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Appleの冬期休暇期間により、
アプリの審査にお時間をいただいております。

〜 CEO山下の独り言 〜
来年はCEOとしてビジョン、考え、方針を

Appleは、iTunes Connectを停止するホリデー休暇が12月23日から12月27日（太平洋標準時）

伝えることに集中します。

までであることを発表しました。（日本時間では12月24日から12月28日）この期間はアプリの新規
受付やアップデートの受付／承認作業がストップするため、アプリの審査が一斉に停止されます。
また、毎年12月から1月の期間は、年末年始の商戦に向けてゲームアプリを筆頭とした多くのアプ
リがアップデートを行なうため、Appleのアプリ審査作業に遅れが生じる傾向があります。

ただけますようお願い申し上げます。
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「アプリクッキングNEWS」は、毎月10日と25日に発行する株式会社アプリクッキングの公式ニュースレターです。
アプリクッキングの取り組みや、お客様のアプリ活用事例やアプリ運用のお役に立てるような情報をご紹介します。
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そのため、アプリの審査が通常のスケジュールで進行するのは1月上旬以降となります。アプリの新
規リリースやアップデートをお待ちのお客さまには大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承い
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Let’s think together

2017/2018
12月
26日(火)

これが新しいスローガンです

東京 11時〜12時 アプリクッキング説明会
東京 13時〜15時 マーケティングセミナー
東京 15時〜17時 アプリ運用戦略勉強会

東京７月10日（火）
大阪７月19日（水）開催中！

大阪 11時〜12時 アプリクッキング説明会
大阪 13時〜15時 マーケティングセミナー
（カフェスタイル）
大阪 15時〜17時 アプリ運用戦略勉強会

1月
5日(金)

東京 11時〜12時 アプリクッキング説明会
東京 13時〜15時 マーケティングセミナー
東京 15時〜17時 アプリ運用戦略勉強会
大阪 11時〜12時 アプリクッキング説明会
大阪 13時〜15時 マーケティングセミナー
（カフェスタイル）
大阪 15時〜17時 アプリ運用戦略勉強会

9日(火)

アプリクッキングの
2018 年の計画
1,2,3

その１

2月に新サービスを発表
新しい形の公式アプリを発表します。
インスタグラムのようなコミュニティ
型の公式アプリと、
もう1つはユニー
クな公式〇〇アプリです。

東京 11時〜12時 アプリクッキング説明会
東京 13時〜15時 マーケティングセミナー
東京 15時〜17時 アプリ運用戦略勉強会
大阪 11時〜12時 アプリクッキング説明会
大阪 13時〜15時 マーケティングセミナー
（カフェスタイル）
大阪 15時〜17時 アプリ運用戦略勉強会
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アプリクッキングの公式アプリにある、
「アプリクッキング情報室」がさらに見やすく！
アプリクッキングの公式アプリにある、
「アプリクッキング情報
室」がさらに見やすく、情報を探しやすくなりました！
このアプリクッキング情報室には、
ホームページで更新してい
る最新のアプリに関する情報や、経営・マーケティングについての

12日(金)

東京 11時〜12時 アプリクッキング説明会
東京 13時〜15時 マーケティングセミナー
東京 15時〜17時 アプリ運用戦略勉強会
大阪 11時〜12時 アプリクッキング説明会
大阪 13時〜15時 マーケティングセミナー
（カフェスタイル）
大阪 15時〜17時 アプリ運用戦略勉強会

知識などの情報がまとめられています。
今年もお

今までは、
「アプリクッキングメディア」のボタンから閲覧できる

世話に
なりまし
た！
よいお年
を！

ようになっていましたが、全てのカテゴリの記事が混在している状
態で、
情報を探しにくいというお声もいただいておりました。
新しくなったアプリでは、
「アプリ制作に関する知識」や「市場レ
ポート」、
「運用サポート」、
「ニュース・リリース」など、
カテゴリごと
にボタンが設けられたので、
ほしい情報をすぐに見つけ出すこと
ができるようになっています。
もちろん、
アプリクッキングニュース
やほやほやのバックナンバー、
また代表山下のブログや副社長坂
口のブログもこちらからご覧いただけます。
ぜひ、
アプリクッキングの公式アプリから最新の情報をチェック
してみてくださいね！

