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「ポスプリO2O」集客・囲い込み戦略

オンライン・ツー・オフライン

集客の新サービスパック開始！

×
チラシで集客 スマホで集客



Copyright 株式会社 実現屋 ２０１３

ネットで注文！集客・販促のチラシ印刷＋ポスティング＆新聞折込「チラシ専門サイト」

「印刷」＋「ポスティング配布」をセットにした「ポスティング＆プリント」
略して『ポスプリント』。
「ポスプリント」は、販促や集客チラシに特化したワンストップサービスの
「チラシ専門サイト」です。
「ポスプリント」は販促チラシ・集客チラシ・新規開拓チラシ等の
販売促進にこだわっています。

インターネットからご注文！プロの目線からのデザイン制作～印刷＋配布まで
ワンストップで出来る業界先駆けの「チラシ専門サイト」です。

【ポスプリントって何？】

反響重視の
デザイン制作

新聞折込

＆
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「ポスプリO2O」

オンライン・ツー・オフライン

集客の新サービスパックを開始！

【O2Oって何？】

O2O（オー・ツー・オー Online to Offline）とはネットで情報提供をすることで、店舗での消費・購買を

増加させようという概念を総称していう言葉です。

・消費者にネット上で商品説明→店舗での購入を促進

・ネットで割引クーポンを発行して店舗への誘導を促進

・店舗へ来店した際に、ネットで販売価格を調べた上でネットから購入

CRM
（顧客関係管理）

消費者個別のニーズに合わせたOne to Oneマーケティングの時代＝お店のファン創りが重要

etc…

Internet
Mobile

店舗の世界
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チラシで集客→来店 スマホでクチコミ・拡散

「ポスプリO2O」

オフライン・ツー・オンライン

御社（お店）の
スマホサイト
構築

今までバラバラで訴求活動をしてた
ネットプロモーション・販促・広告を
一つにまとめて統合＆自動化を
実現できます！
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「ポスプリO2O」を使って、新規客の集客＆新規客の囲い込み→売上UP戦略の大まかな流れ

①「POSPRINT」でご注文 ②貴店用新規集客チラシを作成

QRコードを掲載

貴社専用
モバイルサイトを作成
（スマホ対応）

③スマホ対応サイトを作成

初期費用無料！月額

１万円
※別途デザイン制作費

Ｏ２Ｏ用の集客デザイン制作＋
セットパック（印刷＋配布）コースでご注文

●見せるクーポン
●かざすクーポン
●押すクーポン

●来店スタンプ

GPSクーポン

●メールクーポン

自動設定メール

④囲い込み戦略コンサルティング１

・従来使っていた会員カードをスマホ対応に。
・ポイントを定期メールで自動でお知らせ。
・ネット通販と店舗ポイントを統合化。

「クーポン革命！」
・属性ターゲットから行動ターゲティングへ。
・ネット集客から店舗までを効果測定。

「シナリオ自動メール！」
・ユーザーの行動条件でメール配信やクーポン配布

のシナリオを自動メールで伝達。
（来店日、来店回数、購買金額、ヘビーユーザー等で

セグメント）

⑤囲い込み戦略コンサルティング２

SNS投稿や
広告、メルマガ
等で拡散！

来客・販売効果
測定！

顧客（会員）管理
データベース化

※その他オプションは別途費用
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モバイル（スマホ）サイト構築はソフトのインストール、サーバーの管理、サイト構
築の専門的な知識は一切不要です。

HTMLやFlashなど、特別なプログラミング知識も不要。

全ての操作は管理画面上から可能です。サイトの更新、データのダウンロード、メルマガ配信等が「いつでも」実行
できます。

管理画面にログイン可能なＩＰアドレスを指定することで、「不正アクセスを防ぐ」ことができます。

登録された情報は全て「セキュア」なデータセンターに蓄積されます。

＜管理画面上で全て操作ができます＞

20代女性 メルマガ会員・男性

セキュリティ対策万全
堅牢なデータベース

＜データのダウンロード＞

＜管理画面にログイン＞

CSVデータを
ダウンロード

貴社システム

＜データセンター＞ ＜データを活用してメールを配信できます＞

3キャリア
スマートフォン対応

携帯サイト

PC

属性ごとに
メールを配信

パソコンからアクセス
ID・パスワード管理

デザインができる
登録フォーム
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モバイル（スマホ）サイトのページ作成から日々の更新まで全て管理画面上で作業が可能。

機能一覧

３キャリア対応 ※１
(スマートフォンへの最適化表示)

SEO設定/metaタグの設定(ページ毎に設定可能) 
(キーワード[keyword]/ディスクリプション[description]/タイトル)
Google向けサイトマップ自動生成

