Log Vision

サービス利用ガイド
お店のPCで稼動しているコンテンツを稼動ログで分析可能！
新作タイトルの稼動は？全国で人気のタイトルは？イベントの効果は？
お店のPCにインストールされたコンテンツの稼動を集計し
イベント情報と合わせて一覧表示！見やすくグラフ化することも可能です。
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利用方法
事前準備
プロビジョン導入店舗様は

プロビジョン導入店舗様は基本機能が

FREE
フリー

INSTALL

基本費用はかかりません！

インストール なし

余計な作業が発生しません！

■ ログを集計するPCに対しては、ログビジョンのクライアントを導入します。
＜プロビジョン導入店舗様＞
ログビジョン機能追加モジュールを配布しますので、インストール不要です。
・故障等で、PC追加時には、店内コンソールにて設置願います。
・店舗間のPC移動時には、一度削除していただき、CafeVisionの店内コンソール
にて正しい店舗グループに移動されていることを確認後、ログビジョンのインスト
ールモジュールを配布してください。
＜その他店舗様＞
ログ集計サービスサイトより、「ダウンロード」>「PCインストーラー」からクライアント
インストーラーをダウンロードしてお客様用のブースPCに導入してください。
(インストールマニュアル参照）
ログ集計サービス閲覧方法
■ ログ集計サービスサイトへのアクセス方法
店内コンソールや、本部コンソールの下記バナーをクリック

http://service.logvision.jp

■ ログイン方法
プロビジョンご利用店舗様は、店内コンソールのログインIDとパスワードにて
ログインできます。未導入店舗様は、ご連絡したアカウントをご利用ください。
株式会社テクノブラッド

TEL:03-5835-5867
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主な機能一覧

イベントと連動した稼動グラフとランキングでチャンスを逃しません！

新作やテスト導入した
タイトルの稼動は？
詳細な一覧表と、見やすい
グラフで全タイトルの稼動を
表示します。
全国の稼動状況を把握する
ことで、今人気のタイトルが
一目瞭然！

お手本となる稼働上位店は
どこ？
気になる上位店舗の稼動状
況を全国店舗、FCグループ内、
地域別などで徹底比較！

キャンペーンはどんな効果が
あったの？
このキャンペーンは力を入れ
るべき？
キャンペーンのスケジュールと
連動したグラフ、期間指定で
イベント毎の効果測定が可能！

自店の情報をすばやく分析することで、対策がより明確になります！

自店で人気のタイトルは？
タイトルの稼動を比較してみた
い！
店舗の稼動を時間別、曜日別、
月別等任意の期間で集計す
ることができます！

オープン席では何が動いてい
るの？
ハイスペックPCとロースペック
PCの稼動差は？
座席別の稼動を分析すること
で、普段見えない座席毎の
ニーズを発掘することができ
ます。

全国的な人気と比較して、自
店ではどのようなジャンルが
稼動しているの？
RPG vs FPS vs アクション
というような気になるタイトル
の比較グラフをわかりやすい
グラフで表示させることも可
能です。

※上記機能は、LogVisionの主な機能で、活用方法により、さらに色々な分析ができます。
※有料と無料により、ご利用できる機能が変わってきます。巻末の有料・無料機能比較を参照下さい。

株式会社テクノブラッド
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活用事例一覧
メニュー／マニュアル

