
© LUCK’A Inc. 2015 All Right Reserved

概要・ご提案書

実用新案申請中
ビジネスモデル特許申請中
特願 2015-1666

次世代カルチャーを楽しむ為のニュースタンダード!!

【企画/制作/運営】

LUCK’A Inc.
151-0051
渋谷区千駄ヶ谷2-10-5-201
連絡先 ： info@luckast.com
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1990年代 各種プレーヤー等で楽しむ

2000年代 PCに取り込んでiPodやi Pad等で楽しむ

2014年以降 音源ダウンロードからストリーミングへの移行

時代と共に作品の楽しみ方も変わってきました

次世代の音楽を楽しむ為のツール

組み合わせは自由自在 そのパターンは無限大
独自のコンテンツページの作成が可能

コンテンツをプラスしたり、入れ替えられるので、いつでも最新情報の提供が出来ます

デバイス

スマートフォン タブレット PC

＊フィーチャー・フォン以外の全てのデバイスに対応
デバイスは端末限定でもマルチでも対応可能

実用新案申請中
ビジネスモデル特許申請中
特願 2015-1666

好きな時に、好きな場所で

動画等を観る、聴く/聞く、読む、写真等を見るを全て網羅

映像、スライド写真、電子書籍、PDF、音声、音源、ライヴ中継 etc

ストリーミングはもちろん、ダウンロード機能も装備.

エンタメツールを一通り網羅

リーディング

音声/オーディオ

ピクチャー ムービー
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実用新案申請中
ビジネスモデル特許申請中
特願 2015-1666

視聴覚でファンを囲う

付加価値寄与ツール

これらが安価で可能に!!

ライヴに フェスに イベントに

アーティストに、より興味を持ってもらうための
デジタルコンテンツを用意
→更に惹き込み、次へとつなげます

グッズ ライヴ

作品購入

購入やライヴへの結びつけ

出会い→リピーター

・CD＋DVDの代役として

・プロモーションツールとして

・特別限定アイテムとして

・物販グッズとして

マネジメント

全てが喜ぶ図式が実現

喜び
販売利益

ファン

アーティスト

コンテンツ

・ミニファンクラブとして

・販促ツールとして

無限の付加価値の実現

高利益

ラカストの仕組みを通し、作品からライヴへ、
ライヴから作品へ等、紐付けが可能に

例えば…
パスコード 1000個発行
50M 1カ月ストリーミング(or DL)
1ユーザー当たりの利用料￥90
を実現!!

例えば、今作っているグッズに90円プラスで、

グッズに無限大の付加価値をつけることが可
能です。

観る 聴く
読む 眺める

より知ってもらう=ファンづくり

その他、活用は無限

コンテンツ流出の保護
セキュリティも万全。

ストリーミングにすれば、大切な楽曲や映像の
流出や流布を防ぎ、価値や権利を守れます。



© LUCK’A Inc. 2015 All Right Reserved

トップページ(プラットホーム) パスコードを入力

各コンテンツを楽しむ

コンテンツ入り口

個別に発行する専用パスコードを使い、「ラカスト」(www.luckast.com)にアクセス。

実用新案申請中
ビジネスモデル特許申請中
特願 2015-1666

①

②
③

ユニークパスコード制

各アーティストの専用ページをクリック

パスコード印刷ラカスト特製カード
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サービス

再生画面
・動画/映像
・LIVE=生配信
（U-STREAM的なもの）
・メッセージ
・歌詞/ブックレット
・アーティスト情報
・電子書籍
・PDFページ等

視聴面

再生ボタン
・音源
・音声
・ボリューム

聴覚面

ホームページ、
SNS
各種購入先へ

リンク

実用新案申請中
ビジネスモデル特許申請中
特願 2015-1666

ダウンロードボタン
・音源 ・映像
・写真
・歌詞/ブックレット
・電子書籍
・PDF 等々

再生画面
・写真（スライド/静止画）

・歌詞/ブックレット
・アーティスト情報/商品情報
・電子書籍 ・PDFページ 等

DL面

お好きな専用プレーヤーをお好きな位置に。 アーティスト毎にオリジナルのページ作り

＊利用料金(最終ページ参照)は使用容量で管理。
＊各種プレーヤー、リンクボタン等の配置も自由に設定可能
＊当社からはシステムの提供（運営・更新）のみとなります。
＊各コンテンツは御社にてご用意ください
＊専用ドメインの取得やオリジナルページの製作も可能 （価格別途応相談）
＊ストリーミングの著作権使用料は当社にて納付いたします。
＊ダウンロード形式にした際は、別途パスコード発行分の
著作権使用料が必要となります。
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アクセス数 (2015年5月現在)
・1日平均1,000人のユーザーがログイン
・トップ画面 1日平均5,000訪問
・全コンテンツ総クリック数 1日平均30,000件
・パスコード無しで愉しめるコンテンツもあり、
プロモーションの一環としても広く活用可

