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Make your Brand
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お客様の製品をスマートフォンのカメラでスキャンするだけ。
たったこれだけで消費者をお客様
のきらめくブランドの世界へと導くことができます。製品情報の提供、
ソーシャルネットワークへ
のリンク、製品認証や流通経路のトラッキングまで実現可能です。
コンピューターを利用して読み取れるデータが増えた今日、BRAND ENHANCEMENT によ
り、
バーコード以外の方法でもデジタルコンテンツへのアクセスが可能になります。
ホットスタンピング加工のロゴやホログラムなどの洗練された要素を、
バーコードに代わるもの
として読み取ることで、
ブランドの世界への新たなデジタルゲートウェイにすることが可能です。
BRAND ENHANCEMENT により KURZ は、
ブランドコミュニケーション、
より製品を魅力
的に見せる演出、偽造品からの保護をシンプルでわかりやすいコンセプトによって提供します。
スタンピングフォイルとソフトウェアのユニークな組み合わせ：
BRAND ENHANCEMENT by KURZ は、
お客様のブランド戦略を理想的に促進します。

BRAND ENHANCEMENT by KURZ
モバイルマーケティング、
デコレーション、
ブランドプロテクションのためのシンプル
でわかりやすいシステム

お客様のブランドが消費者とどのような方法でコンタクトを取る
にしても、BRAND ENHANCEMENT by KURZ は、優れた魅
力と、多彩なコミュニケーションとブランドプロテクションを組み
合わせたサービスを提供します。
ブランド自身にその魅力を語らせてください。

アピール：
モノクロのバーコードがお客様の製品パッケージに印刷されること
を避け、
デザイン性を損なわず魅力的で洗練された印象を消費者
へアピールすることができます。
ホットスタンピングによるロゴ、
メタ
リックまたはホログラムの文字がパッケージの魅力と価値を高める
だけではなく、BRAND ENHANCEMENT の一部としてデジタル
の世界への扉を開きます。
コミュニケーション:
消費者とブランドとの対話は、
スキャンが実行されるとすぐに始まり
ます。
この時点から、消費者はお客様とお客様のマーケティングコン
セプトによって定義された、次のような内容を体験できます:
·
·
·
·
·
·
·

製品情報
クロスセリングの提供
インタラクティブなゲームの提供
SNS等を使用した対話オプション
製品登録
製品認証
アフターサービスとメインテナンス品の提供

他

セキュリティ:
ホログラムのような視覚的セキュリティ機能を導入することで、製
品を偽造から保護することができます。
デジタルデータとして読み
取り可能な機能を組み合わせることにより、
オンライン認証の提供
も可能です。

ソフトウェア ソリューション:
カスタマイズされた IT ソリューションのソフトウェアスペシャリストである
adorsys (KURZ Group のメンバー) と共同して、
お客様のニーズに合った
コンセプトを開発します。
アプリの開発から、既存のシステムへの接続、完全
な IT ソリューションまで、要件に完全に適合したサービスを提供します。
オペレーティングシステムに関係なく、機能、
インターフェイスデザイン、
また
それらへの接続をお客様のために特別に設計します。

多様なスタンピングフォイルの使用例と、
それらをさまざまなデ
ジタルコンテンツと接続する方法をご紹介します。
BRAND ENHANCEMENT by KURZ のコンセプトは、
お
客様のモバイルマーケティング戦略に統合できるユニークなオ
プションの一つです。
お客様のために特別に開発されたスマートフォンアプリと、信頼
性の高いスタンピングフォイルを組み合わせて、魅力的なデザイ
ンのロゴ、写真、ID 番号、2Dバーコードなどの要素から、消費者
をモバイルマーケティングの世界へと導くことができます。
製品マニュアルやホットラインへの素早いアクセスを消費者に魅
力的な方法で提供し、
クロスセリングのチャンスを活用し、
キャン
ペーンをオンラインで展開することができます。店舗検索や製品
認証サービスを提供することで、顧客の行動傾向などの重要な
情報も入手することが可能です。
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BRAND ENHANCEMENT により、
メタリッ
クのロゴによるユニークなコミュニケーション
機能を提供できます。
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デコレーション
ホットスタンピング、
メタリック効果、盛り上げ加
工による付加価値の提供
ブランドプロテクション
初歩的な偽造からの保護
Alufin® Special によるエンボス加工

