
【Google認定フォトグラファーの株式会社メディアプロは　Googleストリートビュー撮
影代行を始めました】

360°パノラマ写真で、店舗や施設などを見ることできます。
HPにリンク・埋め込み、QRコードにしてチラシに挿入、、、などなど
店舗や施設の広告として、様々な使い方ができます。

※撮影代行一部事例(順不同)※

・ふぃっ趣様
https://goo.gl/maps/KqGRBJxgSTp
https://goo.gl/maps/6Qo2dzor1eu
(和室、導線はなし、独立して公開。黒部にあるカウンターあり、個室ありの、落ち着い
たお料理や。カウンターもあり、日頃の仕事の疲れを癒してくれそうな飲み屋です。
Googleストリートビューで屋内を見せることで、新規のお客様も入りやすくなります！)

・ネッツトヨタ高岡西店様
https://goo.gl/maps/P4o4UmX8oB52
(高岡にあるネッツトヨタ店様！！中には、子供が遊ぶスペースやカフェスペースなど、車
を購入しなくても気軽に行ける店舗です！！Googleストリートビューでは、お客様に意
外と知られていない店舗の一面も、しっかり伝えることができます！！)

・リレミトコール様
https://goo.gl/maps/4LnsX3KUEEG2
(高岡のユサダイニングバーを経営するオーナー様の２店舗目が射水市に完成です！！今回
も、Googleストリートビュー(屋内版)を導入していただきました！！内装がとっても凝っ
ていて、おしゃれです！！ぜひ、飲みに行ってくださいね～)

・川なべ様
https://goo.gl/maps/pA1txLy287F2
(店内に入ると、みたこともない大きな狸が！！芸能人の方のサインも飾られています！
とっても面白い、そして美味しい飲食店です！中を見ちゃうと、絶対に行きたくなってし
まいますよ。)

・ゴルフスタジオJUST様
https://goo.gl/maps/zeNDdqZAkYS2
(ゴルフスタジオの中を撮影させていただきました！！レッスン室から工房まで、パノラマ
で宣伝！！個人レッスン等を行なっているお店やスタジオでのGoogleストリートビューの
導入もぜひ！！)
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・立山国際ホテル様
https://goo.gl/maps/sLN9gFMa8gq(外観~ロビー)
https://goo.gl/maps/eQUc8cRThkF2(ラウンジ) 
https://goo.gl/maps/aFbCVpQ8qNu(レストラン四季)
https://goo.gl/maps/sWDemdU2X6z(宴会場有峰1)
https://goo.gl/maps/iYcM59mxHmm(宴会場有峰2)
https://goo.gl/maps/kyBZZRRHGWq(桂)
https://goo.gl/maps/85yqpeJZuQz(本館浴場1)
https://goo.gl/maps/5gaSAKqwXkS2(本館浴場2)
https://goo.gl/maps/hEQzxLHYjWv(デラックスツイン)
https://goo.gl/maps/eF2TEYFBF6U2(デラッックスメゾネット)
https://goo.gl/maps/yBdvYmRnc5T2(別館ツインルーム)
https://goo.gl/maps/K7x4mmaycsL2(別館ツイン山小屋風デザイン)
https://goo.gl/maps/iu1UV8ygmqo(別館和室)
https://goo.gl/maps/ozXcEV5fDcT2(別館和洋室)
https://goo.gl/maps/tJKFoo5oTfE2(本館ツインルーム)
https://goo.gl/maps/xKRwoU8J5wF2(本館和室)
https://goo.gl/maps/C4LA1nuRyzm(本館和洋室)
https://goo.gl/maps/UtWKYLitW9P2(和洋折衷MAISONETTE)

・富山県美術館様(ロビーまで)
https://goo.gl/maps/HSF5Pqi9s7o
(2017年8月に新たにオープンした富山県美術館様。子供から大人までが楽しめる施設と
なっております。それを今回は、ロビーまでチラ見せ！！もっと中を見たい方は、実際に
行って見てね！！)