ユニークパスコードで、次のフェイズにつなぐ
・コードによる一元管理
・5桁～13桁まで自由に設定可能
・カードを作れば、いつでもどこでも手軽に携帯
・コードは、その他の目的でも流用が可能
(例)
作品からライヴへの紐づけ
CD購入やライヴチケット販売との連動
抽選会
スペシャルコンテンツ参加 等

実用新案申請中
ビジネスモデル特許申請中
特願 2015-1666

アーティスト毎のオリジナルページ

・専用ページはオリジナルで作れ、運営終了後、1年間は継続して存続いたします。
・存続内であれば、同ページを使用したプロモーションの継続や、期間を空けてのご利用も可能

従来の動画アップロードサービスでのストレスを極限まで解消
・立ち上がりが良い
・つながりのやすい
・高音質、高画質

・音源のストリーミングに関してはバックグラウンドも装備。別の作業をしな
がらでも、音楽や音声を楽しめます

SPEED 
・リアル配信にも対応
・ライヴ終演後、即、音源や映像、写真類のアップが可能
他多数

ページ面
全てが１ページ内で完結。シンプルにして多機能!!
・ダウンロードやストリーミング配信など設定は自由
・コンテンツの更新やカスタマイズ、差し替えも可能なので、永年飽きずご利用可能
・視聴、ダウンロードは、期間、回数、端末等々、様々なアクセス制限が可能
他多数
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実用新案申請中
ビジネスモデル特許申請中
特願 2015-1666

アーティストA　　ラカスト　アクセス数　　500枚販売　　計500枚販売
ログイン数 総コンテンツクリック 動画再生

●月１２日 419 1880 579 300枚販売
●月１３日 741 3716 934
●月１４日 477 2294 793
●月１５日 116 841 302
●月１６日 58 520 222
●月１７日 107 574 151
●月１８日 188 662 177
●月１９日 90 429 187
●月２０日 125 1004 264
●月２１日 433 2010 623 200枚販売
●月２２日 503 2717 944
●月２３日 507 2514 861
●月２４日 346 1555 733

合計 4110 20716 6770
ひとりあたり 8.22 41.432 13.54

ログイン数 総コンテンツクリック 動画再生 内訳
●月20日 698 4297 722 300枚発売
●月21日 1154 6879 1279
●月22日 757 2435 579
●月23日 834 1822 560
●月24日 1009 6712 1054 150枚発売
●月25日 621 2454 638
●月26日 233 741 201
●月27日 204 860 191
●月28日 301 1290 162 50枚発売

計 5810 27490 5386
ひとりあたり 11.6206 54.98 10.772

アーティストB　　ラカスト　　アクセス数　　500枚販売

ユーザーアクセス比率 : 携帯/タブレット7.2割、PC2.8割

ひとりあたり平均
ログイン数 8.2回
コンテンツクリック総数 41回 コンテンツ数6
動画再生回数 13.5回 未発表ライヴ映像

発売より10日間実績

Case1
ロックバンド
コアユーザー 10代後半～20代中盤
男女比 男性3 :女性7

ユーザーアクセス比率 : 携帯/タブレット5.8割、PC4.2割

ひとりあたり平均
ログイン数 11.6回
コンテンツクリック総数 54回 コンテンツ数5
動画再生回数 10.7回 コメント付きニューMV

発売より9日間実績

Case2
ロック/ポップスバンド
コアユーザー 20代後半～30代全般
男女比 男性5 :女性5

再生回数的にはDVDよりも圧倒的に楽しまれています。

携帯等で、気軽に何度でも再生できるのが魅力のようです。
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ITのノウハウを持ち、グッズ制作に長けている弊社だからこそ実現したグッズ+デジタルコンテンツ!!

