
Pinto
集客できるソフトの販売、顧客管理業務をサポート致します。

新規のお客様からリピーターの方まで囲い込むことができ、自社のブラン
ディング向上に繋がります。 店舗様に合わせた多機能な顧客管理を行い、
ライバルに差をつけましょう。



 年間広告費用に数百万円をお支払することができない

SNS などを運用していない、または集客ツールとして運用できていない

近郊店舗または自店舗にSNS 投稿記事がある

再来店がないお客様に関して、再来店してほしい…と思っている

立地や割引等ではなく、サービスや内容で集客したい

雨天時や平日、突発的なキャンセル時の空席対策が出来ていない

口コミが波長する仕組みや仕掛けがあり運用にのっている

該当項目は何カ所当てはまりましたか？

弊 社のシステムをご検 討中の方へ

７つのポイント  r poi

下記の小規模店舗様の成功するポイントの中で、
1 つでも該当項目があれば要検討、
2 つ以上チェックが入るようでしたら
高いメリットを感じて頂ける内容になっております。



会社概要のご紹介

会社概要

社 名

株式会社ベクトル

代 表 者

代表取締役  西辻　好和

所 在 地
〒859-3161
長崎県佐世保市口の尾町55番地1

T E L

0956-30-6601

F A X

0956-30-6602

設 立

平成9年3月1日

資 本 金

300万円
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ごあいさつ

About Us
私たちについて



3



大手市場への流出
上記のデータから、消費者はインターネット（スマートフ

ォン）を活用して情報収集をするが、店舗経営者は IT の

導入に関して導入障壁を感じている場合が多く、需要と

供給のミスマッチが起きてしまっている。

需要
供給

リスク対応

IT人材不足

コスト負担

導入のコスト負担

技術等流出の恐れ

社員のIT活用能力不足

0 0 50

経営者のIT活用能力不足

アドバイザーの不在

その他の課題

IT の導入・利用を進めようとする際の課題プライベートで知りたい情報
の収集手段

10 20 30 40 50 60 700

PC

テレビ

友人や家族から

雑誌

新聞

タブレット

スマートフォン

その他

IT導入に関して、約80％が費用対効果と従業員
のITスキル、導入のコスト負担が大きな導入障壁
になっていると考えられる。※２

もっとも多かった回答が PC やスマートフォンな
どインターネットを活用して情報収集をするとい
う手段が挙げられる。※１

70 ％ 80 ％

需要と供給のミスマッチ
スマートフォンの利 用が増 加 傾 向にある現 代 社 会の実 状 調 査

M m t



リスティング広告
費用を掛けて検索エンジンから
1キーワードが検索された際に
上位表示される「検索連動型広
告」になります。

検索エンジン対策
費用を掛けてホームページの内
部施工見直し等を行い、検索エ
ンジンから評価の受けやすいサ
イト構築を行います。

アプリ/ SNS
ブログやソーシャルメディアを
利用し、記事を投稿することで
検索エンジンに表示されるキー
ワードを増やします。

インターネット上にある様々なページの
玄関口となる巨大なWebサイトのこと
をいいます。 検索エンジンやリンク集が
掲載されているサイトを経由し、Webサ
イトにアクセスすることから、港（port）
の派生語で「入口」という意味を持つ「ポ
ータル」サイトと呼ばれるようになりま
した。

ポータルサイトとは？

ポータルサイト
費用を掛けてポータルサイトに
登録を行うことで、宣伝を行う
方法。費用を掛けた分だけ上位
へ掲載することができる。

! "

店 舗への流 入を増やす方 法の中で、 最も効 果 的な対 策とは ?

インターネット集客方法 A r  cu omers
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ポータルサイトに掲載することによる良い点と悪い点

メリット・デメリット !"t# $%&

▲「日本経済新聞」にて楽天離れを示唆

最大手「楽天」にて屋号様 / 中小事業者様のポータル離れが続出。通称「楽天税」と呼ばれる売り上げ
への課金や広告費、通信費など楽天に払うお金が年々増加することで、費用対効果を見出すことが出来
ずに退店する店舗様が多いようです。

Merit

Demerit

大手のポータルサイトの場合、
掲載されることがのステイタスになる。

ポータルサイト

広告宣伝の恩赦を受けられる可能性。

来店の目的がクーポン目当ての
お客様が多い為、リピート率が低い。

高額な費用をかけなければ、トップページに
掲載はされない。

口コミ自体に信憑性が低く、反響が
下がってきている。

毎年のように掲載費が値上げされている。

加速するポータルサイト離れ

悪評がついてしまった場合、撤廃するために
多くのコストが必要。
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Google-PC版

Google-PC版

35 ,000 円

Yahoo-PC版

45 ,000 円

合計金額
1 80,000 円

Yahoo-PC版

Google-スマホ版

45 ,000 円
※1ヶ月の運用実績

Yahoo-スマホ版

55 ,000 円
※1ヶ月の運用実績

Google- スマホ版

Yahoo- スマホ版

以前は Yahoo!Japan様のみ対応しており、1ヶ月 /1キーワードあたり ¥30,000
～¥50,000と比較的安価であった対策費用ですが、現在は Google, その他検索エ
ンジン、スマートフォンの普及等の影響があり1 ソースでの対応が難しくなってき
ております。

上記の対策費用は全て 1 キーワードに対して掛かる費用の為、複数のキーワード対
策をしようとするとその分の費用が発生。4 つのソースにそれぞれ広告費用を払う
のは大手以外の屋号・小規模事業者様では現実的には難しい状況です。

!

キーワード検 索 数と対 策 費 用

「代官山 美容室」 S ar  En  Optimiz tio
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Google-PC版

初期費用

35,000円

成果報酬（最大値）

95,000円

合計金額

130,000円
SEO対策は現在、検索順位を上げるのに最も効果があると考えられておりますが、

業者に依頼をした場合は高額な費用が掛かり、個人レベルで対策をするのはハード

ルが高いというのが実情となっております。また、キーワード対策は時間経過と共

に効果が薄れていく為、検索エンジン上位を維持するには費用を払い続ける必要が

あります。

̖ߪว⸘㗵ߩ↪⾌

渋谷区  美容室

代官山  美容院

代官山  カット

代官山  美容室

代官山  カラー

代官山  ヘアサロン

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
（位）

（月）

5
10
15
20
25
30
35
40
45

50以下

施工前

※ 予測シミュレーション

キーワード

代官山   美容室
※当社一定期間による調査結果であり、金額を保証するものではありません。

Page1

Page2

SEOランク
ニーズ
競合性

初期費用 SEO成果報酬費用

35,000円 878～351,330円

㵚瓀亠嫎 �4&0⫂鼧产䄄	 㵚瓀غ٭٠٭؞ 
 辐炐⛣┕מ

㚺催յ4&0㵚瓀ךס鞝榫ֿ냕ַء٤ؔطتٛ

キーワード検索数と対策費用

「代官山 美容室」 S!ar" En#$ Optimiz%tio&
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上記の Google アナリティクスの解析結果から見てわかるように、月

間検索数 5,600件の「代官山 美容室」のキーワードから、新規での

訪問はわずか195件。検索キーワード件数の約1/28程度という結果

に。検索エンジンでは1位でも売り上げが1位になるわけではないよう

です。

ઙᢙࠬࠢࠕߩࠄ߆࠼ࡢࠠ

トップページには表示されていない。

1. 534 7.37 00:03:48 34.83% 15.73%

2. 195 6.03 00:03:20 72.31% 34.36%

3. 119 10.09 00:05:56 56.30% 9.24%

4. 88 8.74 00:05:25 20.45% 18.18%

5. 83 6.39 00:04:14 37.35% 34.94%

6. 62 9.45 00:05:24 53.23% 8.06%

7. 61 6.61 00:03:39 63.93% 18.03%

8. 60 10.38 00:06:28 46.67% 16.67%

9 ape's hair 41 5 59 00:03:42 19 51% 4 88%

2,720
: 48.91% (5,561)

6.25
: 5.71 (9.59%)

00:03:34
: 00:05:07 (-30.37%)

54.41%
: 46.29% (17.55%)

33.86%
: 35.46% (-4.51%)

