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１．はじめに

１．新規申込が毎月200社以上

２．会員登録数は約5,000社

３．リピート率は約50％

約６００万社の法人名簿「無料」という付加価値から

②サービスの現況



①サービス範囲

潜在顧客から見込顧客化の手間
を軽減でき、売上アップに直結
する「商談～受注」の営業活動
(クロージング活動)に専念する
ことができるサービスです。

【主なご利用用途】

■新規顧客開拓
■顧客の活性化
■業務連絡手段

２．サービスの概要



２．弊社サービスの概要

②サービス内容

業界最安値で
ネットから簡単

・新規顧客開拓
・業務連絡手段
・セミナー集客
・実店舗の集客
・ＨＰへの集客

ダイレクトマーケティング

リストマーケティング

エリアマーケティング

ネットマーケティング

法人名簿

ＦＡＸ配信

ＤＭ発送

チラシ配布 街頭配布

飛び込み 新聞折込

ＳＥＯ対策 ＰＰＣ広告

ＬＰＯ対策 ＷＥＢ制作

電話営業

メール配信

売上アップ
（顧客開拓）

実
施

コスト削減
（業務効率化）

効
果 +



３．ダイレクトマーケティングとは？

①ダイレクトマーケティングとマスマーケティングとの違い

ダイレクトマーケティング マスマーケティング

意味 対象（ターゲット）を限定してアプローチする
マーケティング戦略・活動

対象を限定せず画一化された方法を
用いて行うマーケティング戦略・活動

手法

PUSH型

リストマーケティング
（TEL・FAX・DM・メール）

エリアマーケティング
（飛び込み・ポスティング・新聞折込・街頭配布）

PR
（パブリシティ・プレスリリース配信）

PULL型 ネットマーケティング
（SEO・PPC・バナー・アフィリエイトなど）

マス媒体
（TV・雑誌・新聞・ラジオ）

特徴

コストを限りなく抑えて実施が可能。
また、ターゲットをより細かく絞れる。
潜在顧客に直接アプローチできるため、
メディア・クリエイティブ・リストの要素
により高い費用対効果を出すことができる。

PR活動はメディアに記事として掲載
されなければ効果がない。
巨大市場・大量消費・大量生産の商品
サービス（ブランド力アップ）は
マス媒体が適しているが、広告コスト
が多く掛かる傾向にある。



② PUSH型ダイレクトマーケティングの平均反応率と特徴比較

リストマーケティング エリアマーケティング

FAX配信 DM発送 電話営業 ﾒｰﾙ配信 飛び込み ﾎﾟｽﾃｨﾝｸﾞ 新聞折込 街頭配布

反応獲得率 0.1～1％ 0.3～2％ 2～20％ 0.01～3％ 5～20％ 0.05～0.3％ 0.05～0.3％ 0.3～1％

即効性 ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

情報量 △ ◎ △ ◎ ○ ○ ○ △

ＢｔｏＢ
親和性 ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ × △

ＢｔｏＣ
親和性 △ ◎ ○ △ △ ○ ◎ ◎

ワントゥーワン
対応 △ △ ◎ △ ◎ × × ○

ビジュアル
（表現力） ○ ◎ × ○ △ ◎ ◎ ◎

情報収集力 △ △ ◎ △ ○ × △ ○

３．ダイレクトマーケティングとは？

商材・ターゲットに合わせ、実施することで全ての要素を網羅可能。



③ダイレクトマーケティングの成功要素

Stone,Bob and Jacobs, Ron, 2001 Successful
Direct Marketing Method, McGraw-Hill:P8参照

