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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】情報伝達媒体の受け取り手が動画を再生する機
器を所持していなくても、商品やサービスの動的な情報
を伝えることができるビデオブックを提供する。
【解決手段】ビデオブック１００は、見開きできる表紙
部１１０と、見開いた表紙部１１０の一方に設けられた
冊子部１２０と、見開いた表紙部１１０の他方に設けら
れた動画再生部１３０とを備える。ビデオブック１００
によれば、紙面と映像とが一体化した動く情報伝達媒体
として、文字や写真の情報にプラスして、映像で動きや
音を見せることによって、テレビコマーシャルなどと同
様の宣伝効果を持たせることができる。このようにして
、情報伝達媒体の受け取り手が動画を再生する機器を所
持していなくても、商品やサービスの動的な情報を伝え
ることが可能である。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　見開きできる表紙部と、
　見開いた前記表紙部の一方に設けられた冊子部と、
　見開いた前記表紙部の他方に設けられた動画再生部と、
を備えたことを特徴とする、ビデオブック。
【請求項２】
　前記動画再生部は、動画を表示する表示部の周囲を覆う紙製の枠部を備えたことを特徴
とする、請求項１に記載のビデオブック。
【請求項３】
　前記動画再生部は、複数の動画を切り替えるためのチャンネル部を備えたことを特徴と
する、請求項１又は２に記載のビデオブック。
【請求項４】
　前記表紙部を開いたときに前記動画再生部に再生を開始させるためのスイッチ部を備え
たことを特徴とする、請求項１～３のいずれかに記載のビデオブック。
【請求項５】
　前記表紙部を閉じた状態で、名刺サイズであることを特徴とする、請求項１～４のいず
れかに記載のビデオブック。

 
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、動画を見ることができるビデオブックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、商品やサービスの販売促進ツールとしてさまざまな情報伝達手段が用いられてい
る。例えば、紙面の媒体としては、パンフレットやカタログや名刺などが用いられている
。また、販売促進のために動画を撮影し、動画ファイルとしてオンラインやオフラインで
頒布することも行われている。例えば、動画ファイルをオンラインで頒布する方法として
、動画共有サイトが知られている（例えば、非特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】インターネット＜ＵＲＬ：https://www.youtube.com/＞
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、紙面の媒体であるパンフレットやカタログや名刺などは、如何に紙面を
構成しても、商品やサービスの動的な情報（動き、音、速さなど）を伝えることは難しか
った。また、非特許文献１の技術などを用いて動画ファイルを頒布する方法では、動画の
受け取り手が動画を再生する機器を使用しなければならず、情報伝達のスピードや利便性
に欠けるという問題があった。
【０００５】
　そこで本考案は、このような問題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところ
は、情報伝達媒体の受け取り手が動画を再生する機器を所持していなくても、商品やサー
ビスの動的な情報を伝えることことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本考案によれば、見開きできる表紙部と、見開いた前記表
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紙部の一方に設けられた冊子部と、見開いた前記表紙部の他方に設けられた動画再生部と
、を備えたことを特徴とする、ビデオブックが提供される。
【０００７】
　かかる構成によれば、紙面と映像とが一体化した動く情報伝達媒体として、文字や写真
の情報にプラスして、映像で動きや音を見せることによって、テレビコマーシャルなどと
同様の宣伝効果を持たせることができる。このようにして、情報伝達媒体の受け取り手が
動画を再生する機器を所持していなくても、商品やサービスの動的な情報を伝えることが
可能である。
【０００８】
　本考案は、さまざまな応用が可能である。例えば、前記動画再生部は、動画を表示する
表示部の周囲を覆う紙製の枠部を備えた構成としてもよい。紙製の枠部であれば、安価で
軽いビデオブックとすることができる。また、枠部に印刷が可能であり、さらに多くの情
報を伝えることができる。
【０００９】
　また、前記動画再生部は、動画を切り替えるためのチャンネル部を備えた構成としても
よい。チャンネル部によって複数の動画を切り替えることができるので、より多くの動画
（情報）を提供することができる。