★ 重要なお知らせ ★
12月28日(木)〜1月4日(木)は、年末年始および社員研修
のためお休みをいただいております。セミナー等のイベン
トは開催しておりませんのでご注意ください。また、お問
い合わせへのご連絡は1月5日(金)以降となりますので、ご
了承くださいませ。

2017年を振り返って
2017年を振り返ってみると、一番初めに思い浮かぶのは
Apple社の審査です。審査が非常に厳しい状況になり、
アプリ

本社

｜ 東京都中央区東日本橋 2 丁目 11-5

神戸支社 ｜ 神戸市中央区下山手通 3 丁目 15-3
カスタマーセンター

TEL : 0120-117-854
受付時間 10:00〜18:00（平日）

MAIL
URL

アプリクッキング
公式アプリ

ニニギノビル 3F
キャセイビル 3F-A

contact@appcooking.jp
http://appcooking.jp
＞ 詳しくは

アプリクッキング

説明会やワークショップなどの最新のイベント情報を

で検索！
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配信中！アプリから開催スケジュールも確認できます！

アプリダウンロードは
こちらから！

その２

しいサービスも予定通り発表できました。
さらに「ニュースレ

働き方改革へのチャレンジ

果、
お客さまには大変ご迷惑をおかけしました。

ター」
と
「ほやほや」
という取り組みも始めました。

アプリコンサルタントの新システム
で、女性フリーコンサルタントを育成
します。主婦や子育て中の女性も活
躍できる働き方を目指します。

ただ、Apple社の審査が厳しくなっていくことに関しては、

これらの新しい取り組みなどが重なり、社員一同本当に多

アプリクッキングはネガティブには考えておりません。むしろど

くの業務をみんなでなんとかこなしてきたという状況だった

んどんアプリのクオリティを求められることで、
より良いアプリ

2017年。
お客さまにもご迷惑おかけすることも多々あったと

ができると信じています。
その結果、11月には予定通り大幅ア

思いますが、近い未来、
お客さまにとって頼りになる存在にな

ップデートを行なうことができ、全部で100箇所以上の改善を

りたいと一層強く思った年でした。

行ないました。
これから、
お客様のアプリのアップデートを順

2018年のスローガンは「Letʼs think together」
2018年は、
「Letʼs think together 〜一緒に考える〜」を

好評配信中！

また、2017年前半には「Biz10」
と
「PROモデル」
という新

のリリースまでに時間を要したケースが増えました。
その結

新しいスローガンとし、新たな気持ちで社員一同邁進していく

株式会社 アプリクッキング

次行なっていく予定です。

考えです。
私たちの強みは何か？そう考えたとき、私たちはこれまでお
客さまと一緒にいろんなことを考えながら進んできたという

けない何かがあるとすれば、
それは開発力ではなく、
コストパ
フォーマンスでもなく、
お客さまのビジネスパートナーとして
一緒に考える存在であることを目指していきたいと考えてい
その3

ます。
2018年も新サービス含め、新しいことにどんどんチャレン

ことに気がつきました。
アプリ開発会社は他にもたくさんあ

ジしていきます。今後もより良いさまざまな形の公式アプリを

り、今後アプリ開発の需要は伸びると予想される中、
アプリク

ご提案できるよう公式アプリのみに集中して引き続き頑張って

ッキングは市場での最大化を目指すのではなく、最適化を目

いきますので、
どうぞアプリクッキングをよろしくお願いいたし

指すことに集中します。
その時に他社とは違う何か、他社に負

ます。
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セミナー開催「500回」
アプリアンバサダーのかたと共に、
さまざまなテーマでセミナーを開催
します。
さらに、年間で500回のセミ
ナー開催を目指します。

アプリクッキング

で検索！
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今ご利用い ただいているアプリが 、自由にカスタムできるようになりました！
標準カメラでQRコードを読み取ることができる
2017年は、開発に力を入れてきた年です。
そして
ついに2017年12月、
アプリクッキングのアプリが、