・8番らーめん小矢部店様
https://goo.gl/maps/kNCAufKTt5w(敷地内入り口～)
https://goo.gl/maps/NE49NEDCPdF2(ドライブスルー)
https://goo.gl/maps/c2UV6Ren6N32(外観)
https://goo.gl/maps/Pe6A5mEHnLM2(店員さん)
https://goo.gl/maps/9i649yjTydm(店員さん)
(ラーメン屋さんでドライブスルーがあるという珍しい店舗です。その珍しさをストリート
ビュー(屋内版)でどんどん発信しましょう！！)

・金沢カプセルホテル武蔵町様
https://goo.gl/maps/zqmr6bSNuV12(外観～ロビー)
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https://goo.gl/maps/97tr3dqkEFQ2(シャワールーム)
https://goo.gl/maps/zWtUqNkRvx92(宿泊ルーム)
https://goo.gl/maps/S6JTZecVFun(女性専用ルーム)
(金沢にオープンしたカプセルホテル。内部を見せることで、宿泊するお客様に安心を！！
女性専用ルームも魅力です。)

・オーパスフィットネスクラブ様
https://goo.gl/maps/6bR322sJmkB2(外観～プール・2階)
https://goo.gl/maps/wQ9JwFFQtQH2(男子ロッカールーム)
https://goo.gl/maps/sLoqiFPtvQz(女子ロッカールーム)
(改装したばかりのスポーツジムを撮影させていただきました！とても素晴らしい施設で
す！！Googleストリートビューを導入することで、新規のお客様を獲得しましょう！！)

・セプレいたの様
https://goo.gl/maps/zJNgzQFsoxn
(大切な人の最後を見送る場所だからこそ、事前に館内・施設内が見えることで、遺族は
安心できます。中を見せることにどのような効果が？とよくお問い合わせいただきますが
「安心」を与えることこそ、一番の効果です。)

・雷鳥荘(撮影代行事例)様
https://goo.gl/maps/vDyaxpYP6bF2
(立山の大自然がとてもパノラマ映えする案件です！山にある宿泊施設では、Googleスト
リートビューはものすごくマッチします！！撮影に実際に行きましたが、とても素敵なと
ころでした。)

・ホテルニューオータニ高岡様
https://goo.gl/maps/SEUvWowJpdv
(ホテルでのGoogleストリートビュー屋内版の導入事例です！！ホテルでは宿泊もさるこ
とながら、宴会等も行われます。事前に中を見れる事により、お客様にとってはかなり良
いですよね！)

・城端曳山会館様
https://goo.gl/maps/Qtt5BQHwN2A2
(ユネスコの無形文化遺産に登録されている城端曳山祭。その曳山が祭りの時以外でも見
れます。文化施設や観光施設はGoogleストリートビューを導入して、インバウンド対策を
しましょう！！)

・アルテふくの斎苑様
https://goo.gl/maps/YBsfgEUpn7u
(やはり、葬儀施設で360°で施設を見れることは重要！！導入事例も増えてきました！！)
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・高岡ガス株式会社 ガストピアたかおか様
https://goo.gl/maps/biaRDgB6N862
(受付の方に出演いただくなどの演出は、やはり華やかなイメージになります！！ショー
ルームもやはりGoogleストリートビューとのマッチング大！！)

・愛和こども園様
https://goo.gl/maps/RTogKKYZsnA2
(保育園や幼稚園での導入も効果絶大です。保護者の方に、安心安全を紹介できます！！)

・富山県水墨美術館様
https://goo.gl/maps/qqSeEqtPV952
(一旦、館内に入ると、すっと伸びた廊下がとても素敵です。館内をGoogleストリート
ビューでオープンにし、集客ツールとして使用しましょう。)

・となみ衛星通信テレビ株式会社様
https://goo.gl/maps/qzKwSefqGhQ2
(社内を見せる企業様も増えてきました。オフィスを見せることで、お客様への安心の可視
化、リクルートでの活用が可能です。)

・ハリーズ ザ コーヒーバル様
https://goo.gl/maps/TSpU8i1dkv12
(素敵な店内、お客様に知らせなけば、お客様は知ることはありません。Googleストリー
トビューで伝えましょう。高岡駅の地下にあります。)

・粋様
https://goo.gl/maps/NAUSYrVGzur
(スナック、ラウンジなどの飲み屋でもGoogleストリートビューは、大活躍です!!どんどん
お客様に店内を見せちゃいましょう!!)

