最 先 端 の〈 おもてなしB G M 〉

B G M

Business Growing

Music

お客さまを音 楽でおもてなし
お客さまを音楽でおもてなししたいオーナー様に、
あらゆるソリューションを提供するFaRao PRO。
これまでの常識を変える、最先端の業務用BGMサービスです。
音楽による心地よい雰囲気づくりはもちろん、
お店の集客やブランディングまでをお手伝い。
さあ、
あなたも今日からFaRao PROをはじめてみませんか。

多彩な
音楽チャンネル

店内放送を
自由にデザイン
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POINT

1

多彩な音楽チャンネル
Wide range of music channels covered.

FaRao PROはJ-POP、洋楽、歌謡曲、
ジャズ、
クラシック、etc...音楽のオールジャンルを網羅。

業界最多の

3,000＋

最新ヒット曲
は日々更新！

チャンネル

FaRao PROの音楽チャンネルは業界最多の3,000以上。他

FaRao PROのライブBGMには各年代のベストヒッツやJ-POP

社にはないレアな音楽ジャンルを採用しているだけではなく、

の最新曲がてんこ盛り。いつもは静かなJAZZで
「おもてなし」の

演奏楽器やボーカルの有無、雰囲気や季節、テーマによって

お洒落なカフェも、今日は結婚式の二次会で貸切パーティー。

細かく分類。さらに「こんなチャンネル作って！」というお客様

ハッピー＆パワフルなゲストに合わせて、
今日は最新洋楽チャン

やオーナー様からのリクエストにもお応えして、常に新しい

ネルで音楽の“お色直し”をしてみましょう。

チャンネル を追 加して いき
ます。もちろん業界初の大手
レコ ード会 社 音 源 を使 用し

週刊J-POP
チャート

たFaRao PROは音質もお
墨付き。バリエーション豊富
なチャンネルと共に、最高の
「音楽のおもてなし」をお手

週刊洋楽
チャート

週刊演歌
チャート

伝いします。

メンタルヘルス

街の話題は

BGMでリラックス

radikoから

「ストレスチェック義務化法
（改正安衛法）
（
」2015年12月施行）

radikoはエリアにあるAMラジオ、FMラジオが聴ける音声

に伴い、
従業員のメンタルケアを目的とした職場改善への関心が

サービス。忙しいオーナー様や店長様からのご要望にお応え

高まっています。
このような企業様のニーズを基に、
FaRao PRO

しました。仕込みや調理など開店準備に忙しい時でもラジコで

では、専門家の監修に

今日のNEWSや流行、話題をチェック。世の中の動きやトレンド

よるメンタルケア専用

を耳から仕入れ、お客様との対話やコミュニケーションに活か

の 音 楽 チャンネ ル を

すことができます。

用意しました。
「 少しで
も働きやすい環境を」
を テ ーマ に 食 堂 や 休
憩 室 、仮 眠 室 など、仕
事 の 合 間 に 音 楽 でリ
ラックスできる環境づ
くりをお手伝いします。

POINT
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店内放送を自由にデザイン
Multi functional broadcasting systems offered.

オリジナルの音楽や広告、
アナウンスを自由に組み合わせて、
お店独自の店内放送をお作りいただけます。

タイマー機能
をフル活用

ローカル再生機能
で広がる用途

曜日や時間帯によってお店のコンセプトや客層は変わります。

FaRao PROは、たとえば

たとえば、朝は緩やかなボサノヴァ、午後は賑やかな洋楽、夜は

ご自分が演奏したオリジ

落ち着いたスロージャズ、
とい

ナル音源、お店からのオリ

うように時間帯毎に違うチャ

ジナルメッセージやアナウ

ンネルをタイマー設定、さら

ンスをタイマー設定して店

に伝えたいお店の情報やおす

内放送に使用することが

すめ商品のCMを割り込み再

できます。サプライズの演

生。こだわりぬいた音楽で大

出に、
ご自身やお店のプロ

切なお客様をおもてなし、
そし

モーションに、
アイデア次

て、さりげなくお店や商品をア

第でさまざまな用途にご

ピールすることができます。

活用いいただけます。

POINT
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お客さまを音楽でつなぐ
Music designed for customers amused.