APPCOOKING
custom なら、

オリジナル機能を追加したりと自由にカスタムがで
きるようになりました！

「今使っているアプリが自由にカスタムできるよう

2017年12月現在、みなさまに

亘ります。
そこで、今回アプリクッキングではアプリのカスタ

アプリがあなただけのオリジナル機能でどんどん進

費用や保守費用を大幅に削減し、低価格でのアプリ

化します！
（※現サービスは「APPCOOKING cloud

制作／運用を実現してきました。
しかし、
アプリムー

こちらの「APPCOOKING custom」のサービス

ナル機能を追加できるわけではありません。

ご利用い ただいているアプリはすべて

について詳しく知りたいかたや、
サービスの変更を

今みなさまにご利用いただいているアプリはすべ

APPCOOKING
cloud です。

プリクッキングカスタム）」を開始しました。あなたの

なさまのアプリの機能を一括管理することで、制作

があります。

になった」
と言いましても、
そのままの状態でオリジ

ムができるサービス「APPCOOKING custom（ア

これまでのアプリの特徴は、
クラウドシステムでみ

オリジナル機能追 加 が 可 能 に！

ドが進む今、
アプリに搭載する機能の要望が多岐に

ご希望されるかたは、
お気軽にアプリクッキングま

て、
クラウドシステムで一括管理している

でお問い合わせくださいませ。改めて担当者からサ

「APPCOOKING cloud」のサービスです。
オリジナ

ービスについてご説明させていただきます。

ル機能を追加できるようにするには、
「APPCOOK-

（アプリクッキングクラウド）」
となります。）

（※お問い合わせは下記アプリクッキングカスタ

ING custom」のサービスに変更していただく必要

マーセンターまでご連絡ください。）

今までは みんなが 同じ機能

これからは あなただけのオリジナル機能が 追加できます！

APPCOOKING cloud

APPCOOKING custom

アプリクッキング クラウド

アプリクッキング カスタム

基本機能のみのシンプルなアプリ。

オリジナルの機能を搭載できるアプリ。

誰もが同じように運営できるお手軽なサービスです。

付加する機能次第で独自の運営ができるサービスです。

アプリで
自分のネイルを
記録できるように

基本機能のみで構成されたシンプルな定番のアプリです。手軽かつ安価でアプリを
制作／運用できるので、誰もが同じように運営することができます。
オリジナルの機能を
追加することはできませんが、随時アプリクッキングによる新機能の追加（一斉バージョ
ンアップ）
を行なっていきます。

性別や年齢別に

アプリにオリジナルの機能を搭載して、独自の運営ができるサービスです。
「APPCOOKING cloud」のアプリが土台になっており、初期性能として基本機能が搭載されています。
アプリ制作時はもちろん、運用後などお好きなタイミングでオリジナル機能を追加できます。

送りたい！
カメラ機 能

お問い合わせを

APP

APP

A
B

A

チャットに

APP

したい！

G

C

基本機能

基本機能

プッシュ通知機 能

プッシュ通知機能

プッシュ通 知 機 能

クーポン機 能

クーポン機能

クーポン機 能

スタンプカード機 能

スタンプカード機 能

スタンプカード機 能

会員証機能

会員証機能

会員証機能

基本機能

APP

APP

I

アル バ ム機 能

商品カタログを
アプリから
閲覧できる

E

APP

基本機能

基本機能

プッシュ通知を
アプリからの

APP

したい！

マイページ機 能

ようにしたい！
セグメント
プッシュ通 知 機 能

D

基本機能

カタログ機能

APP

H

独自の
予約機能をつけて
広告媒体から

基本機能
チャット機能

基本 機 能
イベント
カレンダー機 能

APP

F

脱却したい！
イベントが
多いので
カレンダーから
開催情報が

基本機能

マイページ機 能

予約機能

見たい！

アプリクッキング
カスタマーセンター

お 問い合 わ せ は こ ち らか ら
アプリクッキング

で検索！
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0120--117--854

受付時間
10:00 〜18:00（土日祝日を除く）

メールからの
お問い合わせ
contact@appcooking.jp

3