・豪農の館内山邸様
https://goo.gl/maps/Y1QkhNYvy1z
(敷地が広く、庭が素敵な施設は、ぜひパノラマの導入をご検討ください!!)

・薬種商の館金岡邸様
https://goo.gl/maps/i8zQnJMFBFU2
(薬種商の館金岡邸、風情ある雰囲気もパノラマでしっかりと伝えましょう!!)

・高志の国文学館様
https://goo.gl/maps/H5T6EKfGoDk
(富山市内にある文学館。とても広い敷地を効果的に訴求。県外や世界的なファンを増や
すためには、Googleストリートビューはマスト!!)
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・グルメどころ・タベタリーテ様
https://goo.gl/maps/GMh2gYSi62R2
(店舗改装に伴い、再制作・再撮影させていただきました。「内装が変わった」などの理
由で新しいものに変えることも可能です。Googleストリートビューも、どんどん更新して
行きましょう！！)
https://goo.gl/maps/8Gji9RZRUzr
(砺波市のフレンチ・イタリアンのお店。店内を360度でお客様に見せることで、お店に足
を運びたくなるよう宣伝しましょう!)

・高岡ケーブルネットワーク(株)様
https://goo.gl/maps/ULE77YLDcwm
(地元のケーブル局。社内を見せることにより、お客様やリクルートでの信頼感を更に高め
ることに効果大!!)

・クリーン産業(株)マザーワークス様
https://goo.gl/maps/frbizKjwNRp
(企業の宣伝・広告として、業種を選ばず導入いただけます。意外な業種での導入も、面白
い効果を生み出すかも!?)

・ユサ ダイニングバー様
https://goo.gl/maps/Rw5cygWQjNq
(卓球やダーツができるダイニングバー、新人歓迎会などの幹事さんへのアピールにもって
こいです!!)

・重要文化財武田家住宅様
https://goo.gl/maps/Ww9mDfeAG5n
(歴史ある施設も、味のあるままパノラマで宣伝できます。情報量が多い分、訴求効果
大!!!)

・高岡市万葉歴史館様
https://goo.gl/maps/fTYJxcNDRMM2
(敷地内であれば、外も撮影可能です!歴史館などは、海外の方々に是非見ていただきたい
事例です!!)

・ショールームPrego(日本海ガス株式会社)様
https://goo.gl/maps/fZd6CHShFer
(広い施設は、特にパノラマがはえます。HPにリンクや、チラシにQRコードを埋めこんで
他の広告と相乗効果大!!!)

・三協アルミ首都圏ショウルーム様
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https://goo.gl/maps/5TZL56scg692(2017年7月まで掲載しておりました。現在は商品入れ
替えにつき、ストリートビューは削除しております)
(商品の紹介やショウルームの雰囲気を伝えることが可能です。現代の広告は、見せる・知
らせることが大切!!)

・ベースボールハウススタジアム様
https://goo.gl/maps/PeEh5WxfSvR2
(普段お客様が見ることができない位置からのパノラマ写真で広告としてのインパクト大!!)

・居酒屋一会様
https://goo.gl/maps/zdgCYRG5mK52
(夜の撮影もOKです!!居酒屋さんなどは、夜の方が雰囲気がしっかり伝わります!!!)

・麺家 やす様
https://goo.gl/maps/MA8BWEa1bE52
(肖像権に問題がなければ、人も写ることが可能です!!楽しい雰囲気を伝え、リクルートに
も!!)

・(有)美容室ながもり様
https://goo.gl/maps/i6TbuVQwFux
(美容室、ネイルサロンなど、安心安全を求める女性客への訴求効果は大!!)

・南砺市城端伝統芸能会館「じょうはな座」様
https://goo.gl/maps/E1QXJDwjPsE2
(実際に舞台に立っていただき、どのように施設が利用されているのかを伝えます!!)