2. 195 6.03 00:03:20 72.31% 34.36%

4. 88 8.74 00:05:25 20.45% 18.18%

6. 62 9.45 00:05:24 53.23% 8.06%

8. 60 10.38 00:06:28 46.67% 16.67%

キーワード 訪問数 訪問別ページ
ビュー

訪問時の平均
滞在時間

新規訪問の
割合

直帰率

代官山 (店名)

(店名)

代官山 美容室

代官山 

代官山 美容院

代官山 ヘアサロン

代官山  salon

代官山 カラー

代官山 パーマ

※ Googleアナリティクス

キーワード

「代官山 美容室」
全体訪問数

2,720件

キーワード別訪問数

195件

新規訪問の割合 (全体 )

約54％
新規訪問の割合 (キーワード別 )

約72％

一昔前まではウェブサイトを持っているお客様が少なかった為、SEO

も簡単に上位表示ができましたが、現在は検索エンジンの仕様や競合

の増加、SEO業者の増加に伴いSEOが1位でもファーストビュー（前

ページ :Page1参照）の外れに表示されることもあるようです。

SEOኻ╷ߩ⁁

SEO1位

一昔前との比較

SEO対策を検証 S!ar" En#$ Optimiz%tio&
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国内ユーザー数

アクティブ率（利用率）

日間アクティブ数

利用目的

2,100万人

65.4％
（日間）

1,373万人

情報取得

グループ+他人

23.5％
（400万人）

5,800万人

3,432万人

グループ

コミュニケーション

59.1％
（日間）

6.4％
（350万人）

2,400万人

35.7％
（日間）

858万人

グループ

情報取得

9％
（200万人）

1,980万人

60.6％
（日間）

1,320万人

グループ+他人

情報取得

17.8％
（300万人）利用者増加率（前年比）

情報共有 ( 拡散度 )

アクティブ率や前年比との増加率だけでなく、顧客満足度や利用時間

なども近年急激に伸びてきている Instagram。国内の登録ユーザーは

2900万人を超え、2015年10月よりセルフサーブ（自社運用型）広

告出稿が可能になりました。費用対効果がよく、高い効果の見込める

媒体として非常に注目度が高いです。グループ以外の見知らぬ人にも

情報が提供され、拡散力がもっとも注目されている販促方法です。大

手フランチャイズ店や有名店舗も続々導入中です。

߽ࠅࠃ⚝ᬌ࠻ࠗࠨ 505ᐢ๔߇ᾲ㧋

Instagram߇ޔ ᦨ߽505ࠆߩ

3000万人

1500万人

0
Oct 2010 Jun 2015 Mar 2016 Dec 2016 Oct 2017 Sep 2018

日本の Instagram 利用者推移

 䇗鵽禈㘃ⱶ⥝⺸מն䇗鵽禈㘃ⱶ⥝⺸מն

各 S N S の利用状況

SNS広告の期待・効果 !"ci# N$tw%&ing Ser'(
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ᐢ๔⾌↪㧧ᐔဋࠢࠢ࠶නଔ � ₪ᓧᢙ

Facebook

Facebook ¥９０ ¥639,742 7,108 ¥１３，０５６

追加施策 平均クリック単価 コスト 獲得数 獲得単価

平均クリック単価 90　×　獲得数7108　＝　639,742円 /月額

Instagram

I ns tagram ¥245 ¥124,085 2 ,510 ¥8 ,863

追加施策 平均クリック単価 コスト 獲得数 獲得単価

平均クリック単価 245 ×　獲得数2510  ＝　614,950円 /月額

Twitter

Twi t te r ¥82 ¥134,575 5 ,900 ¥13 ,458

追加施策 平均クリック単価 コスト 獲得数 獲得単価

平均クリック単価 82　×　獲得数5900　＝　483,800円 /月額

SNS広告平均費用579,497円 /月額

S N S 投稿で成功するには、常に情報発信をする必要があります。

SNS広告に掛かるコスト!"ci# N$tw%&ing Ser'(
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S N S 上にお店の宣伝が上がります ( S N S 広告をお客様で無料で実施 )

SNS投稿での拡散 !"ci# $tw%&ing ser'(

投稿 ᢔࠗࠫࡔ

㧕ǩ

フォロワーのいいね数

323人

非フォロワーのいいね数

239人

繋がりのないユーザーからのいいね

40％

左記の投稿から、いいねをした人

※上記データは弊社運営サイトにて弊社独自調査による結果であり、効果を保証するものではありません。

お客様が投稿した記事が、各SNSのタイムラインやハッシュタグ

検索、発見ページで表示されるようになります。お店を利用した

ことがない方や、投稿者と繋がりのない方にもお客様の投稿内容

によっては記事を表示させる機能により更なる拡散効果が期待で

きます。

562

フォロー中

フォロー中

フォロー中

フォロー中

フォロー中

発見ページ

12

桑原唯偉人



h a s h f o l l o w なら、お客様へ全自動でのアプローチが可能

競合店の利用者に対してアプローチ

現フォロワー数

1,289人

いいね平均数

113いいね

フォロワー増減数

14,2人 /日

現フォロワー数

3,499人

いいね平均数

408いいね

フォロワー増減数

38,8人 /日

2

0
10月 11月 12月 1月 2月 3月

00

500

1000

1500

2000

2500

3000

4000

3500
・・・フォロワー数推移

2

（期間：　ヶ月）※2017年3月現在

0
0ヶ月 1ヶ月 2ヶ月

2

00

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

・・・フォロワー数推移

ᬌ⸽࠲࠺ 㧤ઁ␠ߩߣࡓ࠹ࠬࠪߩᲧセ

㓸ቴࠗࠫࡔ

他社システム 弊社システム

Step1
競合店のお客様が
来店後に

Instagramへ投稿する

Step2
投稿された

Instagramに上がる

Step5
URLから

自店のページへ飛ぶ

Step6
自店ページの投稿に
興味を持ち来店する

Step3
システムが投稿記事を

見つけ、
リアクションする

Step4
競合店のお客様の
スマートフォンへ通知

業界初

スマートフォンに通知
されることで
興味が湧く
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お客様の声を紹介

hashfollow 活用事例

࿁ࠍࡓ࠹ࠬࠪߩޔߪߢ߹ࠆࠇ

ޠߥߌࠊࠆ᧪ߡࠎߥ㓸ቴߢPUVCITCm+ޟ

̖ߚߒ߹ߡߞᕁߣ

ో⥄േ࠴ࡠࡊࠕߩߢ

居酒屋

ᣂⷙળຬߩ��㧏એ߇
SNSࠍߡ᧪ᐫߣ࿁╵

2એᄁ UP

鍼灸整体院

焼肉店

実録

開院してすぐの頃は紙面広告などの媒体を活用して集客をしてお
りましたが、導入後はSNS投稿のキャンペーンを実施しました。
新しい施術のメニューやキャンペーンの情報、施術の空き時間ま
でお客様に投稿していただきまして、多い日で１日３組の新規顧
客を獲得することもあります。

導入前と比較して売上が2倍以上になり、SNSからの口コミでお
店を知ってもらった後に来店いただけるのでリピート率も高いで
すね。店内黒板のみで告知をしていたお店のおすすめメニューを
お客様がSNSにアップしたことで一気に拡散！「このメニューが
食べたくて来ました」というお声を多数いただいており、お客様
にも満足していただけるため非常に嬉しいです。

今回のシステムを使っていて一番うれしかったのは、自動でお客
様へアプローチが出来ることですね。私は普段1人でお店を回し
ているので、営業時はオーダーから調理、お会計などのお客様へ
の対応に追われてしまうため、なかなか時間も取れない状態が続
いていました。それが今回のシステムは自動でいいね、コメン
ト、フォローをやってくれる上にそれが集客に繋がるので、まさ
に求めていた夢のようなシステムです。
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偆锺ֽס㵉坎מ㸐סי匡䍔靕㸬ֿ⺪茣ն

