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■サービス概要

ご入稿いただいたテキストデータから、
QRコード画像を⼀括作成し納品いたします

≪３つの安心≫

◎ 弊社では、累積 5000万個以上の作成実績をもとに、
ご⽤途にあわせて、最適で信頼性の高い提案をさせていただきます。

◎ ご要望確認の段階で、仕様のご相談にお答えし、
サンプルQR画像で、ご発注前・作業前にご確認いただけます。

◎ 読み取り検証を無料で⾏っています。
(上限10万個、または1%抜き取り検品)

ご利⽤事例
・ユーザーIDの差し込みURL
・加盟店URLの一括QRコード化
・連番を織り込んだQRコード
・くじなどのシリアル番号
・商品管理⽤QRコード
・バリアブル（可変）なデータ
・
・

納得がゆくまで
ご相談くださ

い︕

手作業より確実
だから、安心
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■代表的なご利⽤事例

【出版プロダクション 様】

概 要︓600件、EPS形式、中身はURLで商品詳細ページへ誘導。商品コード埋め込み
目 的︓⼤手電⼦機器メーカーの商品カタログに掲載。全品検品を実施。

【広告代理店 様】

概 要︓200件、BMP形式、中身はメール作成連動⽤。件名に、店舗パラメータを埋め込み
目 的︓店頭キャンペーンから会員登録への誘導と、効果測定⽤。全品検品を実施。

【不動産情報誌 様】

概 要︓1,500件(通年)、EPS形式、中身はURL、物件ごとのパラメータ埋め込み
目 的︓物件ページへの誘導として雑誌媒体に、継続的に掲載

【⼤手小売チェーン 様】

概 要︓20,000件、BMP形式、中身はURL、店舗IDパラメータ埋め込み。さらに、QRコード外にシリアル番号を画像合成
目 的︓キャンペーンページへの誘導・効果分析ツールとしてチラシに掲載

【製薬メーカー 様】

概 要︓600,000件、PNG形式、中身はURL、シリアル番号の埋め込み。
目 的︓サンプル品のアンケート調査回収⽤として印刷

【⼤手旅⾏代理店 様】

概 要︓400件、 PNG形式＆EPS形式、中身はURL、連番（指定⽂字列）埋め込み
目 的︓ガイドブックに掲載するQRコード。携帯サイトとの連動⽤。全品検品を実施。

…その他、キャンペーン効果測定⽤、ユーザー動向把握⽤、
イベントの入場者管理⽤など多数
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■サービスの流れ（１）

貴社 弊社

ご相談フェーズ
ご相談

データの抜粋

サンプルQR作成

サンプルご確認

正式ご発注

入稿データのご準備

XLS形式（またはCSVやテキスト形式）

入稿データのご送付 →

作業フェーズ

生成プログラム構築

入稿ファイルチェック

（２）へつづく

QR画像データ作成
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■サービスの流れ（２）

貴社 弊社

検品・納品フェーズ

完了フェーズ

検品作業

（１）からつづく

納品（初稿）

← 最終納品データのご送付
（メールまたはメディア送付）

ご検収

OKがいただければ完了です

お支払い

三井住友銀⾏ 高田馬場支店
(普) ４４８９４９６
株式会社インフォリオ

請求書を郵送決済フェーズ

作業納期は
２〜４営業⽇程度

（作業内容により変わります）

納品月締、翌月末払いなど
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■品質について

不良品、クレーム
はこれまでゼロ件

です。

作業前に、受取データの形式チェック（URLなど）や、重複チェックをおこないます
※チェック対象は、テキストの形式やファイル名のみとなります。リンクチェックなどは含みません
※ファイル名やURL、メールアドレスの不正データはお客様にてご修正いただきます。
※原則として、いただいたデータをそのまま利⽤します。

事前に仕様の確認を徹底し、細心の注意を払いながら制作作業を⾏います

・ご⽤途に最適な提案をおこない、サンプルQRコード画像でご発注前に動作をご確認いただけます
・過去の事例から、起こりがちなリスク要因の洗い出しを⾏ない、最善の対策⽅法をご案内します

納品前に、作成したQRコード画像の検品を⾏います

【１】画像表示確認

・破損ファイルがないか、モニタで表示して目視確認します
・基本的に全ての画像を検品します（検品上限3,000個。超えた場合は1%程度を抜き取り検品）

【２】作成QR画像データを機械で検査

・作成画像を、読み取りプログラムにかけて、原稿データと照合します。
・原則として全品検品ですが、検品上限10万個を超過する場合は、1%程度を抜き取って検品します。

【３】モバイル端末実機での読み取り確認

・モニタ表示および、紙に印刷した上で、携帯電話で読み取り確認を⾏います
・全体の1%程度(検品上限は100個) を抜き取り検品になります
・携帯電話はドコモ、au、ソフトバンクの３キャリア、 iPhone、Android機をローテーションいたします。

※携帯サイトのページの表示確認や、リンク動作チェック等は含みません
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■ご発注時に確認させていただくポイント