・高岡御車山会館様
https://goo.gl/maps/ALJAooCASSn
(観光施設などは、導入必須!!!インバウンド対策にも◎)

・ケイル様
https://goo.gl/maps/qJiu2vCLG6E2
(飲食店は、広告としての効果絶大です!事前に広さや雰囲気がわかるとことろが◎)

【撮影パートナー・となみ衛星通信テレビ株式会社様との実績】
撮影：となみ衛星通信テレビ株式会社
編集、公開：株式会社メディアプロ
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・KETCHUP HEART ケチャップハート
https://goo.gl/maps/Pixy75LyxCt

・麺屋ひろまる
https://goo.gl/maps/qgvPxRu4dPL2

・JAとなみ野 農産物直売所となみ野の郷
https://goo.gl/maps/J3tcKujDgqJ2

・鮎の里
https://goo.gl/maps/Gbt6YAiptZR2

・life cafe Cattle
https://goo.gl/maps/epeVXG9WKKP2

・ichica kitchen(イチカキッチン)
https://goo.gl/maps/CtarGPcfxb82

・らぁめん椿家
https://goo.gl/maps/JHj52ySrvbp

・なごみ茶屋 かちかち山
https://goo.gl/maps/zhuVVPZoiXT2

・BAR JACKPOT
https://goo.gl/maps/vCJHiUugUCJ2

・Bistro T-spoon
https://goo.gl/maps/DVUETbnWjKu

・Kitchen”BB”
https://goo.gl/maps/FoZHYDUhWGp

・SUNTRICK
https://goo.gl/maps/3h3EwdRF1nt

・洋食cafe 梟
https://goo.gl/maps/g32c1aT8zKt

・菓匠 かじわ屋
https://goo.gl/maps/Tq7utPwYmiA2

・法林寺温泉
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https://goo.gl/maps/cL7JUtzzaeA2

・イタリア料理ラ・プリマベーラ
https://goo.gl/maps/Ea8oxHWCo9P2

・casual Bar katze(カッツェ)
https://goo.gl/maps/cifNnPMFfrr

・手羽先とり料理 とり新
https://goo.gl/maps/KMREimYQxuL2

・マンデリン
https://goo.gl/maps/8t4P1oxUg7s

・麹ＡSＯＢＩ
https://goo.gl/maps/maE88g4GF7S2

・元祖海鮮丼 砺波食堂友希
https://goo.gl/maps/3bDAmBHYQHR2

・(株)畑製菓
https://goo.gl/maps/nZeGmZBfUAN2

・ＭＥＲＲＩＹ’Ｓ・ＣＬＵＢ
https://goo.gl/maps/5GUivbNchHu

・ミッシュローゼ 砺波店
https://goo.gl/maps/ygw7ztj3Zm52

・和伊之助
https://goo.gl/maps/91Geoz1dTU52

・農園カフェ農工房 長者
https://goo.gl/maps/PJ41mqLQi9w

お見積もり・ご相談無料!!
まずはお気軽にお問い合わせください。

※参考チラシ
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োમস٧
ీ৺મق੦মમসك �������قઘશك
੶੦মમসद��এॖথॺऽद
؛୶এॖথॺऋ��এॖথॺ॑தइॊৃ়मؚશಥમসऋেःञखऽघپ

୯ਸમসق�এॖথॺभ୯ਸपणऌك ������قઘશك

؛ಌৗા৷ऩनभছথॽথॢ॥५ॺमજেःञखऽच॒؞ফ؞াપپ

5ポイント撮影(入り口から順に導線をとって撮影していきます)

70 ,000円(税抜き)~



撮影 公開制作
確認

にんんるlら検索

933-ご9ご6 富山県高岡市五福町、-ささ
TどL：ご、66-26-3さ2ご
なAX：ご、66-2、-3さ55

ど-mail   浅川 aイakawaつmらよia-ァィん.cん.jァ
大橋 んれaイれiつmらよia-ァィん.cん.jァ

KHEIR 麺家やす 居酒屋一会

ユサ ダイニングバー粋じょうはな座


