申請が通過しない場合・公開日程が不明であるため保証することが出来ません。

※本資料は第三者への開示コピー等禁止致します。株式会社エヌブロス 15



お申込み

info@nbros.com

株式会社エヌブロス
ホールアプリ総販売代理店

06-6641-2222

ご不明な点などもお気軽にお問合せください。
よくある質問 ⇒ http://hall-app.com/question.html

※本資料は第三者への開示コピー等禁止致します。株式会社エヌブロス 16



機能説明
ご参考資料
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①アクティブトップ

管理画面よりいつでも更新変更可能です。
画像タップで、指定のお知らせページや外部の
WEBサイトへ遷移させる事も可能です。

②WEBサイト表示
既存の外部サイトをアプリ内に

WEBビュー表示するメニュー追加自由！

ホームページやその他キャンペーンコンテンツなど
ＷＥＢサイトとして公開されているサービスを

メニューに追加することが出来ます。

近くのホールの最新情報をトップに表示！

※本資料は第三者への開示コピー等禁止致します。株式会社エヌブロス 18

イメー
ジ例

GPS
現在地から近いホ
ールの情報を表示

本部から２枠、支店から３枠（※）設定可能
（※現在地から近い支店が優先して表示されます。）

＜ 戻る

＜ ＞ ○

ＷＥＢサイトを
アプリ内に呼び
込み表示



③セグメント取得

アプリご利用者の 男女別の人数/年代別人数/
パチ、スロ派別にプッシュ土を配信したり、人数統計
を管理画面より確認していだだく事ができます。

④店舗検索
位置情報・お気に入り登録で簡単検索！

『現在地から探す』・『都道府県から探す』・『お気に入
り店舗』店舗が探しやすく、各店舗のページへすぐにア

クセスしやすい構成となっております。

アプリ起動初回時のみ、「セグメント情報」
を入力画面表示

性別/年代
パチ派スロ派？

ユーザー登録情報は
マイページ＞プロフィール設定からいつでも変更できます。

GPS
現在地から１番
近いホールを表示

※本資料は第三者への開示コピー等禁止致します。株式会社エヌブロス 19



⑤各支店ページ

機種情報 店舗情報 出玉情報 動画紹介 求人情報ニュース・New

※本資料は第三者への開示コピー等禁止致します。株式会社エヌブロス 20

スライドで
ページ切り替え

支店ごとに専用のページを更新して頂くことができます。

パチンコ情報サイト総合支援システム
ファストパス連携で一括管理可能！

（※ご契約が必要となります。詳細はお問い合わせ下さい。）

ホールアプリ
だけ！

各支店ページトップは最新のお知らせを表示！

その他・シェア



⑥プッシュ通知
ファンに最新のお知らせを確実に通知！

※本資料は第三者への開示コピー等禁止致します。株式会社エヌブロス 21

セグメント・距離・日時予約も配信も可能です。

※本部管理画面からは全配信、各支店管理画面からはお気に入りしているお客に対して配信可能です。
※プッシュ通知は1支店1日２回配信まで可能（１時間に１回まで）

本部・支店から
プッシュ配信
設定！

※端末やお客様の設定により、表示イメージが異なる場合がございます。
※お客様の通信環境などにより受信できない場合がございます。
※上記プッシュ通知受信画面はAndroid端末の画面となります。