(1) 作成するQRコード画像の総数

(2) ご希望の画像フォーマット
（PNG、GIF、 JPG、 BMP、EPS の中からお選びください）
（ベクター形式はEPSとなります ）

───────────────────────────────────

(3) QRコードに盛り込む情報内容
（URLや、アドレス帳⽤/ブックマーク⽤/自由⽂⽤など ）
※ 不明の場合は、ご検討中の⽤途や目的をご相談ください

(4) ⾊、エラー補正率、余⽩などのご希望（または弊社で適宜設定）

(5) サイズのご希望イメージ
（印刷実寸、またはピクセル数）（余⽩を含む/含まないの別）

───────────────────────────────────

(6) 原稿データのファイル形式（例︓csv、エクセルなど）

(7) 原稿データのサンプル（2,3〜個分）
※ または、 ⽂字列の⻑さの想定 をお知らせください

(8) 納品画像ファイル名の命名規則

───────────────────────────────────

(9) 納品期日、分割納品・追加発注のご予定など

QRコード本体

QRコード全体
（余白を含む）

一定の余⽩
が必要です。

印刷時サイズ（本体）は
一辺 1cm〜3cmが一般的です。

最推奨は 2cmですが、
実際のご⽤途にあわせてご指

定ください

最も短納期なのは、PNGです。
BMP以降は、納期が倍程度に

なる場合があります。
解像度やカラーモードは

印刷業者／デザイナーさんに
ご確認ください
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■ご入稿いただくデータのイメージ

【例1】
テキストファイルまたはCSVファイルに
URLが 羅列されたもの。

http://example.com/qr/?user=00000001
http://example.com/qr/?user=00000002
http://example.com/qr/?user=00000003
http://example.com/qr/?user=00000004
http://example.com/qr/?user=00000005
http://example.com/qr/?user=00000006
http://example.com/qr/?user=00000007
http://example.com/qr/?user=00000008
http://example.com/qr/?user=00000009
http://example.com/qr/?user=00000010
http://example.com/qr/?user=00000011
http://example.com/qr/?user=00000012
http://example.com/qr/?user=00000013
http://example.com/qr/?user=00000014
http://example.com/qr/?user=00000015
http://example.com/qr/?user=00000016
http://example.com/qr/?user=00000017
http://example.com/qr/?user=00000018
:
:
:
:

【例2】
テキストファイルまたはCSVファイルに
IDなどが羅列され、
定型URLフォーマットを別途ご指定

USER0000001
USER0000002
USER0000003
USER0000004
USER0000005
USER0000006
USER0000007
USER0000008
USER0000009
USER0000010
USER0000011
USER0000012
USER0000013
USER0000014
USER0000015
USER0000016
USER0000017
USER0000018
:
:
:
:

http://example.com/qr/?id=● ● ● ● ●

＋

【例3】
エクセルファイルまたはCSVファイルに
ファイル名とURLが、羅列されたもの。

:
:
:
:
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■納品物のイメージ

※納品物はZIP形式などの圧縮されたファイルになります。

※ZIPファイル暗号化やBASIC認証も可能です。
解除パスワードは、納品日に別送メールにてご連絡

※データの納品⽅法は最終的なデータサイズに応じてご相談。
・Eメール添付、WEBダウンロード
・記憶媒体（CD-R USBメモリ…）などで配送

※納品は、全数一括を想定します。(ご相談可です)

納品：
：

一定数ずつ１フォルダに格納

：
：

フォルダ
に格納

圧縮
ファイル

：
：

：
：1フォルダ

上限5万個

メール添付、WEB経由、
またはUSBメディア等

作成・検品

ご検収
・

印刷工程

納品物
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■弊社情報

本サービスに関するお問い合わせ先︓

株式会社インフォリオ
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-15-16-303
URL: http://infolio.co.jp/
03-6380-3593

担当責任者︓
坂井 浩之
Mail: info infolio.co.jp

オペレーター︓
⼩林、岡田

QRのススメ
QRコードの無料作成サイト
http︓//qr.quel.jp/

・QRコードで検索ランキング１位
・業界初の着メロQR、3ｷｬﾘｱﾏﾙﾁｱﾄﾞﾚｽ帳
・TV、雑誌紹介多数

プロフェッショナルQRコード
QRコードの業務⽤作成サイト
http︓//qr-biz.quel.jp/

・高品質、多フォーマット対応
・ASP、OEMサービス
・登録ライセンス制（有料）

＠

◎社 名 ︓株式会社インフォリオ
◎本店所在地︓東京都新宿区
◎設 ⽴︓2009年
◎代表取締役︓坂井浩之
◎特許保有数︓1件〔申請2件〕

特許庁登録︓識別番号 398019877
◎取引銀⾏名︓三井住友銀⾏、巣鴨信⽤⾦庫

ジャパンネットバンク銀⾏
◎所 属︓東京商工会議所

財団法人インターネット協会

◎事業の内容︓
IT(情報技術)を利⽤した情報提供ｻｰﾋﾞｽ
前項に関する企画･開発･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･運⽤
広告および営業企画
通信販売および通信販売取次ぎ

◎主要お取引先︓
株式会社リクルート様
株式会社東急エージェンシー様
株式会社ファミリーマート様
北海道テレビ放送株式会社様
佐川印刷株式会社様
株式会社DNPデジタルコム様
KLab株式会社様
株式会社魔法のｉらんど様
ぷりんと王国様


