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サービス紹介

ALL READY! グローバルサービスSDK
【PLAY! NANOO】 を使って、グローバルサービスのマスト機能を簡単かつスピーディーに実装しよう！
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運営に必須機能を実装したスーパーSDK

コミュニティー（フォーラム）

カスタマーセンター

決済検証

ポスト

クーポン

データ管理

ランキング

コンソール

FAQ と 1対1のお問い合わせ管理サービス

リアルタイム売上データと不正決済防止サービス

単発、 イベントクーポン と 大規模クーポン発行

ユーザーデータ保存、 コール及び環境設定の管理

運営者別権限設定、ダッシュボード、運営機能
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サービス紹介

購読、イベント商品、ユーザーへのアイテム配布及管理

リアルタイムの総合ランキングとシーズン制ランキン

コミュニティー運営及びメインバナーなどのゲーム内告知サービ



Play! NANOOロゴはカスタマイズが可能です。 5

外部広告表示も無し！ 
自社ゲーム・アプリのためだけのゲーム内コミュニ
ティー、カスタマーセンター、スペースを提供。

サービス紹介



ON

OFF

OFF

✓ 必要な機能のみスイッチオン！ 
✓ 使った分だけの請求で納得の費用感！ 
✓ PCまたはスマホで楽々管理
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サービス紹介

別途のサーバー構築は必要なし！
使いたい機能だけを選んで使える！



グローバル2,000万ユーザーが利用。
安定性が証明されているSDK

RO WYD ARKA Magia Wind God REBIRTHM Final Survival

Glory ダークソード 2 Roem ペンギンの島 Panda Dog Puzzle 
Avalanche 大航海時代V

グローバルサービスでその機能性と高い安定性は検証済み！
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OS iOS、 Android
Game Engines Unity(Cocos、 Unrealも対応予定)

言語 日本語・英語・韓国語
SDK容量 ビルド搭載基準1MB以下

グローバル 設定 タイムゾーン・基本通貨の設定可能

SDK仕様

通常1時間程度（連携サービスの種類及び海外系SDK組み込みの経験値や習熟度などにより多少の差は発生します）
短時間でのSDK連携が可能！

https://developers.playnanoo.com に接続。会員登録またはログイン後に利用可能。
SDK連携ガイドのダウンロード
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サービス紹介

https://developers.playnanoo.com


サービスガイド
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コミュニティー (フォーラム)
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コミュニティー (フォーラム)

サービスガイド

ヨコ・タテモード、全てのデバイス画面に対応
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ゲーム・アプリのユーザーたちとコミュニケーションできるコミュニティーサービス。 
ゲーム・アプリ画面から離れることなく、アプリ内でそのまま楽しめるコミュニ
ティー！
強固なコミュニティーはサービスのライフサイクルにプラスに作用します。



コミュニティー機能
• ポスティング作成、照会、検索
• おすすめとコメントでコミュニケーション 
• ゲーム・アプリのスクリーンショット添付機能
• #ハッシュタグを利用することで関連テーマ別で分類

コミュニティー (フォーラム)
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閲覧ページリスト 書き込み



お知らせ・イベント
• 運営からのお知らせ
• イベントポスティングの登録(イベント期間設定)
• ポスティングトップ固定機能のサポート（3つまで登録可能）

（右のイメージの「NEW」や「HOT」などオレンジ色のアイコンで表示）
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コミュニティー (フォーラム)



バナーディスプレイ
• ゲーム・アプリ内にプロモーションバナーを表示できるディスプレイ
• 画面モードや使用目的に対応したレイアウトを提供
• コミュニティー内お知らせとイベントなどのポスティングとの連携
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コミュニティー (フォーラム)



アイテム配布
• ［コミュニティー (フォーラム) ］+ ［ポスト］ 機能連携時に使用可能
• ポスティングしてくれたユーザーに報酬としてゲーム・アプリ内のアイテムをでリアルタイム配布
• コミュニティー利用促進及び各種イベントなどに活用

アイテムタイプ及び数量選択後に配布 アイテム獲得
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コミュニティー (フォーラム)



アカウント・グローバル・ウェブアクセス
• ログインなしで簡単なポスティング(GameCenter・GooglePlay ID)

• アカウント連携（Facebook、Twitter、Email）
• 言語別チャネル作成機能
• ウェブアクセスURL提供

PCウェブからアクセスアカウント連携ログインなし
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コミュニティー (フォーラム)