再来店ＵＰ



⑦最新情報

管理画面設定より、最新情報をそのまま
プッシュ通知配信設定することができます。

⑧バッチ機能
バッチ表示でアプリ起動率ＵＰ！

お知らせ情報と連携してバッチ表示。

店舗別に最新情報ページ作成！

背景、テキストカラー設定
画像、リンク掲載可能

※本資料は第三者への開示コピー等禁止致します。株式会社エヌブロス 22

通知を見るまで、バッジは消えないため、
アプリ起動率アップにも繋がります。

管理画面で誰でも簡単に更新できます。



⑨出玉情報 ⑩機種情報
既存でご利用の機種情報連携も可能！既存でご利用の出玉情報ページを

呼び込み、表示します。

性別
年代

パチ派スロ派？

機種のお気に
入りも可能！

（※）
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P-world/PAPIMO/ビスタ 連携済み

パチンコ情報サイト総合支援システム
ファストパス連携で一括管理可能！

（※ご契約が必要となります。詳細はお問い合わせ下さい。）

ホールアプリ
だけ！

パチンコ情報サイト総合支援システム
ファストパス連携で一括管理可能！

（※ご契約が必要となります。詳細はお問い合わせ下さい。）

ホールアプリ
だけ！

ご利用になりたい連携先をご連絡下さい。

※連携先によってはお気に入り機種機能が
ご利用できない場合がございます。



⑪収支カレンダー

お客様が日別で収支の記録を保存管理することが
出来る便利ツールです。月ごとの合計収支も表示
されます。

⑫来店ポイント
ポイント付与でリピート来店のきっかけに！

ポイントカードは支店ホール様別管理となります。

お客様へ便利な機能のご提供！

店舗名や機種、投資額、回収額。
その他メモを記録できる！

アプリ
起動率UP！
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ＱＲコード
読み込みで
付与！

（※ポイント・スタンプの表記はお選びいただくことが出来ます。）

・１日１回限り付与の制限、ＱＲ画像の随時更新、ポイント有効期限
設定などの機能により不正取得対策対応

店内にてタブレットやＰＣでＱ
Ｒ画面を表示して頂くだけ！

貯めたポイントは交換数と交換コードを入力すると消
し込みされます。

・付与ポイント数、交換ポイント数は日別/月別で確認することが出来ます。



⑬動画表示

Youtubeに公開されている動画を
ＵＲＬ設定で簡単に表示することが出来ます。

⑭求人募集ページ
フリーページ設定にて自由に作成可能！

各支店様ごとで求人情報を掲載することが出来ます。
画像やＵＲＬを掲載することも出来ます。

ＣＭや実況動画をアプリ内に表示！

カテゴリも
ホール様にて
設定可能です

支店ホール様
別でページ作

成！
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⑮プッシュ配信管理画面

配信予約
日時設定も

OK！

男女・エリア
など指定可能

⑯分析機能

日別/月別 セグメント統計

プッシュ通知分析
・プッシュ通知配信数
・既読数
・未読数
・開封率

お店の近くにいる人に（半径100,200・・・,10km設定も可）
今すぐプッシュ通知が送れる！

アプリの利用状況を管理画面から
いつでもチェック！

※ インストール数、お気に入り数は前日までの集計データを表示します。
※ プッシュ通知CTRは、プッシュ通知配信してから72時間までの分析結果を反映しております。

配信時のユーザ数は、プッシュ通知OFF設定ユーザ/アンインストールユーザは含んでおりません。

インストール数分析（iOA /Android別）

日別/月別
お気入り店舗分析（iOA /Android別）

日時予約・セグメント・距離設定が可能！

日別/月別
ポイント付与数分析（iOA /Android別）

日別/月別
ポイント交換数分析（iOA /Android別）

リリース予定！

リリース予定！
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会社概要

message

私たちは遊技機の設置・メンテナンスや販売業務を中心とし、こ
れまでたくさんのパチンコ・パチスロのホール様の営業・運営支援
を行って参りました。また、 昨今のスマートフォンの普及率に伴い、
店舗様、ホール様向けの営業ツールとしての「店舗アプリ」の開
発を進めております。時代は徐々に景気回復の傾向と言 われ
ておりますが、まだまだ中小企業、果ては一般の消費者の方々
には実感が出来ない状態ではないでしょうか？弊社はそういった
方々の発展、業務向上に少し でもお手伝いが出来ればと考え
ております。
謙虚に努力し、より高いレベルへ到達できるよう頑張ってまいりま
すので、これからもどうかエヌブロスへのご支援、ご鞭撻の程、何
卒よろしくお願い申し上げます。