パスコード付きグッズ

実用新案申請中
ビジネスモデル特許申請中
特願 2015-1666

しかも、様々なグッズに対応が可能

ラカストを使えば、まだまだ作品をキチンとお金に変えることが出来ます!!

これまでのグッズ制作費＋安価な使用料＝更なるプロモーションツールや利益へ

コンテンツページ制作

グッズ制作

ページ制作コンサルティング

パスコードの発行/印刷

各種デジタルプレーヤーの管理

アッセンブリ―

コンテンツ内容のコンサルティング

オールインワンが実現

以後の運営/更新
等々

しかも安価

本来はこれらを個別に運営/管理、

かなりの労力や人件がかかりますが、
弊社はそれを一括管理。
オールインワンでの対応が可能です。

いつも作っているグッズや作り物
+αの金額で、ラカスト使い放題。

これまで比較的難しいと思われてい
たグッズに、デジタルなものを付加価
値で付ける。それが可能になりました。

例えば
パスコード 500個発行
50M 1カ月ストリーミング(or DL)
54mm缶バッヂと台紙のセット 500で
1個当たりの下代 ￥300

パスコード 1000個発行
50M 1カ月ストリーミング(or DL)
54mm缶バッヂと台紙のセット
1個当たりの下代 ￥210
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同じコンテンツでパスコードのみ追加発行の場
合は、追加分以降、累計発行と換算します。

ダウンロードの場合は別途、パスコード発行分の
著作権使用料の支払いが必要となります。

追加 / オプション

基本料金

上記は標準的な目安です。
映像に関しては携帯で観る場合を想定し、
算出しております。

当社はあくまでもシステムや器の提供のみで、
コンテンツの中身は御社からの支給になります。

システム利用料金一覧

発行数 ～199個 200個～ 300個～ 500個～ 1000個～ 5000個～

1つ辺りの単価 80 70 60 50 40 30 

容量での料金管理の為、コンテンツ(各種プ
レーヤーやリンク等)は、何を、どのように、幾
つ使っても、値段は変わりません。

実用新案申請中
ビジネスモデル特許申請中
特願 2015-1666

容量/使用期間容量の目安 ～1ヶ月 ～3ヶ月 ～6ヶ月 ～12ヶ月

～10M シングル１枚分(2曲収録、約10分前後)、写真1Mが10枚 5,000 10,000 15,000 22,500 

～50M
音源 アルバム１枚分(約60分前後)、映像 MV1～2曲分
(5～10分)

8,000 16,000 24,000 36,000 

～100M アルバム2枚分(約120分) 、動画20分 12,000 24,000 36,000 54,000 

～300M 動画1時間 25,000 50,000 80,000 120,000 

～500M 動画2時間 40,000 80,000 120,000 180,000 

・各種エンコード作業費 10,000 

・専用ページ制作費 *1 20,000 

・システム使用料 *2 下記参照

・制作進行費 15%

単位 : 円 税別

パスコード

ラカスト費用

システム使用料

別コンテンツ用ページ制作費(1P当たり) 15,000 

コード発行料(1件当たり。但し、トータル枚数で計算) 同上

以前のパスワードにコンテンツを増やしたり、入れ替える場合 10,000 

デバイスを限定する場合 30,000 

当たり付き等、番号管理による追加コンテンツへの組み込み 30,000 

番号管理/リンク（後日ライヴ会場等で入力したその場で特典等） 30,000 

共通パスワード発行の場合(パスコード1種類のみ) 30,000 

パスコード 1000個 @￥40  ￥40,000

オプション無し

各種エンコード作業費 ￥10,000

専用ページ制作費 ￥20,000

50M 1カ月ストリーミング(or DL) ￥8,000

制作進行費 ￥11,700

1ユーザー当たりの利用料 ￥89.7

パスコード 500個 @￥50              ￥25,000

オプション無し

各種エンコード作業費 ￥10,000

専用ページ制作費 ￥20,000

50M 1カ月ストリーミング(or DL) ￥8,000

制作進行費 ￥9450

1ユーザー当たりの利用料 ￥145

利用料例

*2  サーバー費/各種プレーヤー利用料/
ストリーミングの際の著作権使用料込み)

*1 規定のフォーマット使用時。オリジナルやカ
スタマイズを施す場合は別途料金が発生します。


