
Supermarket

MCCatalog+ カタログポケット
Mac/Windows
● インターネット接続環境
● Webブラウザ Google Chrome

iPad、iPhone/iPod touch
● iOS 6.x以上

Androidタブレット、Androidスマートフォン
● Android 2.3.3以上

*1 「利用容量」とは、利用期間を通じて利用される「データ容量×DL数」の合計値
     例：10MBのチラシデータ×100DL=1,000MB（1GB）
*2 トライアルコースのお申込みは新規ご契約に限ります。
※契約期間の途中変更はできません。

※基本契約期間途中の加入も可能です。
※オプションのご利用開始月も料金が発生します。

※最新動作環境はWebサイトよりご確認ください。

MCCatalog+価格（予定）

［ 基本契約 ］ ［ クローズ配信オプション契約 ］

1ヶ月当たり：50,000円（税抜）

動作環境

MCCatalog+機能一覧 カタログポケット機能一覧

期  間 コース 利用容量*1 定 価（税抜）

3ヵ月

トライアルコース*2 300GBまで 0円

Aコース 100GBまで 300,000円

Bコース 200GBまで 450,000円

Cコース 300GBまで 600,000円

6ヵ月

Aコース 200GBまで 420,000円

Bコース 400GBまで 600,000円

Cコース 600GBまで 840,000円

12ヵ月

Aコース 400GBまで 600,000円

Bコース 800GBまで 840,000円

Cコース 1.2TBまで 1,200,000円

※ご契約コースの利用容量を超えた場合に変更いただくことができます。
※基本契約の残月数分のお申込をいただきます。
※コースの変更月も料金が発生します。

［ 契約途中のコース変更 ］

コース変更 定 価［1ヶ月当たり］（税抜）

A→Bコース 100,000円

A→Cコース 150,000円

B→Cコース 50,000円

□ MCCatalog＋に関するお問合せは 株式会社モリサワ担当営業または右記のお電話まで  TEL 03-3267-1237

□ MCCatalog＋に関する情報は www.morisawa.co.jp/mccatalog/
□ FAQ www.morisawa.co.jp/mccatalog/faq/

標　　準
顧客管理機能 顧客数の制限なし

利用容量 契約コースによる

コンテンツ制作機能

●   アップロードファイル形式 
（PDF、JPEG、PNG、MCMファイル） 
●   配信エリア、キーワード登録、公開期間、 
閲覧有効期間などが指定可能

●   閲覧パスワード設定（コンテンツ単位）

ログ解析機能
閲覧時間分析、リンクタップ分析、
検索文字列分析、端末分析、閲覧場所分析 など

アカウント管理機能 管理者ログイン／製作者ログインモード指定

クローズ配信オプション
閲覧ID／パスワードを設定して閲覧者を制限

おすすめ機能
個人閲覧履歴、GPS情報や登録地点に
より優先表示

人気機能
全ユーザによる高閲覧率コンテンツを
優先表示

カテゴリ機能
過去に閲覧したカテゴリフォルダを
自動生成。そのカテゴリのコンテンツ
をまとめて表示

ダウンロード一覧
ダウンロード（過去に閲覧）した
コンテンツを表示

検索機能
カテゴリ／エリア／キーワード／
配信元／クーポン・割引／旅行関連

その他
おすすめ場所の設定（GPS機能オフ時）／
閲覧カタログの制限

大阪市浪速区敷津東2-6-25 Tel.06-6649-2151

東京都新宿区下宮比町2-27 Tel.03-3267-1231

仙台市若林区新寺1-3-8 Tel.022-296-0421
名古屋市中区丸ノ内1-5-10 Tel.052-201-2341
札幌市北区北十条西2-6 サウスシティ2F Tel.011-700-0112

広島市中区十日市町1-6-27 広島印刷会館1F Tel.082-296-1114

福岡市博多区博多駅東1-3-25 Tel.092-411-5875

鹿児島市高麗町11-3 下田平ビル2F Tel.099-252-2255

岡山市北区辛川市場386 Tel.086-284-9766

本社
東京本社
仙台支店
名古屋支店
札幌営業所
広島営業所
福岡営業所
鹿児島営業所
岡山出張所

〒556-0012

〒162-0822

〒984-0051

〒460-0002

〒001-0010

〒730-0805

〒812-0013

〒890-0051

〒701-1214

モリサワ製品の不正コピーなど、違法行為にお気づきの方は
（社）コンピュータソフトウェア著作権協会（Tel.03-5976-5178）までご連絡ください。

※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※本カタログに記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

1401

株式会社モリサワ

www.mor isawa.co. jp

電子情報配信サービス

あらゆる印刷物をスマートデバイスへ

簡単・効果的に配信

エムシー  カタログ  プラス

0円キャンペーン実施中！！
2014年7月末まで  詳しくは中面をご覧ください。
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MCCatalog+ とは

MCCatalog+ の主な特長

MCCatalog+は、クラウド型のASPサービス*です。手間のか
かるアプリのインストール作業や運用管理は不要。ネットにつ
ながる環境であればいつでもどこでも利用できます。Webブラ
ウザ上で簡単に操作することができるので、特別な知識がなく
てもすぐに始められます。