IBTIGPMMPXע偆锺겏㵉מ偆锺겏㵉מ䒣ַךّطتبն

「いいね」してくれた
  一般ユーザーの
  非フォロワー割合

69％

イメージ図

I n s t a g r a m を活用したシステムについてのご紹介

h a s h f o l l o wに関して

※本サービスは別途オプション(保守契約)となります。

※あからさまに営業目的でのコメント及び利用はInstagramの規約違反となります。
詳しくはInstagram利用規約をご確認下さい。

ֽ䈘ס鋗◄מրַַנցׂי 亠ס┕♓յ׆כג㷽塷釤ס亠ג
ؚنֿ ٘بؠؓס־亠ַםַי٭ٞ ם䈘湳ֽככնגך٤
ַ儔全㲘מ㵚י⪒舅Ⳃֿز٭ٞوؓך⭳全םמ☽עّطتب յׂ㛻
䣆䇶⼔מ䌕ׄכ׆ֵךّطتبַם㲔䚉ն� ؚن˥ ⮣٭ٞ
亠גז䈘湳ֽי״

ׂינַַ ؚن˘ֿ┕♓ס亠ג ַֹכַםַיזםמ˙٭ٞ
ٞوؓי㵚מ˙㲘喋ֽס二釨ַםסכ׆ג׀䈘ֽדױ˘סյ㛡丗עכ׆
ַכַי全⭳ֿز٭ նױםמכֹ׆
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投稿を定期的に行うことで結果が出る。国内最大
級の強力な集客ツールである事を実感。記載以外
の記事にも多数のお声をいただき、大成功の結果
になりました。

⽎ኻࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪ 㧤 ᐫࡦࡔ

ハッシュタグ条件

「新宿」「ラーメン」「西新宿」「つけ麺」「グルメ」「油麺」
「味噌ラーメン」「台湾混ぜそば」「麺処 誇」

実録

@mendokoro.hokori さん
凄いボリュームですね‼(*^^*)　どれ
も美味しそうなラーメンです。

今度食べに行きます

こちらは平太周さんのあぶ
らですか？

すごくぼりゅーみー！です
ね！ぜひまいります！

新宿のどこなんですかー？

ラーメン大好きです。お店

すごい企画ですね !! 家が近かったらい
きたいぐらい♪

はどこなんですか？

ラーメン美味しそーです

@mendokoro.hokori さん

いいね！2 9 2件 いいね！3 7 1件

検 証 結 果

効果を検証するためのシミュレーション実験

効果測定 h!"f#$w
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2週間で多数の「いいね」、1記事あたり100いい
ね！の獲得に成功し、コメントにおいても来店傾
向の高いコメントをいただきました。実来店のお
客様からも、「インスタ見ました」との声も多数。

⟤ኈቶߢലᨐ᷹ቯࠍ㐿ᆎ 㧒ᬌ⸽ᦼ㑆 : 20ᣣ㑆㧓

ハッシュタグ条件

「新宿」「西新宿」「美容室」「美容院」「カット」「油麺」
「カラー」

実録

検 証 結 果

素敵です

一覧で拝見していたら目に留ま

お店はどこにあるのですかー？

素晴らしいです♪

カッコイイ

ったので立ち寄らせて頂きました (*^_^*)

お店は新宿のどこにありますか？

かわいい　　成人式にこの髪型

お店はどこら辺にありますか？？

新宿に住んでいるので今度立ち
寄らせて頂きますね

で行きたいんですが、予約はとれますか？

いいね！1 0 5件

実在する店舗でも検証を実施

検証実験 h!"f#$w

17

桑原唯偉人

桑原唯偉人

桑原唯偉人



ᐢ๔⾌↪ޔߕߌ߆ࠍ ߇ᐫ⥄߅ 505 ޔ߽ߡߊߥߡߒ↪ࠍ
ߡߞߥߣᐢ๔Ⴁ߇ቴ⥄り߅ 505 ᄢᚑഞ㧋ߦ㓸ቴߩߢ

お客様が投稿する旬の食材や調理の風景、店内の
景観を見て興味本位で検索していたユーザーも来
店に繋がっている。

⍮ࠅว߇⍮ࠅวࠍ߱
ญࠦࡒ᧪ᐫࠍታޕ

㘩ࠣࡠߴఝ⦟ᐫ

施術風景やスタイリストの雰囲気、実際にカット
されたヘアスタイルなどを SNSで投稿するお客様
が急増！クーポン広告が主流の美容業界で、一歩
先を行くSNSからの口コミ集客に成功。

ߩᣂⷙࠅࠃߦᯏ⢻ޠ⊑ޟ
ᐫ㧋᧪ߏ߇ቴ߅

ฬ⟤ኈቶ

インターネット上のキャンペーン広告が主流だっ
た戦略をSNSに転換後、お客様が販促活動を
SNS上にアップロードし、大反響！

߇⌀ᛩⓂ౮ࠆࠃߦቴ߅
505 㧋ߦ㗴ࠇߐᢔߢ

ฬ ࡦࡠࠨஜᐽࠢ

従来の大手ポータルサイト広告やWEB サイトの対策をしない小規模店舗様でも成功例が続出！

大手チェーン店以外でも大反響の S N S !

S N S の反響 !"ci# $tw%&ing ser'(

18

桑原唯偉人

桑原唯偉人



弊社システムなら
4ヶ国語対応

外国人のお客様にお困りではないですか？

多言語化

2020年、東京オリンピックの影響もあり、多言語化の需要が高まっ
ております。多言語化に対応することにより、これまで集客につなが
らなかったターゲット層や、外国人のお客様の取り込みが期待できま
す。また、ソフトを多言語化することにより急な外国人のお客様への
対応も可能なります。ユーザビリティと信頼性の高いソフトは
店舗様の集客活動を最大限支援し、 売上アップが期待できます。

外国人のお客様に対応し、
売り上げの最大化を図りましょう

韓国語 英語 日本語 中国語

※Google翻訳APIを使用し自動変換を行うため、
精度の保証は致しかねます。
※利用規約、プライバシーポリシーに専門言語が多いため、
専門家による翻訳となります。
※店舗が設定できる画像や動画(メッセージや予約スタッフなど)
は変換対象外となります。

言語設定は

スマートフォン端末の

設定状況に準じる為、

面倒な設定も

オペレーションも不要です。

桑原唯偉人



ポイントの設定が自由に行え、
商品サービスや割引等の
お店に合ったサービスを還元可能

アナログカードのデメリットとして、顧
客の財布の中は既にポイントカードであ
ふれている場合があり、紛失や再発行の
手間なども発生する可能性も考えられま
す。

従来の携帯ポイントシステムでは、フェリカ・QRコード
とお店のオペレーションが重くて出来ないという欠点が
りました。弊社システムでは、Bluetoothを利用するこ
とでオペレーションが軽減！アプリをインストールして
いればお店のレジ前での混雑を防ぎ、飲食店のように来
店から退店までの導線を気にすることはありません。

端末を店頭の機械にかざすことでポイン
トを貯めるシステム。オペレーションの
原因によりレジ付近が混雑してしまう場
合がある。

2回目以降のご来店のお客様なら端末を立
ち上げることなくポイントを貯めること
が可能になり、オペレーションの軽減も
見込めます。

W i - fi

B l u e
T h o o t h

従来システム

お店の導線にとらわれる
ことなくポイント利用激増！

大手一般市場システム 弊社独自システム

従来システム等との比較

ポイントをソフトで管理

桑原唯偉人



⇇㒢ߩᇦࠣࡠ࠽ࠕ
インターネットの普及により紙媒体の閲覧率が激減し、費用対効果を見込めない。

㜞㗵ߥឝタ⾌↪
効果を出すには高額プランや多額の費用が必要になり、資本力のある店舗には勝てない。

⥄ᐫㆇ↪ߩ㒢⇇
店舗ページの運用では既存客とのコミュニケーションに溜まってしまい、

投稿を促そうにも導線がないとお客様も動かない。

個店に残された集客方法とは？

集客の方法 A!r"#$ cu%omers

上がらない順位

SEO対策

費用が高い

リスティング広告

費用が高い

大手ポータル

費用が高い

SNS広告

SEARCH
ENGINE
OPTIMIZATION

活用方法不明

SNS運用

誰も見ない

チラシ

人が通らない

看板

住所不明

DM

ＮＥＷ
ＯＰＥＮＮＥＷ

ＯＰＥＮ
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当たり前の話ですが、ターゲットとしているお客様にお店が配信して