お店のFaRao PROとお客様のスマホを音楽でつなげる新しいO2Oの仕組みをご提案。

来店客だけ
もらえる特典
FaRao PRO設置店にお客様が来店すると、GPSによる位

さらに便利な

認証システム
近接認証機器によるプッシュ通

置確認によって、お客様のスマホにある「FaRao」
（ 個人向け

知を使えば、
お客様が入店する

音楽アプリ）からお店の情報画面にアクセスすることが可能

と自動的に
「お得情報がありま

になります。お客様は「お店情報」画面で、今流れている音楽

す」
などのメッセージを送り、
ス

のアーティスト情報や曲名を確認し

ムーズにお店の情報画面につ

たり、クーポンや来店ポイント、有名

なげることが可能です。音楽を

アーティストの発売前の楽曲や未発

きっかけとして自然な形で、お

表曲、アイドル・有名人の生声やレコ

店とお客様を結びつける、
つな

メンドチャンネルなど、来店者だけの

がりを深める…。
FaRao PRO

お得なプレゼントを手に入れること

が提案する今までにない新しい

ができます。

Ｏ2Oの仕組みです。

※お店情報の開示は任意で設定できます。

※O2O：オンラインtoオフラインの略
※近接認証機器は別売となります。
詳しくはWebサイトでご確認ください。
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センター管理サービス
Central management services.

複数店舗の運用効率やブランディング効果を高めるためのサービス・機能が充実。

BGMで

複数店舗を

ブランディング

一括管理

複数店舗のブランディングにこだわりたい、
というオーナー様

「ブ ラン ディングの 統 一 や 宣 伝 効 果アップ の た め に 各 店 舗

のためにFaRao PROの音楽コーディネーターが客層や店舗の

のチャンネルを本部センターでコントロールしたい」という

コンセプトにふさわしいカスタマイズチャンネルを制作します。

ニーズ に お 応 えできる の が 集 中 管 理 機 能です。時 間ごとの

お洒落な内装、おいしい料理、センスの良い器、上質な接客、
こ

BGM変更や開店・閉店のメッセージ、キャンペーン告知、タ

れらの顧客サービスにぜひ、
こだわりの音楽を加えてください。

イムセール・アナウンス等の差し込みなど複雑な編成をすべ

お店に流れる音楽はお店からの重要なメッセージ。そのおもて

てのお店に一括送信。各店舗の運用負荷を軽くすると共に、

なしBGMはお客様の印象に深く刻まれていきます。

全店共通の店内演出が可能となります。

POINT
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最先端の安心設計

Advanced and high quality security design.
本格的なBGMサービスを支える安心の基本設計、誰でも簡単に扱えるインターフェイス。

高音質＆
最新システム

工事不要で

いつでも

らくらく設置

音質の違いでも、他サービスと決定的な差をつけるFaRao

FaRao PRO導入に際して複雑なケーブル工事やアンテナ設置

PRO。
レコード会社提供のオリジナル音源をデジタル配信する

工事は一切不要。チューナーをインターネット回線につなげる

ことにより、安定したハイクオリティの再生品質を実現。天候条

だけで、その日からすぐにすべての機能をお使いいただくことが

件によるノイズの発生はなく、臨場感いっぱいのサウンドをい

可能です。
お店の移転や他店舗での使用にも柔軟に対応。
スピー

つでもお客様にお届けします。そしてシステムはアップデートに

カータイプは設置場所の変更も自由自在、タブレットタイプは

よって常に最新。今後新しく追加する機能もすぐにお使いいただ

Wi-Fi+Bluetoothスピーカーにつなげば、
コードレスでスタイ

くことができます。

リッシュに使用することができます。

どこでも使える

ネットがあれば

2020年東京オリンピックの開催に向けて、公共スペース、公共施設での公衆無線LANの普及が期待されています。FaRao PROタブ
レットは専用回線の代わりに公衆無線LANによるインターネット接続でもお使いいただくことが可能となります。もちろん、モバイ
ルインターネット（ワイヤレス方式の高速インターネット接続サービス）等
でも快適にお使いいただけます。
また、一時的な使用であれば、携帯電話の
「テザリング」での使用も可能です。

※公衆無線LANは電波の強弱やアクセス集中によって動作が安定しない場合があります。必ず接続環境をご確認ください。
※テザリングは通信会社が制限するデータ量の上限を超えない範囲でお使いいただけます。
専用でお使いの場合は１ヶ月に約240時間
（上限7GByteの場合）
までお使いになれます。
上限設定については通信会社のホームページ等でご確認ください。
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お役立ちアプリ満載

Full of useful applications for businesses.
BGMサービスに加えてお店の運営に役立つ様々なアプリを搭載。
さらに続々追加予定。

いろいろ使える

店舗ソリューション
FaRao PROは単なるBGMサービスではありません。お店の運営に必要な会計や
シフト管理、在庫管理、クーポン・ポイント、レシピ、貸切パーティー時に役立つエ
ンタメ系など、店舗運営に使える便利なアプリをご用意しています。もちろん新し
いアプリも続々と追加予定。お店の特徴に合わせて、
アプリケーションを使い分け
ることでますます便利になるFaRao PRO店舗ソリューションにご期待ください。