コンソール: ダッシュボードと管理
• ダッシュボード: 訪問者、ポスティングされた文章、新規ユーザー、 その他KPI

• 全体のポスティングを統合管理 (照会・修正・削除・検索)

• ON/OFF機能を使ってポスティングの表示、運営からのお知らせをリストのトップ（最上段）に掲示などの管理

言語別にポスティング登録コミュニティーのアクティブ確認
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コミュニティー (フォーラム)



コンソール：ポスティング、 イベント作成
• 言語別ポスティング登録サポート
• ポスティング作成のための専用エディター
• 一般/お知らせ ポスティング作成及び管理
• イベントポスティング (イベント期間・アイテム指定)

イベントポスティング作成一般/お知らせポスティング作成

18

コミュニティー (フォーラム)



カスタマーセンター
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カスタマーセンター
ユーザーからの問い合わせを正確かつ迅速に把握して解決しましょう！
グローバルサービス運営に最適化された専門的なCSシステム！
より優れた顧客支援でサービスの満足度を格段にアップします！
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サービスガイド



チャット形式のユーザー対応
• チャットスタイルで1対1のお問い合わせと回答
• 回答完了時に自動でEメール送信

カスタマーセンター
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ヘルプチケット
• スクショ添付をして問い合わせ作成
• カスタマーサポートのためのユーザーデバイス情報を自動収集
• 個人情報収集及び利用規約同意の確認
• 詳細なサポートに必要な問い合わせフィールドの追加登録が可能
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カスタマーセンター



アイテム配布
• [カスタマーセンター] + [ポスト] 連携して使用可能
• お問い合わせユーザーにリアルタイムでゲーム内アイテムを配布
• イベントアイテムの一括配布や、決済エラーなどに対応してアイテム配布可能

アイテムを選択して配布 アイテム獲得
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カスタマーセンター



FAQ サービス
• 頻繁に問い合わせがある質問とテンプレ回答を設置可能
• 言語別にFAQを表示
• システム内で表示設定 ON/OFF　変更可能
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カスタマーセンター



コンソール: ダッシュボードと管理
• ダッシュボード: 問い合わせや回答済みなどの状況を表示
• 全体の問い合わせ詳細管理(照会、対応、修正、削除、検索）
• FAQをカテゴリー別で登録・管理

FAQとテンプレ回答の管理
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カスタマーセンター

全体統計

月別統計

デイリーの問い合わせ件数・回答状況の確認

カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー



コンソール: 問い合わせ管理
• ユーザーUUID、デバイス情報、その他必須情報の自動取得
• テンプレ回答を利用して問い合わせの迅速処理
• ゲーム/アプリ内のカスタマーセンターかメールからのお問い合わせ返信

ユーザー情報チェック
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カスタマーセンター

アイテム配布完了しました
ゴールド（200）

いま受け取りました。ありがとうございます!!

アイテムを購入したのに、入ってきません。今すぐ調査してください。

問い合わせ管理



コンソール: マルチシート
• 複数人の運営担当者と共同で顧客対応
• 共同作業で効率的な問い合わせ処理
• 利用レベルに応じてシートを追加提供（価格表参照）
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カスタマーセンター



決済検証

28



29

サービスガイド

決済検証
不正決済防止に必須のサービスです。
AppStore、GooglePlayの領収書と決済詳細を比較することで検証することが可能です。

PCまたはスマホでリアルタイムの売上統計を確認できます。



不正決済防止
• AppStore、GooglePlayの購入レシート確認
• Play! NANOOサーバーの決済詳細と比較検証
• 不正決済による売上の損失を防ぎます

1 2 3 6

4

5
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決済検証



• ダッシュボード: 日別、 プラットフォーム別売上統計、 API 指標
• グローバル主要国の通貨をサポート
• スマホでもいつどこでもリアルタイムで売上確認

コンソール: リアルタイム売上確認

デイリー売上 統計

API 統計
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決済検証



• 決済詳細 (プラットフォーム、 オーダーID、 アイテム、 金額、 購入したユーザー、 登録日 ）
• ゲーム・アプリ内の決済アイテム、商品コード、 登録管理
• [決済検証]+ [カスタマーセンター] の連携で完璧な顧客対応が可能

コンソール: 決済詳細の管理

商品コード管理
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詳細管理

決済検証



クーポン
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ゲーム内で登録可能なアイテムクーポンシステム
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サービスガイド