いる情報が伝わらなければ来店動機を形成できない為、実来店につな

げることは出来ません。人が通らない場所に看板を立てたり、宛先の

わからないDM、ポータルサイトに登録しても上位表示されなければ

お客様のもとに情報をお届けすることが出来ずに流れてしまうといっ

た可能性もあります。

新規のお客様のクーポンの割引分は回転率を上げて、通常料

金で通っていただけるリピーターのお客様から回収するか、

通常価格を高めに設定することで回収するしかありません。

本来目指すべき「お店からお客様へ、お客様からお客様へ」

の宣伝や口コミの連鎖で集客を行える店舗。このような店舗

は新規のお客様のみに依存しない傾向にあります。

ᐢ๔ଐሽဳ
Before

⥄Ꮖቢ⚿ဳ
After

費用 : 年間数百万円相当
クーポンに依存している顧客

行き届かない情報

宣伝や口コミの連鎖で
集客を行える店舗へ

ޔߪߦࠆᓧࠍᖱႎ߇ቴ߅ ੱ߿⍮ੱߩ

ญࠦޔ߿ࡒ ᄢᚻᐢ๔ᇦࠍਛᔃߚߒߣᐢ๔߆ߒࠄ߆

ᖱႎࠍᓧ߇ࠆ᧪߹ޕࠎߖ

広告依存型の集客体質から、自己完結型へ

市場で勝ち残る店舗作り① A!r"#$ cu%omers
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㧩ߪߦࠆߌߟ߮⚿ࠍߟੑ

お客様が店舗を探そうとする時、目的意識があってお店を検索します。本来は利用

したいお店であっても情報を得ていない、もしくは道のりが煩雑になりすぎている

ため、たどり着けていないというのが原因として考えられます。一方店舗側はお店

の本質を理解してご利用して頂けるお客様に来店してほしいとは思っておりますが、

実際はお店の良さが伝わっておらず来店に繋がっていないという現状です。

情報拡散によりお客様とお店を繋げます

市場で勝ち残る店舗作り② A!r"#$ cu%omers

弊社サービスの導入をご検討のお客様は61ページの料金構成をご確認下さい。

ど
こ
か
に

い
い
お
店

な
い
か
な…

ご
紹
介
の

お
客
様
が

増
え
な
い
か
な…
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ᒰࠪࠬޔࠄߥࡓ࠹�ේೣࠍᔀᐩ࠻ࡐࠨ

来店回数が増えれば増えるほど、サービス内容やポイント、
フォロー等が上手く行える為、お客様の満足度が高くなり
ます。逆に来店回数が少ない場合、お店の傾向や店員さん
の顔がわからない為、お店のサービス、ポイント、アフタ
ーフォローが上手くいかずに再来店率が下がってしまいま
す。3回目移行も来店していただける常連様に対するサー
ビスやアフターを初めて来店されるお客様(新規客)に対し
て行うことが出来れば、リピート率UPに繋がります。

「３回来店でまた来てくれる？」来店傾向調査

（リピート率推移 当社調べ）

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1 -2 2 -3 3 -4

x＝来店回数  y＝リピート率

≒⇒3 回目 4 回目 8 9 ％

≒⇒2 回目 3 回目 4 3 ％

⇒ ≒1 回目 2 回目 1 0 ％

あなたのお店はうまくいっていますか？

店舗成功の三原則

集客方法の主軸がクーポンなどの付加価
値に依存しており、お客様の来店動機が
クーポンや割引のため、再来店に繋がら
ない傾向に。既存のお客様も更なる付加
価値を求める為、悪循環になっている可
能性があります。

集客販促
お客様の情報の取得、管理が出来ていな
い店舗。また、取得をしていても運用が
出来ていないためにお客様に合ったアウ
トプットを生み出せず、集客につながら
ない。

顧客管理
個別に的確なアドバイスが出来ておらず、
それが伝わらないので顧客満足度に繋が
らない。市場大手である楽●やヤ●ーを
はじめとする他社商材のように、一斉配
信メール等では需要に見合わず逆効果に
なる可能性も。

アフター

After FollowmanagementSales Promotion
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᧪ᐫᦼ߅ࠍቴᲤߦ⥄േࠅഀߢޔߒ⍴❗ࠆߖߐ

㈩ାࠫ࠶ࡔߢേ⥄ߦ⠉ᣣߩᐫ᧪ߏ

御礼連絡や来店時期を予測したメッセージを自動で配信します

自動メッセージ機能 !"#m$t%& me'a(

主要SNSであるLIN●では予約配信機能がついておりません。

LINE@利用では無料アカウントで1000通/1ヶ月までの制限付き

で可能ですが、業務用で使用する場合、月に利用できる回数に制

限があるため運用するのは困難になっています。LINE@有料会員

になると月額5400円の費用が発生します。

主要SNSであるLIN●単体では未実装

弊社システムなら
追加費用なしで標準装備

お客様A

お客様B

お客様C

29日後
来店！

38日後
来店！

55日後
来店！

2回以上来店のお客様の周期をシステムが自動で解析。来店周期を短縮する為のアプローチが自動で可能となります。
(来店周期短縮の案内をクーポン付などで案内)  ※ 来店周期の設定をシステム登録をすることで初回からも設定可能。

任意の日付で再来店を促すメッセージの送信が可能です。

リピート率

UP!

UP!
使用回数
年間

来店
来店周期30日
のお客様

来店周期40日のお客様

来店周期60日のお客様

来店

来店

○○様
先日はご来店いただきましてありがとうご
ざいました。
当店ではゆったりとリラックスしていただけ
ましたでしょうか？

次回のご来店時に使用可能なクーポンを
つけさせていただきましたので、是非ご活
用ください。

スタッフ一同、またのご来店を心よりお待
ちしております。

36
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全自動で特別なメッセージを送りましょう

自動メッセージ機能② !"#m$t%& me'a(

お客様一人ひとりに誕生日当日のメッセージを配信できます。
おおよその時間設定をすることで、管理の手間をかけずに細
やかなサービス展開が可能となります。また、失客してしまっ
たお客様の再来店化や、次回以降の単価アップにも大きく役
立ちます。

ࠫ࠶ࡔࠖ࠺ࠬࡃ

⥄േ㈩ା߅⺀↢ᣣએᄖ̖߽ߦ

○○様
いつもご利用いただきありがとうございま
す。
一周年記念キャンペーンの残り期間が7日
間まで迫ってきました。
期間中はお好きなメニューを50％OFFで
ご利用いただける、お得なキャンペーンに
なっておりますので是非ともご利用くださ
いませ。

○○様のご来店を心よりお待ちしておりま
す。

キャンペーン期間のお知らせ

敬老の日 父の日 成人式結婚記念日 母の日

メッセージ(一例)

イベントの
1週間や10日前に
自動でアプローチが可能
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Ᏹߦᦨᣂߏࠍ࠼ࡢࠠߩឭଏ⥌ߔ߹ߒ

過去のその日に起こった歴史的なニュースや事件を表示します。

細やかな絞込み検索から、お客様に対して最適なご提案が可能になります。

今日が何の記念日なのかを表示します。

本日が誕生日の著名人を表示します。

過去のその日に亡くなった故人の命日を表示します。

今話題の最新キーワードを表示します。

「メッセージ配信のネタに困る」を解決します

今日は何の日？ T!ay’s Tren"

トレンド情報の確認は
管理画面から簡単操作

①出来事

②記念日

③誕生日

④忌日

⑤トレンド

表示されるキーワードは　  カテゴリー5
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管理画面から配信操作も、特殊な操作や技術は一切不要です。

本日や明日の来店傾向値が高いお客様へ購買販促！

しばらく来店されていないお客様へ配信！

閑散期などにポイントを絞りアプローチ！

絵文字、ページリンク、お客様のお名前、
店舗情報も手間をかけることなく入力が可能に！

管理画面から今までにない来店促進が可能

会員検索画面 M!m"r s!ar#

᥉Ბ߅࡞ࡔߩᠲߢ◲නࠫ࠶ࡔߦ㈩ା

見込み客へアプローチ

○○様
いつもご利用いただきありがとうございま
す。
一周年記念キャンペーンの残り期間が7日
間まで迫ってきました。
期間中はお好きなメニューを50％OFFで
ご利用いただける、お得なキャンペーンに
なっておりますので是非ともご利用くださ
いませ。