【００１０】
　また、前記表紙部を開いたときに前記動画再生部に再生を開始させるためのスイッチ部
を備えてもよい。このようなスイッチ部としては、例えば磁気スイッチを用いることがで
きる。スイッチ部を電源のように用いることで、表紙部を開くとすぐに再生を開始できる
。さらに、表紙部を閉じると電源が切れるようにしてもよい。
【００１１】
　また、前記表紙部を閉じた状態で、名刺サイズであってもよい。本考案のビデオブック
を名刺として用いることで、受け取り手に対して、これまでにない宣伝効果・インパクト
を与えることができる。
【００１２】
　上記本考案の応用例は、任意に組み合わせることができる。
【考案の効果】
【００１３】
　本考案のビデオブックによれば、情報伝達媒体の受け取り手が動画を再生する機器を所
持していなくても、商品やサービスの音や速さ、動きなどを伝えることが可能な情報伝達
手段を提供することができる。本考案のその他の効果については、以下の考案を実施する
ための形態の項でも説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本考案の一実施形態にかかるビデオブック１００の構成を概略的に示す図である
。
【図２】動画再生部１３０の構成を概略的に示す図である。
【図３】名刺サイズのビデオブック２００の構成を概略的に示す図である。
【考案を実施するための形態】
【００１５】
　以下に添付図面を参照しながら、本考案の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１６】
　本考案の一実施形態について説明する。まず、図１、図２を参照しながら、本実施形態
にかかるビデオブック１００の構成について説明する。図１は、ビデオブック１００の構
成を概略的に示す斜視図である。図２は、図１のビデオブック１００の動画再生部１３０
を概略的に示す図である。
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【００１７】
　ビデオブック１００は、図１に示したように、見開きできる表紙部１１０と、見開いた
表紙部１１０の一方に設けられた冊子部１２０と、見開いた表紙部１１０の他方に設けら
れた動画再生部１３０と、を主に備えて構成される。ビデオブック１００は、従来の雑誌
やカタログやパンフレット（以下、雑誌等という。）に代わる新規かつ改良された情報伝
達媒体である。以下、ビデオブック１００の各構成要素について順に説明する。
【００１８】
（表紙部１１０）
　表紙部１１０は、図１に示したように、ビデオブック１００の表紙を構成するものであ
り、左右に見開きができる。図１の例では、表紙部１１０は、多くの雑誌等のように、左
右に見開きができるものとして説明する。ただし、本考案はこれに限定されず、上下方向
に見開きができるようにしてもよい。
【００１９】
　表紙部１１０のサイズ（ビデオブック１００のサイズ）は、任意であるが、一例として
は、表紙部１１０を閉じた状態で横向きのＡ４サイズとすることができる。
【００２０】
　なお図１には、表紙部１１０の裏面は示していないが、例えば、通常の雑誌等の表紙の
ように、ビデオブック１００の中身の内容を記述することができる。ビデオブック１００
にはある程度の厚みがあることから、背表紙を設けることができ、この背表紙に、例えば
ビデオブック１００のタイトルなどを表示することもできる。
【００２１】
（冊子部１２０）
　冊子部１２０は、図１に示したように、見開いた表紙部１１０の左側の頁に設けられる
。冊子部１２０は、従来の雑誌等のように紙面により情報を伝達する媒体である。なお、
冊子部１２０は、見開いた表紙部１１０の右側の頁に設けてもよい。また、表紙部が上下
方向に見開かれる場合は、冊子部１２０はその上側又は下側のいずれか一方に設けること
ができる。
【００２２】
　冊子部１２０は、情報が記載された紙面上のものであれば、いかなる形態であってもよ
い。例えば、冊子部１２０の分量は任意であり、雑誌のように多くのページからなるもの
でもよく、あるいは、カタログやパンフレットのように１～数ページ程度のものであって
もよい。
【００２３】
　冊子部１２０は、図１に示したように、閉じた状態で背表紙に当たる部分が、表紙部１
１０の左端に連結されている。このようにすることで、冊子部１２０は、表紙部１１０を
見開いた状態で、冊子部１２０の中身を見ることができるとともに、表紙部１１０を閉じ
た状態で、ビデオブック１００の内側に収容することができる。
【００２４】
（動画再生部１３０）
　本実施形態のビデオブック１００は、動画再生部１３０を設けたことを特徴とする。
　動画再生部１３０は、図１に示したように、見開いた表紙部１１０の右側の頁に設けら
れる。これは、上述した冊子部１２０に対向する側という意味であり、表紙部１１０の見
開き方向や、冊子部１２０が設けられる位置によって、動画再生部１３０の位置は適宜変
更される。
【００２５】
　図２は、動画再生部１３０の詳細を示す図である。動画再生部１３０は、図２に示した
ように、動画を表示する表示部１３２と、表示部１３２の周囲を覆う紙製の枠部１３４と