クーポン
アイテムクーポンを発行し、サーバーを通じて認証するサービスです。
大量発行が可能で、仕様詳細を効率的に管理できます。
イベントプロモーション時にクーポンサービスを活用できます。



クーポン

使用詳細の確認
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コンソール: クーポン管理
• ダッシュボード: クーポン使用統計、 API指標
• クーポン使用状況の管理 

• クーポン情報(UUID、ニックネーム、 クーポンコード、アイテムコード、アイテム数、登録日)

クーポン使用状況の確認

クーポン使用詳細

検索



大量クーポン発行
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クーポン

コンソール: クーポン発行
• クーポングループ作成または個別クーポン発行
• 最大10ケタのコード設定、有効期限設定、枚数制限
• 大規模プロモーションのための大量クーポン発行予約

クーポン作成



ポスト
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サービスガイド

ポスト
サーバー構築せずにポストサービスをご利用できます。
有効期間があるアイテムを個別/全体に配布できます。
コミュニティーの活性化、カスタマーサポートなどにも
ポストサービスを活用できます。



コンソール: ポスト管理
• ダッシュボード: ポスト利用状況、 その他KPI

• ポスト使用詳細管理 

• UUID、 メッセージ、 アイテムコード、数量、有効期限指定

アイテムの登録及び発送

ポスト

39

ダッシュボード

ポスト統計

ポスト購読商品統計

ポスト使用状況の確認



コンソール: イベント管理
• 全体ユーザーへのアイテム配布時に使用
• イベント名、メッセージ、対象プラットフォーム、対象のバージョン設定
• 予約送信機能サポート、有効期限指定
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ポスト

予約日や有効期限の設定イベントの登録



• 毎日アイテムが自動で配布される購読型商品（VIP商品）のサポート
• 識別コード、商品名、商品期間、保管期間、メッセージ、数量設定
• 購読商品の使用詳細管理
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ポスト

コンソール: 購読商品の管理

購読商品管理 購読者の管理

総合検索

購読者の詳細購読商品登録



データ管理
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サービスガイド

データ管理
サーバーを使わないゲームのためのデータ保存機能です。
プレイヤーは自分のゲームデータをサーバーに保存、ロードできます。
サービスの安定性とユーザーの満足度向上のために利用できます。



コンソール: データ 管理
• ダッシュボード: API指標
• データ保存、詳細管理 

• データキー、データ値、TTL、 プライベート/パブリック設定

データ保存　詳細

データ 管理
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データ管理のダッシュボード画面



ランキング
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サービスガイド

ランキング
使いづらいプラットフォーム提供のランキング機能の代わりに、ゲーム・アプ
リ内ランキングを実装しましょう。
プレイヤーに新たなモチベーションや競争心を与えることができます。
通常の総合ランキングの他にシーズンごとのランキング登録も可能です。



コンソール: 総合ランキング

総合ランキングの確認

ランキング
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ランキングのダッシュボード画面

• ダッシュボード: API指標
• 識別ID、タイトル、整列方式、最低・最高スコアの設定
• 不正ユーザーブロック、削除機能サポート



コンソール: シーズンランキング
• シーズンごとのランキング、国別ランキングサポート
• 識別ID、タイトル、整列方式、最低・最高スコア、シーズン期間、国ごとのランキング、 最高記録の保存設定
• 不正ユーザーブロック、削除機能サポート

シーズンランキングの設定
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ランキング

シーズンランキングの確認画面



コンソール: ブロック管理
• 不正ユーザーの詳細管理 
• 不正ユーザーのブロック解除サポート
• UUID、ニックネーム、ブロックを実行した運営担当者の情報照会

ブロック解除

案内
本当にこのユーザーのブロックを解除します

不正ユーザー管理

総合検索
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ランキング

不正ユーザー管理

総合検索

不正ユーザーのブロック確認



SDK連携に関して
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1. アカウント作成、ログイン
A. コンソールサイトへアクセス (https://console.playnanoo.com/account/login)