○○様のご来店を心よりお待ちしておりま
す。

キャンペーン期間のお知らせ

掘り起しのアプローチ

メッセージ配信は絞込みで個別に配信

キャンペーン告知

絞り込み検索

気になるメニューサイト閲覧日来店予測

カルテ情報住所登録日

ポイント有効期限満足度来店日

広告コード性別来店周期

ご職業誕生日利用金額
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S N S 投稿で成功するには、常に情報発信をする必要があります

店舗集客のあるべき姿 A!r"#ting cu$omers

ᄁ㧧㘈ቴᢙ � ቴනଔ � ᧪ᐫ࿁ᢙ

売上 / 利益 UPの方程式

既存客

口コミ

口コミ

口コミ
口コミによる「顧客数」増加

顧客数 /来店回数UPの為の手段 ( 例 )

弊社システムには

顧客数、来店回数を

上げる施策があります。
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お客様からお客様へ、店舗情報を拡散していきます

S N S への投稿を促す !"ci# N$tw%&ing Ser'(

21 Mar 2016

アプリをインストールしてお得な情報をGET 
マッサージ
紹介コード:012 massage.xxx/xxxxxxx

Example
@Example

マッサージ
2017 年８月 28 日

クーポンをここから GET!! マッサージ
アプリをインストールしてお得な情報を
GET!!

アプリをインストールしてお得な情報をGET 
マッサージ
紹介コード:012 massage.xxx/xxxxxxx

紹 介 コ ード 付 きク ー ポ ン の 配 信 が 可 能

ਥⷐ SNSߩߣㅪേᯏ⢻ࠆࠃߦᢔߢᐢ๔ᨒࠍޔߦߕࠊ

ߊߥߣߎࠆߌ߆ࠍ↪⾌ 505 ᢔ߳⺃ዉޕߔ߹ߒ

来店中、または来店の直後が一番SNSへの投稿をして頂きやすい

タイミングです。そこにお店からお礼を込めてSNSへの投稿を促

すメッセージを送ります(全自動)。プッシュ通知の「高い開封率や

伝達速度の早さ」といったメリットを活かすためには、「効果的な

タイトルを付ける」「配信の頻度や時間帯の考慮を考慮する」など

創意工夫を施して、上手く活用していきましょう。

EXAMPLE 今

その他1件の通知

プッシュ通知で表示される全自動メッセージ配信機能
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顧客に合わせたサービスの提案や店舗改善に

アンケート機能

生の声から店舗改善

飲食店などで「人気No.1」などと書かれているメニューを見
たことはありませんか？人気メニューはついつい試したくな
りますよね。実際に来店されたお客様の声から集計したラン
キングは、お客様の満足度向上にも役立つことから双方にメ
リットがあります。

メニュー選びに迷ってしまった経験は誰しもがあると思いま
すが、そんな時にまず目に入るのが「当店人気ランキング」
などグランドメニュー以外のメニュー表です。常連のお客様
だけでなく、初めてお店にご来店されたお客様にも喜んでい
ただけるサービスの提供が可能になります。

ੱ᳇ᛩࠍᵴࡘ࠾ࡔߚߒ߆ᚑ㧋

お客様に人気のある商品を分析し、
分析値から新たなサービスの提案に

当店人気 N o .1 の表記により購買意欲を促進 「当店人気ランキング」の作成が可能に

飲食店

ネイル店

ߦឭ᩺ࠬࡆࠨ߿ᣂຠࠄ߆ჿߩቴ߅

New item
NEIL
SAMPLE

お店の運営や営業時間、メニューなどのアンケートを実
施し、匿名や本人特定を選択が可能なフルーオーダーア
ンケート機能により、実際に来店されているお客様の傾
向を把握し、店舗改善やご提案に繋げることが可能にな
ります。アンケート回答者限定の特典を用意するなど、答
えることによる付加価値をプラスすることで回答率の向
上も期待できます。

お客様の傾向や好みを予測し、好まれる(ヒットする)新
商品やサービスの提案が可能になります。お客様に対し
て満足度の高いサービスを提供することで、口コミを強
力に誘発します。
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ታ㓙ߦ᧪ᐫ߅ࠆߡࠇߐቴߩะ୯ࠍᛠីࠆߔߢ

ᐫ⥩ᡷༀߏ߿ឭ᩺߇ߣߎࠆߍ❭ߦน⢻ޕߔ߹ࠅߥߦ

アンケートの結果からお客様の傾向を把握できます

効果測定 E!"#$ m"%ur"me&$

■お客様の｢来店日｣について調査

実際に来店されるお客様の休日を

把握することで売上の最大化を！

Q. ｢定休日はいつが良いですか？」

月
火
水
木
金
土日

■｢営業時間｣について調査

お客様の希望時間を把握する事で

売上の最大化を図れます。

Q. ｢閉店時間はいつが良いですか？」

20時
21時
22時
23時
0時

その他

■｢サービス｣｢価格帯｣について調査

価格帯の見直しや料金設定の

変更に有効！

Q.｢サービス･料金は適正ですか？」

安い
やや安い
普通

やや高い
高い

無回答

■｢ご要望｣｢取り組み｣の調査

サービスの見直しや地域唯一の

ご提案などの検討に有効！

セット料金やお得なサービスが欲しい。

営業時間を伸ばして欲しい。

ラインナップを増やして欲しい。

Q.｢ご要望事項等は御座いますか？」
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自動でカルテを生成し、お客様の傾向を把握

カルテ機能 E!"#$ m"%ur"me&$

ߦ᧪ᐫ੍᷹ߩᣣޔߢߩࠆࠇࠄߡ┙߇

ᦼߦวߡߖࠊ⽼ଦో߇࠲ࡈࠕ߿⥄േߢน⢻㧋

※PCは手入力でカスタマイズ可能

副店長

髪のダメージでお悩み

高級トリートメントを提案

院長

肩こりでお悩み

次回指圧をご提案

店長

髪のボリュームでお悩み

縮毛矯正を提案

スタッフ

Ａ5ランクの肉を希望

地ビールを提案

お好きなお酒

お好きな料理
ビール 日本酒 ワイン ウイスキー 利用技能 針治療 指圧 低周波 マッサージ

気になる箇所 首 肩 腰 足肉 魚 野菜 鳥

お客様が好きなサービスや傾向がわかる為、一人ひとりに最適なご

提案が出来ます。また来店履歴から最近ご来店されていないお客様

へのアプローチも最適なタイミングで全自動配信いたします。

+
来店履歴からお客様の傾向調査

カルテ情報からお客様を分析

Aさん
来店履歴

Bさん
来店履歴

Cさん
来店履歴

Dさん
来店履歴

これ一台で 4認証
・音声
・Felica (おサイフ)
・Bluetooth
・Wi-fi

来店検知 /かざしていただくか
PC・タブレットから入力で自動でカルテを作成！
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SALE

レポート分析から問題点を把握しましょう

レポート分析機能 !p"# $n%y&'

ᬺ⒳ߕࠊㅢߩ㗴ὐޔ߇ߔߢ

⽼ᄁଦㅴࠍⴕ߁ਛߢቴⷰ⊛ߦಽᨆ߆ߔ߹ߡ߈ߢ㧩

当社システムでは時間別の来店者数や売上傾向を
曜日別に、過去12週間分の情報分析が可能！

来店周期が不明の為お客様の傾向値が不明の為 お店の最繁期､
時間が把握できない為

主な店舗経営における問題点

新商品や
キャンペーンの
効果が出ない。

適正な人件費の
管理が出来ない。

何曜日の何時に
お客様が来るのか
わからない。
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様々な角度から分析ができます

レポート分析機能② !p"# $n%y&'