高い精度のリストを使用することで
訴求ターゲットに対して効率的な
広告展開が行え、顧客獲得に繋がる。

■リスト：ターゲッティング（業種・地域・属性等）

■オファー：商材・販売条件・特典など

■クリエイティブ：コピー・色彩・表現など

３．ダイレクトマーケティングとは？



申し込み獲得数：約50件（2.1％）

①お客様の事例１（某大手インターネット関連会社様）

■FAX配信数：2,357件

■ターゲット：首都圏の美容室
（当社無料FAX名簿レンタル）

■原稿内容（オファー）：
携帯ホームページ作成CMSが月263円で使える

■タイミング：2009年6月 平日の午前11時頃

【結果】

ロゴ

URL

FAX番号を掲載

４．成功事例

約2,000件のFAXDMで約50件の申し込みを獲得！



申し込み獲得数：約1,200件（0.06％）

②お客様の事例２（某大手インターネット卸売会社様）

■FAX配信数：約2,000,000件

■ターゲット：
全国の学校、薬局、企業全般
（当社無料FAX名簿レンタル）

■原稿内容（オファー）：
インフルエンザ対策マスク販売

■タイミング：2009年9月の1カ月間、毎日午前中

【結果】

注文FAX番号掲載

会社ロゴ 連絡先 詳細情報

ホームページ URL

ホームページURL

４．成功事例

約200万件のFAXDMで約1,200件の注文を獲得！



資料請求獲得数： 45件（45％）

申し込み獲得数： 3件
（全体の約3％、資料請求からの割合で約6%）

③お客様の事例３（某大手ITコンサルティング会社様）

■コール数：100件

■ターゲット：自費出版対応の出版社
（当社代表者名付き詳細法人名簿購入）

■原稿内容（オファー）：無料広告掲載（2週間）

■タイミング：2009年12月末 午前中開始

【結果】

会社名

会社名

４．成功事例

電話営業で４５％の資料請求３％の申し込みを獲得！



５．サービスの特徴

①サービスコンセプト

リアル媒体（FAX・DM・TM） PUSH型（攻めの営業）＋

ネット媒体にはない良さを持つ
リアル媒体を気軽に利用できる
ASPサービスです。



②サービスポリシー

売上アップ（新規顧客開拓） コスト削減（業務効率化）＋

「売上アップ」と「コスト削減」でお客様の利益を向上させます

＝

５．サービスの特徴



６．サービスの強み

①低価格～業界最安値水準・小口対応の料金体系

弊社サービス 他社（一般的な）サービス
初期費用
基本料 提供単価 最小ロット 初期費用

基本料 平均単価 最小ロット

法人名簿

完全無料

@0円～
1件～/回

10,000円/回 @30～200円

1,000件～/回

FAX配信 @4円～ 5,000円～/回 @10～30円

DM発送 @60円～
100件～/回

3,000円～/回 @80～200円

電話営業 @150円～ 5～20万円/回 @300～500円

チラシ配布 @5円～ 3,000件～/回 0円 @7円～※1 5,000件～/回

SEO対策 15,000円～ 3ヵ月契約～ 1万円/契約 30,000円～ １年契約

※1：A3サイズの場合



②高品質～業界最高品質水準のサービス

６．サービスの強み

弊社サービス 他社サービス

法人名簿

リスト総数 全国約600万件 全国約300万件

分類の数 約7,000業種・市区町村地域 約2,５00業種・都道府県地域

更新の頻度 3ヶ月に1回 1年に1回

FAX配信

原稿の画質 ファインモード標準 ノーマルモード標準

配信の速度 ネットで即時配信。30,000件/時 電話予約。10,000件/時

原稿サイズ A4/B4標準対応 A4のみ対応

DM発送

管理方法 デジタル管理 アナログ管理

配布の納期 最短 3営業日発送 平均５営業日

不着の管理 不着数をデータ確認可 不着数のデータ確認不可

電話営業

スタッフ能力 経験豊富なスタッフが対応 新人アルバイトや海外スタッフ

コールの速度 10,000コール/日 3,000コール/日

対応商材 BtoB/BtoC商材 BtoB商材のみ

チラシ配布

スタッフ意識 徹底したスタッフ教育と監視 スタッフ教育と監視が不明瞭

配布の期間 最短1週間で配布可 一般的に1カ月間

対応エリア 1都3県～全国に対応予定 23区までなど

SEO対策

リンクの質 IP・ドメイン分散 IP・ドメインが同一

反映スピード ゆっくり増加（自然なSEO対策） 一気に増加（ペナルティの危険）

リンク元 被リンク元を公開 被リンク元は非公開