【アプリ例】

クーポンアプリ
お店のクーポンやポイントを気軽に発行できる
アプリ。お 客 様 のスマホ に 発 行した クー ポン を
使って来店訴求が可能です。BGMチャンネルの
プレ ゼントと組 み 合 わ せ て 効 果 的 な プ ロ モ ー
ションを実現しましょう。

エンタテイメントアプリ
誰もが知っているボードゲームや抽選ゲームな
ど、貸切パーティやイベントを盛り上げるアプリ
をご用意しました。また、さまざまなジャンルの雑
誌が読めるアプリもおすすめです。

バックオフィスアプリ
従業員のシフト管理や会計などのバックオフィス
アプリが充実。お店で負担になっている店舗業
務を便利にするアプリにも対応しました。そのほ
か、サイネージアプリや在庫管理アプリなども順
次追加を予定しています。
※アプリについては提供時期や内容について予告なく変更する
場合があります。

タブレットチューナー専用機能

ここもポイント

市販のCDも使えて、

JASRACへの申請・登録は一切不要
店舗での音楽違法再生に対する取り締まりは年々強化される

きを代行しますので、安心してBGMサービスをお使いいただく

方向にあります。業務利用はもちろん個人使用（塾、サロン、セミ

事ができます。もちろんお気に入りの市販CDやアナログレコー

ナー等）であっても、無許可で複数のお客様やゲストに音楽を

ドも併 用してお 使いいた だけ る ので、こだわりの「 おもてなし

提供する行為は違法とみなされ、処罰や罰金の対象となります。

BGM」をさらにブラッシュアップすることが可能です。

FaRao PROをお使いいただくお客様についてはすべての手続
※著作権を侵害した場合、懲役3年以下または罰金300万円以下（法人は1億円以下）の罰則規定があります。

サービスラインナップ

NEW

タブレットチューナー

FTRW100
タブレットならではの新機能を満載。
さまざまな店舗での運用を考えた、
使えるタブレットチューナー。
●音声入出力：
［入力］
内蔵マイク

●外形寸法： 123.6mm
（幅）
×
209.8mm
（高さ）
×11mm
（厚さ）
●本体：ガラスタッチパネル＋ラバーコーディング

［出力］
内蔵スピーカー、
イヤホン
●付属品：ACアダプター/USBケーブル/
オーディオケーブル/OTGケーブル/

●重量：306g

クイックガイド
※仕様および外観は予告なく変更することがあります。

スピーカー一体型チューナー

デジタルチューナー

NCP-FP1

NRP-FP1

オンキヨー製

オンキヨー製

アンプ・スピーカー一体型。
この一台があればすぐ聴ける。

お店の音響機器にプラス。外部入力も豊富で聴き方いろいろ。

●定格出力：
［フルレンジ］
2ch×20W

●音声入力：
（デジタル）
OPTICAL×1、
COAXIAL×1

●最大外形寸法：395mm
（幅）
×

［ウーファー］
1ch×40W
［フルレンジ］
8cmコーン密閉型×2ch
●スピーカー：
［ウーファー］
12cmコーンバスレフ型×1ch

67mm
（高さ）
×190mm
（奥行）

（デジタル）
OPTICAL×1、
COAXIAL×1
●音声出力：

●質量：4.8kg

（アナログ）
PRE OUT×1

●その他：USB×1、
ETHERNET×1

※仕様および外観は予告なく変更することがあります。

●最大外形寸法： 190mm
（幅）
×

（アナログ）
LINE IN×1

195mm
（高さ）
×124mm
（奥行）

●質量：1.1kg
●その他：USB×1、
ETHERNET×1

※仕様および外観は予告なく変更することがあります。

INFORMATION
『今ならお得なキャンペーン情報』
『FaRao PROの使い方』
、
『お申し込み』
、
『ご利用の相談』
、
はコチラへ

FaRao PRO公式 Webサイト
PCから 〉〉〉 FaRao PRO

総合お問い合わせ先

今すぐアクセス

検索

www.faraopro.jp/
スマホから 〉〉〉

0120-951-031

受付

月～金曜日 10:00～18:00
※祝日および弊社休業日を除く

〈販売代理店〉

株式会社フェイス
〒107-0062 東京都港区南青山6-10-12
フェイス南青山 FaRao事業ユニット
●記載情報は2015年3月現在のものです。サービス内容や製品の仕様、
デザインは改良のため予告なく変更することがあります
●本文記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
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