⼾ንߥಽᨆᯏ⢻ࠅࠃߦ⽼ଦ‛ߩࡦࡍࡦࡖࠠ߿

ಽᨆޔࠅࠃߦ ᐫ⥩ࠍᚑഞߦዉޕߔ߹߈

情報誌・DM・ポスティング・チラシ配布の分析に
大きく役立ちキャンペーンなどの戦略に有効です！

会員登録方法と類型を分析 時間・曜日別の売上傾向や
来店傾向を比較

月別の売上傾向や来店傾向
を比較

オンラインの電話予約数や
予約率の分析

時間軸の傾向を比較

総体売上数・総来店数
の増減で比較

お客様の平均来店周期
平均費用単価で比較

新規顧客や再来店率の
分析

職業別の予約数や
予約率を比較

年齢別の予約数や
予約率を比較

売上実績で比較

職業別お客様の来店数や
売上を比較

年代別のお客様の来店数や
利用金額を比較

ご来店動機の割合比較及び
売上来店数の比較

会員様の性別や年代の分析

お客様の傾向で比較
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2 4 時間対応も可能になります

業務改善にも貢献

ࠄ߆ࡦࠦ࠰ࡄߪᠲߩࡦࠗࡔ

1. 大画面で見やすい

2. 早い処理速度

3. 作業性が高い
※ソフトのインストールを行う為、パソコンのご用意は必須です。

1. 外出先でも安心

2. 携帯性に優れる

3. 通勤時に更新可能
※ソフトのインストールを行う為、パソコンのご用意は必須です。

✕ᕆᤨࠄ߆ࡦࠜࡈ࠻ࡑࠬߪᠲ

ᄖవࠄ߆࠻࠶ࡉ࠲ߪߢ

1. 直感的な操作が可能

2. 外出先でも安心

3. 閲覧性が高い
※ソフトのインストールを行う為、パソコンのご用意は必須です。

会員管理も簡単！

プッシュ配信、予約管理も！

簡単＆快適操作！
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スタッフ毎に管理できる為、細やかな店舗経営に対応

予約管理 !ser"tio#

ࡓ࠹ࠬࠪ⚂੍ߚࠇ߹↢ࠄ߆ቴ߅
簡単操作、全自動来店促進、全自動フォローアップ店舗経営が可能に。

1.予約時メール

ᣉⴚࡈ࠶࠲ࠬ߿ߣߏࡘ࠾ࡔߩߦߣߏ
ޕࠎߖ߹ࠅ߁߽ߪߣߎߔ߷ߎࠅขࠍ⚂੍ޔߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔࠍቯ⸳ࡦࠗߩ⚂੍

予 約 お 知らせ 機 能

お客様のスマートフォンに
ご予約の日時や時間、担当者やクーポン等をカスタマイズし、自動でご案内します。

2.前日メール

予 約 お 知らせ 当 日
ア ラ ート通 知 機 能 ( メー ル 利 用 )

失 客 当 日
ア ラ ート通 知 機 能 ( メー ル 利 用 )

予 約 お 知らせ 前 日
ア ラ ート通 知 機 能 ( メー ル 利 用 )

ご予約の前日にお客様へご案内をします。
予約をうっかり忘れてしまうといった事を防止します。

3.当日メール ご予約の当日にお客様へご案内をします。
お知らせは予約開始予定時間の1時間前まで自由にカスタマイズ可能です。

4.失客時メール ご都合によりご来店出来なかったお客様に対して、再度予約の打診を行います。
送信対象者の選定、アラート(メール)本文等は自由にカスタマイズできます。

5.フォロー
メッセージ(自動)
メッセ ージ 機 能 に 提 案
内 容 を 入 れ て送 信 も可 能

顧客ごとのカルテに保存されている「提案メモ」を
アラート通知(メール利用)の本文へぞ道で挿入して
送信が出来ます。これにより次回の来店に向けて提案にも繋がります。

来
店
し
た
お
客
様
に
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ᜰฬ߇߇⚂੍ߡߞ߹ߒߡߞࠍ̖ߥࠄ⸃ᶖ

6.空き状況の確認が可能
空き状況の確認が出来るので、当日の予約もスムーズに。
電話での予約時に希望日を断れてしまうなどの事態を解消できます。

5.オトクな情報をゲット
お店から送られてくる最新情報やお得な情報をいち早く入手できるので、
来店することのメリットを感じられお店の親近感アップにつながります。

4.いつでも簡単予約
24時間365日、いつでもどこでもスマートフォンからの予約が出来る為、
幅広いお客様への対応が可能になります。

3.作業時間の削減
アラート機能(メールDM)は郵送のDMに比べてコストや作業時間を
削減することが出来る為、リアルタイムに情報発信することが出来ます。

2.来店サイクルの短縮
来店後のフォローや次回の来店促進、イベントの告知等、効果的かつ
リアルタイムなアラート配信(メール利用)で、来店促進に有効です。

1.予約機会損失の削減
24時間365日、いつでも予約の受付が可能になる為、予約機会の損失を
削減できます。

ᯏ⢻⚂੍ࠆߔㅪേ߇ᯏ⢻ߩߡో

䏼全ّطتب

䌃炘ّطتب

細かなご予約にも臨機応変に対応

予約管理② !ser"tio#

Free

1. 店長フリー枠 2.スタッフA 3. スタッフB

Free

1.スタッフBフリー枠 2.スタッフA 3. 店長

従来の予約システムですと、フリー枠の順番が変更で

きないので、新規のお客様に店長が対応中にもし店長

を希望されるお客様がご予約をされた場合、予約を入

れることが出来ずに失客の原因になります。

י꞊מ䨕Ⱏס凂٭ٛن

フリー予約の順番を任意で設定が出来るため、お客様

のバッティングや常連客の失客を防ぐことが可能にな

ります。また口コミなどで来店される新規顧客と常連

様、既存のリピーターの予約受付を同時に行えます。

◀硜ꣽꝴׂם㒪ױ״

1.店長

フリー客

2.スタッフA

3.店長

失客常連客

フリー客

2.スタッフA

常連客
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お店のサービスに満足し、リピーター・口コミ客になりうる

「良質なお客様」が欲しい！

どのようなお客様にご来店頂きたいか、アンケートを取りました

集客に関するアンケート Q!"io#$ir%

世の中の景気が悪くなったからといって、集客をしないわけにはいきません。さ

らに、大手資本の広告戦略の勢いに押されているばかりではジリ貧になってしま

います。どうせ費用や手間を掛けるなら効率よくお客様を集められる方法を取り

たいものです。

上図のアンケート結果から、70%の店舗経営者様は良質なお客様の獲得に努めて

います。“良質なお客様”とは店舗サービスの内容に満足をして頂き、お店のファ

ンになりうるお客様です。お店のファンになって頂く事が出来れば、リピーター

になりお店に通ってもらえるだけでなく、新たなお客様を口コミで呼び寄せるこ

とも期待できます。現在の口コミの手段としては、Facebook・Twitter・

InstagramをはじめとするSNSを利用した口コミが一般的です。お店が宣伝する

よりも友達が“良い”と言っている情報の方が信憑性が高いため、それが集客に

つながる宣伝効果の高い方法だと言えます。また、近年における友人とコミュニ

ケーションを取る方法はメールや電話よりも、LINEの活用が一般的になってきて

います。

70%
20%

10%

良質なお客様
の来店
良質なお客様
の来店

近郊客の来店

その他

どのようなお客様に
来て頂くと、お店の
集客や経営が上手く
いくと思いますか？

問い

今回のご提案では、集客に関するお悩みを解消 !
良質なお客様を獲得できる仕組みをご提供致します。
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Ԙ߅ᐫ߳ߩḩ⿷ᐲ߇㜞