オンラインゲーム動向をいち早く把握！！
1

全国で人気のゲームタイトルは？稼働時間、稼動回数は？

コンテンツ別稼動

①

2

人気急上昇のゲームタイトルは？前期間と比べての順位変動は？

コンテンツ別稼動

①

3

東京都や自地域で人気のゲームタイトルは？稼働時間、稼動回数は？

コンテンツ別稼動

①

4

現在実施中のイベントの効果は？稼動推移は？

コンテンツ別稼動

③

5

販促に力をいれるべきイベントを全国稼動時間からしりたい！

コンテンツ別稼動

③

6

全国でゲーム稼動の高いお店はどこ？全国店舗ランキングは？

店舗別稼動

②

7

全国で、FPS、RPGの強い店舗はどこ？

店舗別稼動

②

8

注目タイトルの稼動が高いお店はどこ？

店舗別稼動

②

自分の店舗分析！！
１

自店舗で人気のゲームタイトルランキング？

コンテンツ別稼動

④

2

自店舗のオンラインゲーム稼動ランキング表作成

コンテンツ別稼動

④

3

オンラインゲームの稼働は、全国で何位？都道府県で何位？

店舗稼動分析

④

4

曜日別のオンラインゲーム稼動時間は？

店舗稼動分析

④

5

時間帯別のオンラインゲーム稼働時間は？

店舗稼動分析

④

６

自店舗の人気ジャンルと利用比率は？RPG?アクション？

店舗稼動分析

⑥

７

利用されているゲームから、公認店舗となるゲーム検討したい！

コンテンツ別稼動

④

8

ゲームの稼動PC数や、稼動回数から、インストール数を検討したい！

コンテンツ別稼動

④

9

カップル席や禁煙席に設置するPCのスペックを検討したい！

PC別稼動

⑤

10

ビジネスツール（Office等）利用時間は？

店舗稼動分析

④

11

ネットワーク負荷となるファイル共有ツール（P2P）利用時間は？

コンテンツ別稼動

④

FC稼動分析！！
１

FC内で人気のゲームタイトルランキング？

コンテンツ別稼動

④

2

FC内店舗ランキングをエクセル出力したい！

店舗別稼動

②

3

FC内店舗の稼動比較

店舗稼動分析

⑥

※有料と無料により、ご利用できる機能が変わってきます。巻末の有料・無料機能比較を
ご参照ください。
株式会社テクノブラッド
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①全国稼動ランキング
新作やテスト導入タイトルの動向や総合・平均稼動ランキ
ングで今取り組むべきタイトルが一目でわかります！
全国稼動ランキングイメージ

機能
基本分析
基本分析
①今人気ゲームタイトルのランキング
⇒ 『統計』のコンテンツ順位にて確認

応用編
応用編
①上位稼動タイトルの利用状況
⇒ 『 稼動店舗数』にてグラフで推移確認
⇒ 『 統計』の起動回数

②人気急上昇中のタイトル
②稼動変動要因

⇒ 『 統計』の順位変動で確認

⇒ 『 占有率』と『 イベント情報』で推移確認

③他店舗との稼動比較
⇒ 『 統計』の1日当りの平均稼働時間で確認

③ランキング表作成
⇒ 『 統計』のexcelボタンよりランキング表出力

基本操作
基本操作
①ホーム画面の左メニューから、「コンテンツ別稼動」を選択します。

②抽出条件で、「店舗」を全国に設定し、「検索」をクリックしてください。地域別に絞り込むことで、特定地域のランキングが表示されます。
※期間指定をして、カテゴリー、ジャンル、タイトル別に絞り込むこともできます。

③コンテンツ別の検索結果が表示されます。
・イベントスケジュールと連動した占有率のグラフ
・TOP5の稼動タイトルの実稼動店舗数
・実稼動店舗の1日あたりの平均稼動時間
・全体タイトルの全国稼動ランキング一覧

株式会社テクノブラッド
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②店舗ランキング(全国/FC/地域）
全国、FCグループ、地域別の自店状況をランキングで抽
出！注目ゲームの他店舗稼働状況も検索！
全国店舗ランキングイメージ

機能
基本分析
基本分析

応用編
応用編

①全国、FC、地域別の店舗稼動ランキング
⇒ 全国、FC、地域に絞って、 『統計』の店舗順位確認

②注目ゲームの店舗ランキング
⇒ ゲームで絞込、 『 統計』で稼働時間や1日当り
平均稼働時間、起動回数で確認

①注目ゲームの上位店舗稼働状況
⇒ 『稼動店舗1日当り平均稼動時間』で稼動予測

②占有率の推移確認
⇒ 『 占有率』で店舗の稼動占有率と推移を確認

③上位店舗や稼動上昇店舗の状況把握
⇒ 『 統計』で順位変動稼働時間や1日当り平均稼働
時間、店舗導入ソリューションにて確認

基本操作
基本操作
①ホーム画面の左メニューから、「店舗別稼動」を選択します。

②抽出条件で、「店舗」を全国に設定し、「検索」をクリックしてください。
※「期間指定」、「対象店舗」を全国、FC、グループ、「地域別」、「対象コンテンツ」をカテゴリ、グループ、コンテンツで絞り込む事ができます。

③店舗毎の検索結果が表示されます。
・上位７店舗稼動占有率
・上位７店舗の稼動店舗の1日あたりの平均稼動時間
・上位１００位の稼動稼動ランキング

株式会社テクノブラッド
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③イベント連携グラフ
キャンペーンスケジュールと連動した、稼動グラフで
イベントの分析も可能です！
イベント連携イメージ

機能
基本分析
基本分析

応用編
応用編

①今稼動上昇タイトル確認

①注目ゲームの他店舗稼働状況

⇒ 『 占有率』の折れ線グラフで、稼動推移を確認

②注目イベント効果と情報確認
⇒ 『 占有率』の記号と対応する『 イベント情報』での
稼動推移確認

⇒ 『稼動店舗数』でゲームの稼動回数確認
⇒ 『稼動店舗1日当り平均稼動時間』で稼動確認

②全国、FC別、店舗別、県別で絞込
⇒ 検索条件で、FC別、店舗別、地域別に絞込、
『 占有率』の稼動推移を分析

基本操作
基本操作
①ホーム画面の左メニューから、「コンテンツ別稼動」を選択します。

②抽出条件で、「店舗」を全国に設定し、「検索」をクリックしてください。
※「期間指定」、「対象店舗」を全国、FC、グループ、「地域別」、「対象コンテンツ」をカテゴリ、グループ、コンテンツで絞り込む事ができます。

