
( エムカード )



What is ?
専用サイトにアクセスし、カード記載の PIN コードを入力することで、

デジタルコンテンツがダウンロード / ストリーミングで楽しめる、
ブラウザ完結型のダウンロードカードです︕︕

※「エムカード」「M-CARD」「M∞CARD」はダイキサウンド株式会社の商標登録です。

こんな方にオススメです︕︕

コンテンツを楽しむには
カードに記載された

QR コード／ URL からアクセスし、 
PIN コードを入力するだけ︕

カードは自由にデザインできます。
バリエーションを増やせば
コレクションカードとして
配布／販売にも最適です︕

エムカードならではの
オプション機能を用いることで

販売方法を拡張し、
様々な可能性を広げられます︕

・新しい販促のカタチをお探しの方
・コンテンツの販売方法にお悩みの方
・既存商品に付加価値を与えたい方



エムカードの大きな特徴
１．画像・電子書籍（ePub 形式）のダウンロード

２．音源や音声のストリーミング　もしくは　ダウンロード

３．映像 のストリーミング　もしくは　ダウンロード

アーティスト写真やジャケット写真などの JPG や PDF 等の画像データや、CD のブックレット代わり、
写真集、パンフレット、書籍などのコンテンツが搭載されている電子書籍カードとして提供可能です。

wav または mp3 での音源の提供が可能です。

mp4 での映像の提供が可能です。また「VR GATEWAY」アプリを使用した VR 映像の提供も可能です。
VR は撮影から承ることが可能ですので、ご興味のある方はお問い合わせください。

エムカードオリジナル機能 !! ( オプションとなります )

①アタリ機能　

②ランダム表示機能　

③追加コンテンツ機能　

④コンテンツ複数種機能

\5,000

\5,000

総枚数の何 % の確率で当たりを設定することが可能。
当たり限定のコンテンツを付与できます。

複数の画像や音源、映像などのデジタルコンテンツを
ランダム抽選させ、指定数を表示させることが可能。
くじ引きの様な感覚でデジタルコンテンツを楽しめます。

\5,000
1 種追加ごとに

それぞれ絵柄毎に異なったコンテンツを提供できます。
15 種までの対応が可能です。

既に手元にあるエムカードをお持ちのお客様に対して
新しいコンテンツを提供する事が可能です。

１回無料 それ以降
1 回 ¥5,000



カードサイズ
86mm×54mm( 一般的なクレジットカードサイズです )

主なカード材質
１．紙（0.2mm 厚）
２．PET 素材（0.25mm 厚）
３．PVC 素材（0.48mm 厚）
４．PVC 素材（0.76mm 厚）
５．チケットサイズ　54mm×116mm（紙 0.2mm 厚）

著作権処理法 (JASRAC の場合 )
弊社が音源の使用者として JASRAC、NexTone へ報告を致します。
報告した著作権使用料は立替で支払を行い、発売元様にご請求をさせて頂きます。
報告はインタラクティブ配信のみなしとして著作権処理を行います。
著作権使用料のご請求は、2 月、5 月、8 月、11 月の四半期に一度、発売元にご請求をさせて頂きます。

■商品として販売（ダウンロード）
計算方法︓みなし価格 ( 税抜 )×『7.7％若しくは 7.7 円のいずれか高い方』× ダウンロード数

エムカードの基本

コンテンツ基本容量
1GB 未満 映像のみなら、HD サイズで約 30～40 分程度収録可能。

※コンテンツの容量を追加する場合は別途費用が発生致します
1~3GB まで、1 枚あたり ¥30、3~5GB まで、1 枚あたり ¥50

その他にも、
様々なサイズでの製造が可能です︕
次のページをご覧ください !!



エムカード実用例
通常のエムカード以外にも ...

ポストカード チケットタイプ メダルタイプ

デザインを大きく見せられるので、
モノとしての価値を大きく上げれます !!

右側がもぎれるようになっており、
特典券や引換券としても利用可能 !!

メダル型はカプセルに入れて、
ガチャガチャで販売可能︕︕

キラカード

通常エムカードに混ぜ込んで、
レアリティを演出 !!

(L 判サイズも可能です !!)

CD ジャケットタイプ
アナザージャケット

としての特典利用も可能 !!
プラケースに入れれば、

疑似 CD としても…

も製造できます︕



システムについて

ダウンロード期間設定は 2 種類ございます。使用用途によって選択する事が可能です。

１ エムカードを入手

２ エムカードサイトへアクセス

３ Twitter/Facebook/メールなどで
個人認証

４ PINコードを入力

5 ダウンロード／ストリーミング

※簡易的な個人認証をかけずにダウンロード出来る接続方法もございます。

エムカードの接続方法

①配信開始・発売日から最長 180 日まで利用可能。
コンテンツの配信開始から最長 180 日まで使用可能です。(180 日以下でも設定可能。90 日、30 日、7 日 etc…)

②PIN コードで接続から 180 日以下
利用期限を最大 2 年間で設定し、お客様が PIN コードを入力してから最長 180 日以内であれば、
何度でもダウンロード可能。(180 日以下でも設定可能。90 日、30 日、7 日 etc…)