事業概要
パチンコ・スロットの新台・中古販売
各種ホール設備・部備品販売
各種アプリ制作・販売 http://www.nbros.com/index.html

info@nbros.com

株式会社エヌブロス

06-6641-2222

※本資料は第三者への開示コピー等禁止致します。株式会社エヌブロス 27



補足資料
ご参考資料
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アプリの現状って？

スマートフォンの保有率はついに
55.2％！ 20代は82％！

シニア層のスマートフォン利用も
増加！保有率は30％以上に

アプリは手軽に利用されています
平均インストール数は 36個！

通常新規でのアプリ開発は
・導入までに3～4ヶ月！
・400万～の費用
コストかかりす
ぎ・・・

導入までの時間が
かかる・・ 一からコンテン

ツ設計する暇
がない・・・

80％＝スマートフォン＝アプリです。
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リリースまでの流れ
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申込受付 アプリ生成 ページ作成 Store申請

ご
契
約
ホ
ー
ル
様

弊
社
・
開
発

申込書
記入・FAX

ロゴ素材
受け渡し

入金確認

申込書
受け取り

申込審査

支店ページ
作成

ID/PASS
受け取り

アプリ生成
ID/PASS発行

アカウント
受け取り

デザイン
制作

弊社にて支店ページ
制作代行される場合、
別途追加費用で承ります。

Store申請
支店情報リス
ト記入・送信

2~3日 2～３週間 １週間 ２週間

申請の報告

各Store
申請

Store情報
受け取り

正式リリース

リリース報告

※Store申請通過後、
最終チェックを行った上で
正式リリースとなります。

各Store
デベロッパー

登録

※機能カスタマイズがない場合に限る

目安日
数

Appstore３週間程度
Googleplay１週間程度
審査に期間を要します。

※カスタマイズ・オプション機能搭載の場合は上記とは別途開発日数が必要となります。

最短約1ヶ月
で正式リリース



ホールアプリ機能一覧
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カテゴリ 機能名 概要

ＮＥＷ！！ ファストパス連携 さまざまな更新情報を一括管理可能！
詳しくはお問い合わせ下さい

アプリ起動時 スプラッシュ画像 アプリ起動時にオリジナルのスプラッシュ画像を表示します。

アプリ初回起動時

セグメント情報取得
性別/生年/パチ・スロ好み嗜好

情報を取得します（※但し任意の取得）

位置情報取得
お客様の位置情報を取得します

（※許可があった場合のみ）

引継ぎ 再ログイン機能
IDパスワードを設定しているお客様が、機種変更時などに

データを引き継ぐことができます。

トップページ

TOPデザイン
TOPページのデザインをクライアント様の

オリジナル画像で作成いたします。

流れるお知らせ画像表示
本店管理画面と支店管理画面より設定した

最新のお知らせが画像で表示されます。

下層ページ

カラーチェンジ機能
クライアント管理画面より バーカラー、

背景カラー、フォントカラー変更可能

アプリ紹介 シェアボタン 当アプリをメールやSNSサービスで紹介することができます。

トップページメ
ニュー

店舗検索
店舗がある都道府県を選択すると店舗一覧が表示されます。

ホール支店ページへ遷移します。

新台・機種情報
新台入替情報を公開できます。

作成した情報はそのままプッシュ通知で配信が出来ます

出玉情報
各支店の大当たり情報を表示しているWEBサービスへ

連携することができます

お知らせ・ニュース情報
管理画面よりお知らせ・ニュース情報ページを作成し公開することができます。画
像やテキスト入力などフリー入力で自由度の高いページを作成することができま
す。