③コンテンツ毎の検索結果が表示されます。
・上位７店舗のイベント情報と連動した稼動占有率推移
・上位７店舗の稼動店舗の1日あたりの平均稼動時間
・上位１００位の稼動稼動ランキング

株式会社テクノブラッド
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④自店舗の稼動分析
自店の人気タイトルは？人気ジャンルは？時間別
日別、月別自由に分析！タイトル稼動の比較
全国店舗ランキングイメージ

機能
基本分析
基本分析

応用編
応用編

①自店舗の人気タイトル確認
⇒ 「コンテンツ別稼動」にて、『 統計』を確認
（抽出条件：店舗を自店舗、対象ランキング：コンテ
ンツー[ゲームー全体］）
⇒ Excelボタンで、エクセルデータ出力し、店内掲示用
オンラインゲームランキング表作成

②自店舗の人気ジャンル確認

①上位店舗との稼動比較
⇒ 「店舗稼動分析」比較店舗を追加して確認

②自店舗の稼動が高い時間帯、曜日確認
⇒ 「店舗稼動分析」で、時間帯別 を指定し店舗稼動
高い時間帯把握
⇒ 「店舗稼動分析」で、曜日別 を指定し店舗稼動
高い曜日把握

⇒ 「コンテンツ別稼動」にて、『 占有率』を確認
（抽出条件：店舗を自店舗、対象ランキング：ジャンル）

基本操作
基本操作
①ホーム画面の左メニューから、「コンテンツ別稼動」、 「店舗稼動分析」を選択します。

②抽出条件で、「店舗」で自店舗を設定し、「検索」をクリックしてください。
※「期間指定」、「対象店舗」を全国、FC、グループ、「地域別」、「対象コンテンツ」をカテゴリ、グループ、コンテンツで絞り込む事ができます。

③コンテンツ毎の検索結果が表示されます。
・タイトルやジャンル、カテゴリごとの比較
・各タイトルの実稼動、等

株式会社テクノブラッド
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⑤座席別稼動分析
スペックもタイプも様々な座席毎の稼動を抽出し、席別
に稼動しているコンテンツが分析できます！
自店舗稼動分析イメージ

機能
基本分析
基本分析

応用編
応用編

①座席別のコンテンツ稼動確認
⇒ 「PC別稼動」の『 統計』を確認

①座席別に稼動ログ確認
⇒ 「PC別詳細稼動」にて、PCで稼動してるコンテンツの
ログを確認

②コンテンツ毎に座席別稼動状況確認
⇒ 「PC別稼動」にて、コンテンツを絞込、『 統計』で確認

②座席名や座席種別情報登録
⇒ 「マイページ」－「クライアント管理」にて、座席名や、
座席種別情報を入力することができます。

基本操作
基本操作
①ホーム画面の左メニューから、「PC別稼動」、 「PC別詳細稼動」を選択します。

②抽出条件で、「店舗」で自店舗を設定し、絞込条件を設定後、「検索」をクリックしてください。
※「期間指定」、「対象コンテンツ」をカテゴリ、グループ、コンテンツで絞り込む事ができます。

③PC毎または、PCとコンテンツ毎に検索結果が表示されます。
・タイトルやジャンル、カテゴリごとの比較
・各タイトルのPCでの実稼動、等

株式会社テクノブラッド

TEL:03-5835-5867

9
© TechnoBlood Inc.All Rights Reserved.