ԙ߅ቴ߇ᛩⓂߥ߁ࠃࠆߥߊߚߒขࠆߡߒࠍߺ⚵ࠅ

ԛ߅ᐫࠍ․ቯࠆ߈ߢᒻߩߢᖱႎ⊒ା

Ԛ505߳ߩᛩⓂ࡞࠷ࠆߖߐ↢⊑ߦ࠭ࡓࠬࠍ

なぜ弊社システム導入店はうまく利用しているのか？

S N S で効果を出す為の条件 S!S

4/4䤷牭מյ㲘ׂםךׄד
ױֽיַדג㚜㛡丗ַֽםֹס׆
4/4䤷牭מյ㲘ׂםךׄד
ױֽיַדג㚜㛡丗ַֽםֹס׆

㲔꤀ס㵵⪌䈘喋עך❆◄סյ4/4䤷牭车ֹס┖♓ךכ׆Ⲗ冽㲔杯

周りのお客様も
SNSに投稿してくれた

新規顧客の獲得 リピート率の向上
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既存の会員様により生まれる新規顧客

お客様から4/4投稿が増加！

他の広告媒体と連動し、登録特典に！

カルテ情報からアフター対策に！

様々な業種の店舗様にご活用頂いております

活用事例 !s" #$udy

来店してくださったお客様が、SNSを通じて他のお客様に宣伝を

してくれるなど、SNSとの連携効果を実感しました。ポイントを

貯めると店舗名入りTシャツが手に入るなど、お客様に喜んでいた

だけるのが嬉しいです。ポイントカードの代わりにもなるし、会員

様に効率的なお知らせが出来るようになったので助かっています。

■飲食店

来店してくださったワンちゃんの写真をSNSにアップすることで

割引クーポンがサービスされる“SNS投稿キャンペーン”を実施し

ました。それによりお客様も愛するワンちゃんをかわいく撮影し、

InstagramやFacebook等で写真をアップしてくれました。お店

の宣伝にも繋がり、キャンペーン終了後も継続的にSNS投稿をし

ていただけるようになりました。

■ペットサロン

ホームページや他社広告媒体には初回の割引特典を付けるようにし

ています。それを見て来店してくださったお客様にチラシをお渡し

し、メンバー登録を促しています。ポイント特典としてリピーター

やしばらく来店されていなかったお客様に対してアプローチが出来

るので、売上も伸ばせています。

■フットケアサロン

初回登録の際にDMの有無やメール配信の有無など、お客様別に情

報を管理しています。両方とも配信が要らないと回答した方は警戒

心が強いので、施術でも細心の注意を払うように心がけています。

また、お客様の症状に合わせて来店後のアフターケアを自動送信す

することで、失客率を下げることにも成功しました。

■整体院
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操作方法や活用提案をしっかりとサポートいたします

初回トレーニング及びサポート !u"#$

商品をご納品するだけで終わりではありません。

ソフトを活用して頂くための操作トレーニングを行い、

電話・メール・遠隔操作によるサポートで活用レベルの向上を行います。

チラシ
活用特典

過去
配信記事

実際にお客様のもとへお伺いさせていただき、システムの説
明や操作トレーニング、お店に合ったシステムの運用方法を
ご提案させていただきます。

■初回トレーニング

�ֽ䈘ס敯媲ؓك ء٤ٛ
�ֽ䈘גז⺬מ鷞榫亠嫎ׇס䬠勅
�䳩⛼ׇס鐄伺
�䳩⛼ء٤ؼ٭ٝعס

4/4孨榫亠嫎ס暠䐂٭ذ٭مٛ
䈘艥斻舅ؔطٛػةٛ؛ס䣒⭳ה
걘㲘ס嵹餉�┘嵹501ס
ٕٜٞؕ㲔杯٤٘ب٭آؼِٖؤ

ֽ㲘喋4/4鏗㵵
氧ꎰ٭ف٤ْמث٭ّت
⪒舅Ⳃَؕع٤♀┙
⮯鵍յ鞄➢ׇثشء榫䙫	僗⨑


弊社サービスと連動したチラシを作成させていただきます。
Facebook,Twitter,LINEと連動が可能になっているため集
客にお役立て頂けます。

■オリジナルチラシ作成

提供ツールやメールの設定などの基本的なことから、売り上
げに直結するノウハウのご提供、販促活動まで幅広く支援を
させていただきます。

■お電話・メールよるお問い合わせ、サポート

お電話でのサポートに加えて、お客様のパソコンに遠隔操作
で弊社より接続をさせていただき、操作方法やサービスをご
説明させていただきます。

■遠隔操作によるサポート

売り上げ対策や販売促進、集客活動における広報紙を郵送さ
せていただいております。自店の集客活動にお役立てくださ
い。

■毎月郵送、サポートニュース

※ご訪問によるトレーニングは1回目無償、２回目以降は有償となります。

ׇ⮵榫㍑丗
⯆םն

TEL：�������������
■朝 9時から夕方 6時までしっかりサポート

【受付】9:00 ～ 18:00　年末年始､土日祝､弊社休業日を除きます。

FAX：������������
■FAX でのご意見・ご要望等はこちら

時間帯等により翌日対応になる場合がございます。

Create an original flyer
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料金構成のご案内

料金構成

会員管理 メッセージ キャンペーン

レポート分析 予約管理 アンケート

ポイント 登録項目設定広告/QRコード

担当へご相談ください
ソフトウェア定価

3,500,000円＋消費税

料金

※各種プランをご用意しております。詳細は担当までご相談ください。
※ご契約内容詳細は「商品売買契約書 兼 保守契約書」をご確認ください。

■保守契約 兼 サービス申込

5,000円 ＋消費税

3,000円 ＋消費税

2,000円 ＋消費税

10,000円

10,000円

＋消費税

＋消費税

8,000円 ＋消費税

4,000円 ＋消費税

5,000円

30,980円

＋消費税

＋消費税

100,000円 ＋消費税

保 守 ・ サ ー ビ ス 名

-C RM -

コールセンターサポート

CRM システム保守

メール配信用アドレス取得、維持

店舗ソフト設定

店舗ソフト保守契約

デベロッパーアカウントサポート保守

システム監視

セキュリティ対策、バックアップ

hashfol low（ハッシュフォロー） 個

台パソコンレンタル

初 期 費 用 月 額 費 用

担当へご確認ください



費用が掛からないサービスというのはありません

広告やシステムの問題点 !r"#m

フリーペーパーやチラシ・SEO対策などのサービスは全て広告費用
としての料金が発生し、長期間の使用するとその分だけ料金は無制限
にかかっていく仕組みになっています。

どんな広告やサービスも2年、3年、10年…と長期間使えば使うほ
ど、費用が負担になります。いくら効果が出たとしても費用を払い続
けている限りは効果が上回った状態を維持することはできません。

通常のシステムや広告媒体の料金システムでは、利用期間が経てば経つほど費用対効果が…。

無制限

նױյⲖ冽ֿ訄㘃ⱶֿعتؤׄד⮆גזյױח

䧏禈מכ׆Ⲗ冽ֿ⭳ַׂמ☼磝تل٭ئסײ

事業経営者

販売業者

利用し続ける限り料金が掛かります

（イメージ図）

①

導
入
費
用
利用年数

նױ氦榟כ鞝榫ֿ䋝չס㕙⺬յ夵僖ס鵟䅻מ

補足情報

Ⲗ冽ֿ⭳גזםׂם侇ס
鞝榫ֿ靷䥵םמ

② Ⲗ冽כ鞝榫ֿ䇖车稗סם
ַט־յⲖ冽ֿך

③ Ⲗ冽ֿ⭳סךױ鞝榫ֿ
靷䥵םמ
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なぜ買い取り型のサービスを推奨しているのか？

弊社サービスに関して Ser!"