B. 会員登録後にアカウント作成、認証メール確認
C. 作成されたアカウントでログイン

会員登録

SDK連携の流れ
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コンソールログインページ

https://console.playnanoo.com/account/login


2. ゲーム・アプリの登録
A. [ゲーム・アプリ追加]ボタンをクリック

B. ゲーム・アプリ名、ゲームID(ユニークID)設定
C. ジャンル、アイコン、基本言語、タイムゾーン、基準通貨の設定

情報登録ゲーム・アプリ追加
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SDK連携の流れ



3. サービス選択
A. 使用するサービスの確認
B. サービスの活性化（ON）
C. サービス別の個別設定

サービス別の個別設定

53

SDK連携の流れ

使用するサービスの選択



4. SDK連携
• https://developers.playnanoo.com　にアクセス
• SDK最新版をダウンロード
• 設定 > API keyの管理、パッケージ登録

設定 > API key管理
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SDK連携の流れ

SDKと連携ドキュメントDL

https://developers.playnanoo.com


5. テスト
• SDK 連動後のテストとデータチェック
• 運営者アカウント管理、プロフィールと権限設定
• ゲーム/アプリのリリース準備完了

運営者管理
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SDK連携の流れ

SDK連携テスト



ご提供価格
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価格一覧

サービス 料金 詳細内容

コミュニティー
(フォーラム)

インディー及び個人開発
者

無料 1アプリあたり MAU 5,000 未満

中小規模のスタジオ 150 USD / 月 1アプリあたり MAU 5,000~100,000または ディスク容量 5GB 以内

中型・大型パブリッシャ
ー

450 USD / 月
1アプリあたり MAU 100,000~250,000または ディスク容量 20GB 以内
ロゴのカスタマイズ支援

エンタープライズ
1,000 USD / 月

(別途お問い合わせ)
1アプリあたり MAU 無制限。ディスク容量 20GB 以上
ロゴのカスタマイズ支援

カスタマーセンター

インディー及び個人開発
者

無料 1アプリにつき 1 シート基準。MAU 5,000 未満。1 シート提供

中小規模のスタジオ 50 USD / 月 1アプリにつき 1シート基準。MAU 5,000~100,000。最大3シート追加可能

中型・大型パブリシャー 100 USD / 月
1アプリにつき1シート基準。MAU100,000~250,000。最大5シート追加可能
ロゴ、 メール様式のカスタマイズ支援

エンタープライズ
200 USD / 月

(別途お問い合わせ)

1アプリにつき 1 シート基準。MAU 250,000 以上。シートは無制限に追加可能
ロゴ、 メール様式のカスタマイズ支援

*コミュニティー、カスタマーセンターサービスは基準区間超過時に自動で料金がアップグレードされます。
*年間契約、多数のアプリを利用されるエンタープライズの法人さまは別途お問い合わせ下さい。 57



サービス 料金 詳細内容

決済検証 0.00004 USD / Call
10,000 Callのご利用で約50円程度
月50,000 Callまで無料提供

クーポン 0.00006 USD / Call
10,000 Callのご利用で約80円程度
月5,000 Callまで無料提供

ポスト 0.00006 USD / Call
10,000 Callのご利用で80円程度
月50,000 Callまで無料提供

データ 管理 0.00008 USD / Call
(データ 容量 4KB 以内 = 1 Call)

1 Callあたりのデータ量は最大で4KB。(例: データ容量8KBの場合は2 Callとして計算)

10,000 Callのご利用で100円程度
月50,000 Callまで無料提供

ランキング 0.00008 USD / Call
(データ 容量 4KB 以内 = 1 Call)

1 Callあたりのデータは最大4KB。(例: データ容量8KBの場合は 2 Callとして計算)

10,000 Callのご利用で100円程度
月50,000 Callまで無料提供
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価格一覧

*上記サービスはDB使用容量により追加料金が請求される場合があります。
*合計使用容量が1GB超過時に1GBあたり1ドル（USD）の金額が追加で発生します（月1GB無料提供）。



Call（コール）とは 

CallとはNANOO!PLAY SDKのサービスで課金対象になる通信の最小単位のことです。例えばカス
タマーサービスにおいてユーザーがCSに問い合わせをしたり、CS担当者がそのユーザーにメッセージを送
る度に発生します。1Callは最大4KB（キロバイト）で、1度に発生する通信量が4KBより多い場合
は4KBごとにCall数がカウントされます（例えば400KBの通信量が発生したら100Call）。サービスにお
いてCallが発生するのは以下のようなケースです。 

-ユーザーの課金時（決済検証） 
-クーポン（発行されたクーポンの検証及びクーポン自体の使用） 
-ポスト（アイテムの配布、配布の確認、ポストのアイテム使用、サブスクリプションアイテムの配布など） 
-データ管理（データ保存時及びデータコール時） 
-ランキング（全てのランキング照会時、ランキングデータ記録時） 
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