カテゴリ 機能名 概要

トップページメ
ニュー

収支カレンダー
日別で収支を記録保存していくことが出来ます。

月の合計収支額も表示します。

動画紹介 YouTubeで動画紹介を表示します。最大20枠

プッシュ通知履歴
プッシュ通知で受信した、お知らせ情報を一覧で

確認することができます。

マイページ
お気に入り店舗やお気に入り機種を確認することが出来ます。

プロフィール情報の変更、プッシュ通知受信設定を行うことができます。

その他、フリーページ ご利用規約や企業からのメッセージ、求人情報など、フリーページを最大５ページま
で作成し表示することができます。

外部リンク設定
既存でお持ちのホームページやWEBサイトへ遷移させます。

自由に複数追加設定することが出来ます。

支店ページ

お知らせ・ニュース情報 各支店で作成したお知らせ情報を表示することができます

出玉情報
各支店の大当たり情報を表示しているWEBサービスへ

連携することができます

機種情報 支店に設置されている機種情報を表示します。

店舗情報
支店の住所や情報、店舗のイメージ画像など

登録、表示することが出来ます。

動画紹介 支店管理画面より設定したyoutube動画を表示します

求人情報 支店管理画面より登録した求人情報を表示します

その他、リンク集 管理画面より登録した外部リンク表示（HPやツイッター）

プッシュ通知
機能

お知らせ・ニュース配信 作成公開しているお知らせ・ニュース情報をプッシュ通知で受信することが出来ます。
（位置情報・男女・年代・嗜好別）

新台機種情報配信 作成公開している新台機種情報をプッシュ通知で受信することが出来ます。（位置
情報・男女・年代・嗜好別）

ＮＥＷ！！
近日リリース 来店ポイント（スタンプ）機能

店内に設置されたＱＲコードをアプリで読み込むと、来店ポイントを獲得

することが出来ます。
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カテゴリ 機能 詳細

本部管理機能

ホーム画面 アプリDL数、プッシュ開封率表示

アプリ管理 TOP表示情報設定/カラー設定/メニュー外部リンク設定

インフォメーション管理 フリーページ作成・編集/リンク一覧設定・編集

支店管理 支店ID確認/大当たり情報URL設定・管理

店舗情報管理
基本情報設定/提供サービス情報設定/公開写真情報設定

動画情報設定/外部サイト情報設定

機種情報管理 カテゴリ設定/機種情報登録

お知らせ・ニュース管理 お知らせ情報新規作成・編集削除

プッシュ通知配信管理 プッシュ通知配信設定・編集削除

分析管理
セグメント総計表示/インストール数表示（日別・月別）

プッシュ通知開封率表示/お気に入り数表示

アプリ管理 アプリDL用QRコード表示

支店管理機能

ホーム画面 アプリDL数、プッシュ開封率表示

アプリ管理 TOP表示情報設定/カラー設定/メニュー外部リンク設定

店舗情報管理 基本情報設定/提供サービス情報設定/公開写真情報設定動
画情報設定/求人情報設定/外部サイト情報設定

機種情報管理 カテゴリ設定/機種情報登録

お知らせ・ニュース管理 お知らせ情報新規作成・編集削除

プッシュ通知配信管理 プッシュ通知配信設定・編集削除

来店ポイント管理
（※近日リリース）

スタンプ利用設定（有効有無/付与数/画像/有効期限）

スタンプ交換数登録

説明ページ作成

ＱＲコード設定/表示

分析管理

セグメント総計表示/インストール数表示（日別・月別）

プッシュ通知開封率表示/お気に入り数表示

来店ポイント付与数/交換ポイント数 （日別・月別）

アプリ管理 アプリDL用QRコード表示

管理機能一覧
管理画面 イメージ

お知らせページ作成・プッシュ通知設
定・分析まですべて
管理画面から自由に更新して頂くこと
ができます。



ホール様オリジナルデザインエリア
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①アイコン、スプラッシュ画像などを制作する際に必要となります、御社の「ロゴ画像」などの素材ご提出をお願いいたします。
（psdまたは、ai形式でご提出下さいませ）

②赤枠部分に関して初期無料プランでのデザイン制作対応エリアとなります。
③メニューの名称はTOPページの表記上ご変更頂くことは可能ですが、下層のページのタイトルは変更できませんのでご了承ください。
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