当社サービスの場合、一定の期間を過ぎると料金がかからないようになっているため、
効果を伸ばせば伸ばした分だけ粗利益に直結します。また、通常契約と比べて使えば使
うほど効果が出やすく、費用対効果が見込めます。

補足情報

錃⤓䤷鞲鞝�䇶⼔鞝榫璡
钥磬鞝

☔♭鞝٬⩞掂鞝☽
㚞┕٬睱⮵沟

（イメージ図）

䎎炘עךّطتبյعشةٝؠ㜵硜 	 ┉㲊僿ꝴ 
 嵹▼ג䏲ע乢ꄋꮼַױֽי؆ն˥ ⮯鵍⟊㱤乢ꄋꢜׂ

䏼全㑔ס㕙⺬յ⮵榫禈ׄ䶹䣕ַ磙ֽךסַםֿ㲘喋ׇס靷䥵ꄋ갮מ㚺Ⳃױֵע؆ն

䎎炘䬠❠סتل٭ئ㕙⺬

䏼全㑔تل٭ئ 	 ة٭ْؕ 


（イメージ図）

㵵⪌鞝榫
⮵榫䇗丗 ここからは料金がかかりません。

1

2

3
無制限、使い放題で
効果を出すことが可能

鞝榫ꮼׂ僿ꝴ
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厚生労働省 -「雇用保険事業年報 ( 年度 ) 」- より

新規開業率と廃業率 !"s補足情報

⠕☔◄哅╚ס㕙⺬

⠕☔◄哅╚ 	 䈘艥 
ꝧ哅٬䉬哅♭丗礴銶ס

日本全国で約200万店舗ある中、2010年の統計で開業件数は約90,000件に対して廃業件数は約82,000件とほぼ同水準
で、開業した会社の分だけ廃業した会社の数があるという結果が出ております。

廃業件数
開業件数

生存率
廃業率

2001年

2

4

6

8

10

（万件）

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

4.7%4.7% 4.5%

4.1%4.7%4.6%

4.2%4.2%4.8% 5.0%

4.4%4.3%4.4%

4.4%4.0% 4.1%

4.5%4.8%4.6%

4.1%

4.4%

4.4%開業率

廃業率

8
8
0
0
0

8
8
0
0
0

8
2
0
0
0
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2
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0
0
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0
0
0
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0
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2
0
0
0

9
0
0
0
0

8
8
0
0
0

8
8
0
0
0

9
6
0
0
0

8
6
0
0
0

1
0
0
0
0
0

8
8
0
0
0

8
4
0
0
0

9
2
0
0
0

9
4
0
0
0

9
4
0
0
0

9
0
0
0
0

8
2
0
0
0

⭳⪯ � ╈㵸♿哅氫傴礴銶鐧削⫋稴ⱶ䄄

二釨ꝧ哅אֽ־䇗ך�ס澬曍ך䉬哅ַֹכ磵冽מն
廃業 88%

12%

設
立

100%

50%

1 年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10 年目

生
存
率
開業年数

38%

62%
73%

27%
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Ԙዋሶ㜞㦂ൻޔࠆࠃߦ⧯⠪ߩ⽶ᜂ

ԙᶖ⾌⒢Ⴧ⒢ޔࠆࠃߦᶖ⾌⠪ߩ⽶ᜂ

Ԛᣣᧄ⚻ᷣࠢࠬߩ

日本経済衰退による「勝ち組」と「負け組」の二極化

二極化 !"p#ariz$tio%

年々加速する少子高齢化により、高齢者を支える若者の負担が大き

くなることや消費税の引き上げによる消費者への負担が原因により

購買意欲の衰退が進んでおります。また、左図の通り日本の国籍は

年々増加傾向にあります。日本紙幣に対する信用低下が招くハイパ

ーインフレが懸念されており、一般消費者の経済状況はさらに悪化

することが予想されます。

補足情報

1/3.6 1/1.8 1/1

2000年 2025年 2050年

辠鴙頇鞙䙫培

ַֹכ笋ֿמ㲘䑒ף荁ֿׄتل٭ئ⿁よ☪
⟊錞ׂםעյ┘媲ך╈סⳏה磝٬靷ׄ磝ֿ׀זע◅⮆ױն
ם㵧全氳榟ֿؠتյٛכֹױימ鴜⛼כ׆׀ך☪
㱦㲊עꦘםׂյⳏ⮵䫶ײױ׀ךעכ׆؆

 
8％ 10％ 20％



日本国債の推移
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飲食店は起業 2 年以内に約 5 0 % の確率で廃業

営業年別廃業件数 !ose"補足情報

硜ⶐ丗ֿ 䇗♓⫂מ

䇗♓⫂מ�ס��澬曍ך䉬哅
��

��
��

��

�� ��

営業年数

廃
業
率

1年未満

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1～2年未満 3～5年未満 6～10年未満 11～10年未満 16年以上

全体件数
1113

全体件数
380

全体件数
407

全体件数
2243

全体件数
987

全体件数
1364

굁괏䈘סㅀ哅䇗⮯䉬哅♭丗 	  

˥ 䇗  䇗מ㷈䥁׀䗯㕔 �$0. �/䐂ն⺬Ⱏמ⮯ㅀ哅䇗丗סյ䈘艥־╈ס⺬ゖגמ

굁괏䈘ס玮㏐وؕذ⮯䉬哅♭丗 	  

˥ 䇗  䇗מ㷈䥁׀䗯㕔 �$0. �/䐂ն⺬Ⱏמ⮯وؕذյ玮㏐־╈ס⺬ゖגמ

鷨⸻䇗ꝴיַֽמ
⛨㷈	⛨㱝
玮㏐מ⛣糋䈘艥ס䉬哅Ⱏ⺬ע��	♭


営業年数別に見ると、過去6年間において1年未満で廃業した割合は34.5%(2243件)になります。2年以内で

廃業した割合は15.2%になっており、合計すると49.7%となり、約半数の飲食店が2年以内に廃業しています。

住居タイプ：
2847件
（42.6%）

住居タイプ：
2847件
（42.6%）

商業オフィス：1341件（20.1%）

商業オフィス住居：931件（13.9%）

オフィス：556件（8.3%）

商業：375件（5.6%）

商業住居：449件（6.7%）
オフィス住居：179件（2.7%）

立地タイプとは人口や従業者数、小売業年間
販売額等の要素を整理し、エリアの特徴を7
つに分類したものです。店舗の周囲に住居・
人口が多いという特徴を持つエリアは住居(住
宅)タイプや従業者数が多いという特徴を持つ
エリアはオフィスタイプ、小売業年間販売額
が多いという特徴を持つエリアは商業タイプ
などに分類されます。さらにそれぞれの特徴
が混在する場合、例えば人口が多く従業者数
が多いエリアはオフィス住居タイプ、という
ように分類されます。

玮㏐עכوؕذ
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㧩߆ߩߚ߇ᨐ⚿ߥ߁ࠃߩߎߗߥ

※2008年～2013年に居抜き情報 .COMによせられた問合せの中から、店舗の広さ（坪）別に割合を取得。N=6486

2 0 0 8 年～ 2 0 1 3 年の廃業割合

店舗の広さ(坪 ) 別廃業件数 !ose"補足情報

ꝧ哅䏲ꝴַם䈘艥עךյ걘㲘ֿ䫶״㚞┕ֿ㱦㲊מַם꞊
նױםׂ禆禈ֿꦘס鷞ㅀ״גַם鷞鬇鞲ꄋֿם⮆յⶇ
⪮⛮氳ם鷞ㅀ䡵樋ֿ玮כַםַייյ䉬哅⺎耆䓪ֵֿע
նױַױיז

10坪未満：1130件（17.4%）10坪未満：1130件（17.4%）

10～20坪：2938件（45.3%）10～20坪：2938件（45.3%）

20～30坪：1285件（19.8%）

30～40坪：524件（8.1%）

40～50坪：234件（3.6%）
50坪～：375件（5.8%）

店舗の
広さ別
廃業割合

䇶㐠儔嵹ס
䈘艥ֿ�ס
Ⱏ⺬ך䉬哅

䉬哅Ⱏ⺬䇶מ⮯釤כ
 㐠儔嵹ס䈘艥ֿ ��	 ♭ 
 ⶭױַי״ն

商業立地やオフィス立地に比べて、住居立地は客の利用動機が捉えづらいため、

周辺に住む世帯の家族構成や年齢層を把握し、その利用動機をしっかりと意識し

た運営をしていかなければ、事業が失敗する可能性が高くなります。

20坪以下の小規模の店舗の場合、より少ない開業資金で開業することが可能です

が、十分な運転資金を用意していないケースが多く見受けられます。

開業後1年前後は店舗の認知度の低さや固定客のつきにくさもあり､売上が安定し

ません。また、開業直後の集客数の多さはオープン景気によるものだと気付かず、

その後の運営に対して戦略が立てられていないことが多くあります。

■住居立地の客層の問題

■運転資金の問題

■固定客の問題
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