* ASP（Application Service Provider）サービス：インターネットを通じて
  アプリケーションを提供するサービス。

MCCatalog+でアップロードしたコンテンツは、iOS/Android用の
ビューアアプリ「カタログポケット」に配信されます。読者は自分で情報を
探すことなく、興味のあるコンテンツをすばやく見つけることができます。

●   App Store（ iOS版）またはGoogle Play（Android版）で「カタポケ」を検索

3つの機能で、個々人の嗜好に合ったコンテンツを優先表示

印刷データをアップロードする際に登
録した情報（地域、カテゴリなど）は、
ビューアアプリ「カタログポケット」の
個 人々の閲覧履歴を元に最適化されて
配信され、興味の高い閲覧者に効率よ
く届けることができます。

また、標準のログ解析機能により、閲
覧時間や閲覧場所、端末、リンクタップ
などを分析し、配信効果を測定するこ
とも可能です。

コンテンツを一般に公開することも、
パスワードを設定して閲覧を制限する
ことができます。さらにクローズ配信
機能（オプション）を使用すれば、社内
資料や学内資料などの機密性の高い
コンテンツを、特定の関係者だけに配
信することが可能です。

Security 
Free

Security 
Lock

カタログポケットとは
MCCatalog+専用無料ビューアアプリMCCatalog+は、カタログやチラシ、パンフレットなど、あらゆる印刷物をスマートフォンやタブレット端末に

向けて手軽に配信できるクラウドサービスです。配信用にコンテンツを作り直す必要はありません。
印刷データをそのままアップロードするだけで、読者が見たい情報をタイムリーに届けることができます。

配 信

管理画面にログイン1
印刷データ

（PDFなど）
をアップロード2
ビューアアプリ
「カタログポケット」
に自動配信3

外出先や旅行先での
クーポンやイベント情報

店舗や施設など読者の
生活圏の最新コンテンツ

閲覧履歴による同カテゴリ
の最新コンテンツ

簡単 インストール不要。操作も簡単。 効率的 読者へ効率よく配信。効果測定も可能。

多用途 「誰にでも配信」も、「特定の人にだけ配信」も。

印刷データを
MCCatalog+に
アップロード

MCCatalog+ ご契約者

今日もお得な

情報が届いたわ

伝わるコンテンツにこだわるなら…

動画や音声で、よりわかりやすく！

テキストウィンドウで、より読みやすく！

印刷データをアップロードする際に、動画ファイルや音声ファイル、ハイパーリンクなどを
埋め込むことができます。これらが埋め込まれたMCMファイル*を直接アップロードする
ことも可能。わかりやすく、訴求力のある魅力的なコンテンツを読者に提供できます。

サービスの開始にあたり、MCCatalog+を無料でお使いいただける「0円キャンペーン」
を行います。ぜひこの機会にMCCatalog+をご利用ください。

キャンペーン期間：2014年1月29日（水）～7月31日（木） ● 利用可能容量：300GBまで* * 「利用容量」とは、利用期間を通じて利用される「データ容量×DL数」の合計値です

※キャンペーン終了後の正式契約について：本キャンペーンをご利用の方で、キャンペーン終了後も引き続きご利用の場合は、正式契約が必要となります。

テキストエリアを含むMCMファイル*をアップロードすれば、端末側でテキストウイン
ドウを表示することができます。テキストウインドウ内では、文字サイズを調整しても
組版を保持したままリフローするので、地域の広報誌など読みやすさにこだわるコン
テンツに最適です。

*   MCMファイルはモリサワ電子雑誌ソリューションMCMagazine Makerのファイル形式です。 
MCMagazine Makerによるコンテンツ編集を行う場合には、別途MCMagazineのご契約が必要です。

近所の特売が
わかるわ！

今ある印刷データを
そのまま活用できる！

あの製品を
カタログで
じっくり検討！

最新の情報誌が
いつでも
見られる！

社内資料を
いつでも
確認できる！

「カタログポケット」の利用者が増えていくことで、お客様のコンテンツが新しい読者を獲得する
可能性が高まります。ぜひ、より多くの方にカタログポケットのダウンロードをお勧めください。

MCCatalog+専用
無料ビューアアプリ カタログポケットスマートフォン／

タブレット利用者

ダウンロードはこちらから

手間もコストもかけず
簡単に使える！

■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■
■■■■■■■

クーポン付きの
観光ガイドで
安くて楽しい旅行！

市の広報誌が
いつでも見られて便利！

［0円キャンペーン］実施中！

申込書に必要事項を記入・捺印し、FAX
またはE-mailにてお申込みください。

申込む2
お申込み受付後、E-mailにてお客様の 
ログインID/PWをお届けいたします。

納品のメールを受け取る3
ご利用規約に同意し、下記Webサイト
より申込書をダウンロードしてください。

申込書をダウンロードする1

www.morisawa.co.jp/mccatalog/buy.html

モリサワ
ID/PW

iOS版

Android版

動画音声

ハイパーリンク

PDF

申 込
手 順

無料！ 
シンプル！ 
使いやすい！！

大学の学内資料を
いつでも
確認できる！

テキストウインドウ