、動画を操作するための操作部１３６（１３６ａ～１３６ｉ）と、表示部１１０を開いた
ときに動画再生部１３０に再生を開始させるためのスイッチ部１３８と、を主に備えて構
成される。以下、順に説明する。
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【００２６】
　表示部１３２は、動画ファイルが再生されて表示される部分であり、液晶や有機ＥＬな
どで構成される。表示部１３２は、図２に示したように、動画再生部１３０の中央部に、
動画再生部１３０の縦横１／３程度の大きさで設けることができる。
【００２７】
　なお、表示部１３２で再生される動画には、一般的な動画（ムービー、ビデオ）のほか
、静止画の連続であるスライドショーなども含む。また、動画の内容は任意であるが、例
えば、上述した冊子部１２０により得られる情報と、なんらかの形でリンクするようにし
てもよい。例えば、ビデオブック１００をスクールの教材として利用することにより、活
字と写真だけで伝えきれない部分を、映像と併せて解説することができる。特に、技術を
教えるスクールでは、より質の高い教材とすることができる。
【００２８】
　紙製の枠部１３４は、上述した表示部１３２の周囲に設けられる。枠部１３４を紙製に
したことにより、軽い、安価に製造できるなどの効果がある。また、図２の上部に示した
ように、「Ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ　ｂｙ　ＴＯＫＹＯ」などの文字情報を簡単に印字するこ
とができる。さらに、図２の下部に示したように、各種ボタンのアイコンを簡単に印字す
ることができる。
【００２９】
　操作部１３６は、各種ボタン１３６ａ～１３６ｉからなる。図２に示した一例では、操
作部１３６は、動画再生時の音量を調整するためのボリュームボタン１３６ａ、１３６ｂ
と、再生及び一時停止ボタン１３６ｃと、動画を選択するチャンネル部であるチャンネル
ボタン１３６ｄ～１３６ｉとを含む。また、これら以外にも、一般的な動画再生機器に設
けられる各種ボタンを設けてもよい。
【００３０】
　本実施形態に特徴的なチャンネルボタン１３６ｄ～１３６ｉについて説明する。
　本実施形態の一例では、動画再生部１３０は、６本の動画を選択的に再生可能であり、
６つのチャンネルボタン１３６ｄ～１３６ｉによって、再生する動画を選択することがで
きる。各チャンネルボタン１３６ｄ～１３６ｉには、動画の内容を表すアイコンを付すこ
とができる。ただし、動画を選択するチャンネル部の構成としては、このようなチャンネ
ルボタン１３６ｄ～１３６ｉの形態に限定されない。動画のチャンネルを切り替える機能
を有すれば、どのような形態であってもよい。
【００３１】
　スイッチ部１３８は、表紙部１１０を開いたときに動画再生部１３０に再生を開始させ
るためのものである。スイッチ部１３８は、磁石スイッチで構成することができ、プラス
電極とマイナス電極が近づくとオフし、離れるとオンする。このように、スイッチ部１３
８は、電源としての機能を有する。このようなスイッチ部１３８によれば、表紙部１１０
を開くとすぐに動画の再生が始まるので、利用者の便宜を図ることができるとともに、表
紙部１１０を閉じると電源がオフするため、節電効果がある。
【００３２】
　ただし、スイッチ部１３８の構成は上記例に限定されず、例えばボタン式など任意の機
構を採用することができる。また、スイッチ部の機能としては、少なくとも、表紙部１１
０を開いたときに動画再生部１３０に再生を開始させることができればよく、必ずしも、
表紙部１１０を閉じたときに動画再生部１３０の電源をオフできる機能まではなくてもよ
い。
【００３３】
　なお、図示していないが、動画再生部１３０には、動画を記録保持する記憶手段や、音
声出力手段（ヘッドホンジャック）や、メモリカードを挿入できるスロットや、ＵＳＢの
ジャックなど、一般的な動画再生機器に備えられる構成要素を、任意に備えることができ
る。これらについては、ごく一般的なものであるため、詳細な説明を割愛する。
【００３４】
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　以上、本実施形態にかかるビデオブック１００の構成について説明した。次に、ビデオ
ブック１００の使用方法について説明する。
【００３５】
　まず、表紙部１１０が閉じた状態では、ビデオブック１００の電源はオフである。そし
て、表紙部１１０を開くと、スイッチ部１３８の作用により、動画再生部１３０の電源が
オンになる。
【００３６】
　動画再生部１３０の電源がオンになると、表示部１３２において動画の再生が始まる。
ユーザは、必要に応じて、ボリュームボタン１３６ａ、１３６ｂ、再生及び一時停止ボタ
ン１３６ｃ、チャンネルボタン１３６ｄ～１３６ｉなどを操作して、動画を楽しむことが
できる。この際、ビデオブック１００の左頁の冊子部１２０からも、文字情報を得ること
ができる。
【００３７】
　動画再生部１３０における動画の再生が終わり、動画の視聴が終了すると、ユーザは表
紙部１１０を閉じればよい。これにより、スイッチ部１３８の作用により、ビデオブック