BRAND ENHANCEMENT® by KURZ
BRAND
ENHANCEMENT by KURZ®
www.brandenhancement.com
www.kurz-group.com

95003098.8/14.2

コミュニケーション
顧客フィードバック、
クロスセリング、
アフターサ
ービス、
ストーリーの提供など、
ブランドオーナ
ーが任意に決定したサポート

BRAND ENHANCEMENT により、
スマート
フォンの映像で映画館にいるかのような臨場感
を与えることができます。
コミュニケーション
製品サポート、
キャンペーン、
ソーシャルネットワー
クへの接続、製品情報、店舗検索、
シーズンごとの
特別オファーなどを案内
デコレーション
オリジナルホログラムによって様々な視覚効果が
得られ新たな価値を提供

スマートフォンのアプリでパッケージ上のロゴなどをスキャ
ンすることによって、任意に設定されたデジタルの世界へユ
ーザーを導きます。
スタンピングフォイルを異なる手法や仕
上げに加工することで、下記のように識別させることが可能
です：
· メタリックのホットスタンピング
· ホログラムの画像
·	ID番号
· ホログラムのバーコード

ブランドプロテクション
高品質な視覚的セキュリティ要素による偽造防止
SpectraSeal®の単一柄スタンピング

BRAND ENHANCEMENT によ
り、見た目の美しいバーコードを提
供します。
コミュニケーション
製品サポート、URLへのリンク、製品
情報、店舗情報を提供可能
デコレーション
QRコードをホログラム状に、
またはメ
タリック状に演出することが可能
ブランドプロテクション
ホログラムの要素により、偽造に対す
る保護機能を向上することが可能

BRAND ENHANCEMENT により、製品をカスタマ
イズすることができます。
コミュニケーション
製品サポート、位置情報、
カスタマイズ、顧客情報の収集
などが可能
デコレーション
メタリックの個別番号で付加価値を与える
ブランドプロテクション
オンライン登録、認証、
トレーサビリティーを提供し高レ
ベルでブランド保護を提供
LIGHT LINE® による個別コード

カスタマイズされた部分蒸着タイプ
TRUSTSEAL® QRコード
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LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG
Brand Enhancement
Schwabacher Str. 482
D-90763 Fuerth
Germany
Phone: +49 911 71 41-834
Fax:
+49 911 71 41-507
info@brandenhancement.com
www.brandenhancement.com

The information provided herein is given with utmost care and according to our best knowledge and experience
as of the date of this document, but NO REPRESENTATION, GUARANTEE OR WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED IS MADE AS TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION OR TO ANY
SPECIAL QUALITY OR FITNESS OF THE FOIL FOR A SPECIAL APPLICATION. This information does not release
the customer from his own liability for care examination, in particular with regard to the incoming goods inspection
and any fitness of the respective foil for his intended use. This especially applies to any further production steps
including but not limited to production steps following subsequent to the foil application and which may have considerable influence on the result of the application process, but which are completely out of the control of KURZ.
All supplies and services shall exclusively be subject to the Terms and Conditions of Sale of LEONHARD KURZ
Stiftung & Co. KG or the Terms and Conditions of Sale of the respective KURZ-company respectively, valid at the
time of conclusion of the respective sales contract and depending on which company acts as seller, as well as the
Technical Specification (TS) of the respective foil. You may find the Terms and Conditions of Sale on the homepage
www.kurz.de or on the homepage of the respective KURZ-company respectively. On request we will provide you
with a paper copy of the Terms and Conditions of Sale and TS. All patterns and designs owned by KURZ. Reproduction strictly forbidden. Infringements will be prosecuted. All rights reserved. Issue 03/2015 - This document
supersedes all previous issues. BRAND ENHANCEMENT by KURZ as well as the logo BRAND ENHANCEMENT
by KURZ are registered trademarks of LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG.
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