⑥稼動分析(ジャンル/タイトル/地域別)
他店舗と比較した自店の順位がジャンル、タイトル別、地域
別で一目瞭然！
自店舗稼動分析イメージ

機能
基本分析
基本分析

応用編
応用編

①ジャンル別の稼動比較

①曜日別、日別、月別の稼動比較

⇒ 「店舗稼動分析」にてジャンルを絞込、『 統計』で、
確認。全体、FC、グループの情報と比較

⇒ 「店舗稼動分析」にて期間を設定し『 統計』で、
確認。

②コンテンツ別の稼動比較
⇒ 「店舗稼動分析」にてコンテンツを絞込、『 統計』で、
確認。全体、FC、グループの情報と比較

基本操作
基本操作
①ホーム画面の左メニューから、「店舗稼動分析」を選択します。

②メニュー画面から、店舗を設定して「検索」をクリックしてください。
※地域やジャンル、タイトル別等詳細を絞り込むこともできます。

③期間別の下記検索結果が表示されます。
・カテゴリー別、ジャンル別、コンテンツ別の占有率比較
・曜日別、日別、月別の稼動時間

株式会社テクノブラッド
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⑦携帯からゲームランキング確認

全国・店舗のゲーム稼動ランキングが携帯電話から、
いつでも、どこでも確認可能です！
イメージ
◆全国の稼動

◆店舗の稼動

機能
基本分析
基本分析

注意事項
注意事項

①全国のゲーム稼働ランキング
⇒ 1週間毎の全国のゲーム稼動ランキング(20位まで)が
直近4週間分確認できます。

②店舗のゲーム稼働ランキング
⇒ 1週間毎の全国のゲーム稼動ランキング(20位まで)が
直近4週間分確認できます。

※有料版の店舗アカウントでのみご利用いただけます。
本部アカウントではご利用できませんので、ご了承ください。
※当サイトは、LogVision(http://service.logvision.jp/)の一部機能を
スマートフォン用に一部抜粋した簡易サービスになります。
※当サイトはスマートフォン（IPhone、アンドロイドフォン）むけに最適
化されています。その他の一般携帯からは、ご利用の機種によっ
て文字の行替えなど 多少表示されない場合もあります。あらかじ
めご了承ください。

基本操作
基本操作
①スマートフォーンから、下記サイトにアクセス （上記のＱＲコードからもアクセス可能）

http://service.logvision.jp/smart/login.do
②店舗アカウントで、ログインします。

③１週間毎のゲーム稼働ランキングが表示されます。
・全国のゲーム稼働ランキングと占有率が表示されます。
・店舗のゲーム稼働ランキングと稼働時間が表示されます。

株式会社テクノブラッド
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有料版と無料版比較
ログビジョンの有料版は、さらに充実したデータが分析できます。
ログビジョンの有料版をご活用いただけると、コンテンツ稼動UPのために、アグレッシブな
お店作りができます。
★
★
★
★
★

携帯電話から、全国や、店舗のゲーム稼働ランキングが確認できます。
自店の地域での順位は？お手本になる店は？
自店の地域や、都会のオンラインゲーム動向は？
自店舗の利用コンテンツランキングを作成して、店内に掲示して 提案型のお店にしたい！
隠れたヒットコンテンツの発掘や、自店のお客様が利用しているコンテンツから、
公認店舗申込検討や販促をすすめたい！
★ エクセルで、加盟店舗の稼動データ出力し、店長会議の資料に！
★ PC毎の稼動コンテンツを分析して、OPEN席、カップル席、喫煙席、禁煙席の効果的なPC配置！
★ 曜日別、時間帯別のオンラインゲーム稼動分析で、スタッフの適切配置やイベント企画！
■有料版と無料版の機能比較表
有料版

無料版

ログ閲覧期間

直近2週間、1週間、今月、先月と任意期間指定可能

直近の2週間分

データ出力と印刷

・エクセル出力と印刷

－

コンテンツ別稼動

・自店舗、全国版、地域別のTOP100タイトル稼動状況
（稼働時間、回数、占有率）

・自店舗のTOP20タイトル稼動状況
（稼働時間、回数、占有率）

店舗別稼動

・全国、地域別TOP20位の店舗ランキング
・自店舗の全国順位
・地域での順位

・全国TOP20位の店舗一覧
・自店舗の全国順位

コンテンツ稼動分析
店舗稼動分析

・自店舗と管轄店舗のコンテンツと店舗稼動分析
（曜日別、時間帯別、日別、月別、稼動PC数、稼動店
舗数）

・自店舗のみコンテンツと店舗稼動分析

PC別稼動、
PC別詳細稼動

・自店舗と管轄店舗のPC稼動ログ収集
（PC別、座席別、コンテンツ別）
※FCアカウントでは利用できません。

－

スマートフォン(携帯)版

・直近1～4週間の全国、店舗のゲーム稼動ランキング
※店舗アカウントでのみご利用いただけます。

※プロビジョンサービスご利用店舗様は、有料版を無料でご利用いただけます。
（弊社より1ヶ月に1度ログビジョンクライアントを配布させていただいております。
ログビジョンサービスご利用のためのログビジョンクライアント配布を
ご希望されない場合には、弊社サポートにご連絡いただけますようお願いいたします。 )
※オーナー様や本部様のアカウントにて、無料版の店舗情報を確認することができません。
※店舗様や、管轄本部様にて、利用規約同意をされることにより、店舗様の情報が確認可能となります。
※「スマートフォン(携帯)版」は、一部スマートフォン用に最適化されています。
一部の携帯端末では正常に動作しない場合がありますのでご了承ください。

株式会社テクノブラッド

TEL:03-5835-5867
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