１００の電源がオフになる。
【００３８】
（本実施形態の効果）
　以上説明したように、本実施形態のビデオブック１００によれば、紙面と映像とが一体
化した動く情報伝達媒体として、文字や写真の情報にプラスして、映像で動きや音を見せ
ることによって、テレビコマーシャルなどと同様の宣伝効果を持たせることができる。こ
のようにして、情報伝達媒体の受け取り手が動画を再生する機器を所持していなくても、
商品やサービスの動的な情報を伝えることが可能である。
【００３９】
　また、動画を表示する表示部１３２の周囲を覆う紙製の枠部１３４を備えたことで、安
価で軽いビデオブック１００とすることができる。また、枠部１３４に印刷が可能であり
、さらに多くの情報を伝えることができる。
【００４０】
　また、動画を切り替えるためのチャンネルボタン１３６ｄ～１３６ｉを備えたことで、
チャンネルボタン１３６ｄ～１３６ｉによって複数の動画を切り替えることができるので
、より多くの動画（情報）を提供することができる。
【００４１】
　また、表紙部１１０を開いたときに動画を再生を開始させるためのスイッチ部１３８を
備えたことで、スイッチ部１３８を電源のように用いることができる。表紙部１１０を開
くとすぐに再生を開始できるので使い勝手がよく、さらに、表紙部１１０を閉じると電源
が切れるので、節電に効果がある。
【００４２】
　以上説明したビデオブック１００は、個人利用・商用を問わずさまざまな利用方法が考
えられる。例えば、集客用（案内状やダイレクトメールなど）、求人案内、パンフレット
、折り込みチラシ、イベントの告知・案内、店頭販売ディスプレイなどに利用でき、受け
取り手に対して、これまでにない宣伝効果・インパクトを与えることができる。
【００４３】
　以上、添付図面を参照しながら本考案の好適な実施形態について説明したが、本考案は
かかる例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、実用新案登録請求の範
囲に記載された範疇内において、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明らかであ
り、それらについても当然に本考案の技術的範囲に属するものと了解される。
【００４４】
　例えば、上記実施形態では、ビデオブック１００のサイズをＡ４サイズとして説明した
が、本考案はこれに限定されない。例えば、表紙部を閉じた状態で名刺サイズのビデオブ
ックとしてもよい。ここで名刺サイズとは、一般的な４号サイズ（５５×９１ｍｍ）のほ
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か、一回り小さい３号サイズ（４９×８５ｍｍ）や、欧米サイズなど、一般に名刺と認識
できるサイズである。
【００４５】
　図３は、名刺サイズのビデオブック２００の表紙部２１０を開いた状態を示す。図３に
おいて、表紙部２１０、冊子部２２０及び動画再生部２３０は、上記実施形態の表紙部１
１０、冊子部１２０及び動画再生部１３０と、サイズ以外の点は同様である。さらに、ビ
デオブック２００には、一般的な名刺に記載される情報（氏名、住所、会社名、連絡先、
顏写真など）を付すことができる。ビデオブック２００を名刺代わりに用いることで、受
け取り手に対して、これまでにない宣伝効果・インパクトを与えることができる。
【００４６】
　また、上記実施形態では、表示部１３２の周囲に紙製の枠部１３４を設けることについ
て説明したが、本考案はこれに限定されず、必ずしも枠部１３４は設けなくてもよい。ま
た、枠部を設ける場合でも、紙製ではなくプラスチック製など他の素材にしてもよい。
【００４７】
　また、上記実施形態では、複数の動画を再生可能であり、動画を切り替えるチャンネル
部（チャンネルボタン１３６ｄ～１３６ｉ）を備える構成について説明したが、本考案は
これに限定されない。例えば、動画を１本のみ再生できる構成とする場合には、チャンネ
ル部（チャンネルボタン１３６ｄ～１３６ｉ）の一部又は全部を備えなくてもよい。
【００４８】
　また、上記実施形態では、スイッチ部１３８を設けることについて説明したが、本考案
はこれに限定されない。必ずしもスイッチ部１３８は必須ではなく、スイッチ部のないビ
デオブックとしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本考案は、動画を見ることができるビデオブックとして利用可能である。
【符号の説明】
【００５０】
　１００　ビデオブック
　１１０　表紙部
　１２０　冊子部
　１３０　動画再生部
　１３２　表示部
　１３４　枠部
　１３６（１３６ａ～１３６ｉ）　操作部
　１３６ｄ～１３６ｉ　チャンネルボタン
　１３８　スイッチ部
　２００　ビデオブック
　２１０　表紙部
　２２０　冊子部
　２３０　動画再生部
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【図１】

【図２】
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