PC をお持ちでなくても、
iPhone(safari のみ）や android 端末から、
直接コンテンツをダウンロードすることが可能です︕



電子フォトブック（ePub 形式）の提供

エムカードでは、電子フォトブックの提供が可能になりました。
余っている画像素材を電子フォトブックで特典やグッズとして活用しませんか︖

※ページ数によって費用が変わります。上記金額は、エムカードの製造費とは別途となります。

■金額
基本料金︓1 冊 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ¥15,000
電子フォトブック化（画像素材は 1 ページ 10 点まで）︓1 ページ　　  　　　 ¥150
表紙デザイン料︓※データ支給の場合　  　　　　　　　　　　　　　　　 ¥10,000
本文レイアウト料︓1 ページ　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  ¥500

■ご準備いただくもの
・画像素材 (jpg)
・表紙デザイン素材（ロゴ・写真素材など）

■制作期間
・7 営業日（72 ページ 程度）
※ページ数によって制作期間が変わりますので
事前にお問い合わせください。

ライブやロケ地などでの
スチール写真を jpg のまま
ご納品いただくことで…

タブレットやスマートフォンで
いつでもどこでも見ることが可能に︕︕



エムカード納品の手順に関して

（１）表面は Illustrator CC2021 までの完全データ入稿となります。
        デザインフォーマットは弊社でご用意しております。

（２）PDF にてレイアウト確認を行って頂きまして、問題なければ印刷に移ります。
       ※本紙校正は別途費用が発生します。

（３）完全データ入稿後、約 11 営業日で納品致します。
       ※本紙校正、アッセンブリがない場合。

（１）音源は wav または mp3、映像は mp4、画像は JPG または PDF での納品となります。
（２）コンテンツをまとめて頂き、shinki@daiki-sound.jp までメール納品となります。
　　※配信開始日より、約 8 営業日前までにご納品お願いします。
(３) 配信開始日より、約４営業日前までにテスト環境のご確認依頼をしております。

（４）テスト環境の確認完了のご返答後、即日本番環境アップが可能です。

①カードのデータ入稿

②デジタルコンテンツの納品

１．発売及び配布が土日祝祭日の場合、発売及び配布日の直前の平日でのシステム本番反映をさせて頂きます。
　　土日祝祭日が急遽のシステム対応が出来ないことを予めご了承ください。
２．本機校正やアッセンブリなどがある場合は、別途納品スケジュールをお出ししています。
３．特殊な印刷方法やデジタルコンテンツ形式の場合は予め営業担当にご相談ください。

■注意事項



販売事例

2020 年 6 月 10 日 ( 水 ) に新しい作品として、4 曲入りのエムカードをリリースしました。
専用の 2 つ折り台紙を使用し、タワーレコードや HMV などの店舗展開しています。

■バンドじゃないもん︕ MAXX NAKAYOSHI 様【店舗展開商品】

カードデザインは
　　　　　　全 36 種︕︕

ランダム封入する事で
購入意欲を高めます︕︕

【詳細】
素材︓PVC0.48mm
絵柄︓36 種
印刷︓オフセット

【コンテンツ】楽曲
・ゴッドソング 
・時刻は真夜中、踊れ少年︕ 
・この世に君が生きてる限り 
・6 RESPECT 

2 つ折り台紙に関しては、
別途資料ご用意しております。

2019 年 11 月 22 日 ( 金 )～12 月 31 日 ( 火 ) に渋谷 PARCO GALLERY X 跡地にて
「花譜展」を開催。その際のグッズ付エムカードが使用されました︕

■花譜 様 【物販商品（公演映像ほか）】

①T シャツのタグ
花譜展開催を記念して花譜ファッションブランド

「TPNN by KAF」に新グッズが登場︕
丸い形でエムカードを作成しました︕

【詳細】
素材︓紙 0.2mm
絵柄︓1 種
印刷︓オンデマンド

【コンテンツ】
　楽曲︓私論理



主な実施アーティスト一覧 (2021 年 4 月 現在 )

【女性アイドル】
・神宿
・バンドじゃないもん
　　　MAXXNAKAYOSHI
・神使轟く、激情が如く。
・放課後プリンセス
・ばってん少女隊
・BiS
・LinQ
・後藤真希
・転校少女 *
・わーすた
・えのぐ
・ひらがなかみやど

【メンズグループ】
・SEVENTEEN
・超特急
・甘党男子
・ハニカム . トーキョー
・ADDICTION
・micc.
・PRIZE-OUT
・ØARCH
・WIN=W1N

【ヴィジュアル】
・cali≠gari
・PENICILLIN
・RAZOR
・the Raid.
・石月 努
・首振り Dolls

【ポップス / ロック】
・WEAVER
・SEAMO
・PEDRO
・SAKANAMON
・Czecho No Republic
・馬場俊英
・平沢進＋会人 (EJIN)
・BARBEEBOYS
・怒髪天

【ヒップホップ / レゲエ】
・愛韻家協会
・WILYWNKA
・SUSHIBOYS
・SHO
・BANTYFOOT
・YARDBEAT　

【声優 / 俳優】
・福田愛依
・長 久玲奈
・優木かな
・工藤晴香
・Kleissis
・K4 カンパニー
・HANDEAD ANTHEM
・GOALOUS5

【映画 / 舞台】
・刀剣男士
・仮面病棟
・スマホを落としだだけなのに 2
・映画「楽園」
・映画「四月は君の嘘」
・舞台劇「からくりサーカス」
・「DIVE!!」The STAGE!!

【その他】
・水溜まりボンド
・ラトゥラトゥ
・白猫プロジェクト
・プロジェクト東京ドールズ
・オジンオズボーン
・ジャルジャル and more...

※順不同



shinki@daiki-sound.jp
050-5305-9193

詳しくは、
ダイキサウンド株式会社

TCS 営業 2 部にお問い合わせください。