３キャリア共通絵文字 ２０８＋１１種類 携帯電話/スマートフォンの画面をイメージしたプレビュー画面 ※２

ページテンプレート ※３ Flashファイル対応（全画面・インライン両対応）

ヘッダ・フッタ設定
（画像やリンク等の設定も可能）

画像掲載（自動変換機能） 画面幅を基準とした拡大・縮小機能
スペーサー、 画像のalt属性

更新予約機能 / 公開前実機テスト アクセスランキング機能搭載（ページ毎や合計のアクセス数を表示 ） ※４

ソーシャル連携機能
（Facebook/Twitter/mixi/GREE/RSS連携） ※５
※一部スマートフォンのみ対応の機能があります

会員専用ページ
(簡単ログイン/メールアドレス・パスワード認証)
会員専用ページ内にユーザ属性を表示可能

スマートフォン用Webクリップアイコン対応 ※６ URLマッピング機能（ページURLの一部を任意の文書に変更）

※１ ＜スマートフォンへの最適化＞

※５ ＜各種SNSとの連携イメージ＞

このサイト良いよ！ サイト上の をクリック

いいね！ いいね！ いいね！

いいね！

アクセス

アクセス

＜いいね！ボタンがあるサイト＞

※２＜携帯サイト構築基本画面(プレビュー表示時)＞

※４＜アクセスランキング＞

※３＜ページテンプレート選択画面 / ご利用例＞

※６ ＜スマートフォン用Webクリップアイコンにも対応＞

ポスプリさんがリンクについて「いいね！」と言っています。
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A.モバイル構築のみプラン

B.セットパック（制作＋印刷＋配布＋モバイル）集客プラン

C.一括広告コンサルティングプラン

携帯サイト構築
空メール
メール配信(クリックカウント機能付)
フォーム作成
データベース管理
クロス集計

アクセス数：1万PV未満/月

データ件数：1千件未満

セットで月額

１万円

モバイル連動チラシの
デザイン制作～印刷～
集客配布まで

モバイルサイトの
制作と構築
（短期・年間契約）

スポット・短期プラン

別途見積り
※チラシの制作内容や部数等により

変動しますので内容を聞き取りの上
別途お見積り致します。

集客にまつわる全てのツール（印刷物・インターネット等）
今までバラバラで訴求活動をしてたチラシ印刷やクーポン
紙媒体の広告やネットプロモーション等の集客や売上ＵＰ
をポスプリントが全て一括で広告コンサルティング致します

「ポスプリO2O」

※オプション機能は別途料金
（詳しくは次ページ参照）

長期契約

別途見積り
※原則年間契約となります。
１～２クールの場合は別途ご相談ください。

分かり易いセット（Ａ・Ｂ・Ｃ）料金
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基本料金に含まれるサービス 月額利用料金 基本料金に含まれるボリューム

携帯サイト構築
空メール
メール配信(クリックカウント機能付)
フォーム作成
データベース管理
クロス集計

セットで

１万円
アクセス数：1万PV未満/月

データ件数：1千件未満

従量課金項目 従量課金単位 月額利用料金

アクセス数従量課金

１万ＰＶ未満/月 基本料金のみ

１万ＰＶ以上/月～１０万ＰＶ未満/月 プラス１万円

１０万ＰＶ以上/月 １０万ＰＶ毎/月にプラス１万円

データ件数従量課金

１千件未満 基本料金のみ

１千件以上～１万件未満 プラス１万円

１万件以上 １万件毎にプラス１万円

契約期間 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 年間契約

月額利用料金 ５万円 ２万円 １万５千円 １万円

①ベーシックプラン（年間契約の場合）

betrend基本プラン 月額従量課金（年間契約の場合） ※従量の追加には契約が必要となります。

betrend基本プラン（短期利用の場合のサービス単価）

A.モバイル構築のみプラン
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別途オプション月額利用料金（年間契約の場合）

契約期間 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 年間契約

下記①②以外のサービスの月額利用料金 ５万円 ２万円 １万５千円 １万円

①承認機能付きメール配信の月額利用料金 １万円 ４千円 ３千円 ２千円

②クロスタッチ・空メール追加の月額利用料金 ５千円 ２千円 １千５百円 １千円

サービス名称 内容 月額利用料金

クーポン ＧＰＳ消し込みによる回数限定/期間限定クーポンを発行。来店スタンプカード機能。 １万円

ポイント ＰＯＳレジやＥＣサイトなどと連携することでポイントの発行・管理を実現。 １万円/データ１万件

店舗検索 ＧＰＳ/カテゴリ/フリーワード検索に対応した店舗検索。店舗へのルート案内にも対応。 １万円/50店舗

アクセス解析標準パック 構築した携帯サイトを詳しく解析 １万円/月間10万ＰＶ

アクセス解析導線オプション ROI設定もしくはパス設定を5つまで設定 １万円/５設定

携帯Flash制作 5つまでFlashコンテンツを作成・保管 １万円/Flashファイル5個

携帯動画配信
1つの動画ファイルを各機種に適したファイルに自動変換し配信。
DRM（著作権保護）にも対応。 iPhone/iPad/PC向けの配信にも対応。

１万円/動画素材3個毎
動画配信回数無制限

iコンシェル(マイボックス)
docomoの「ｉコンシェル」対応のコンテンツを管理・配信。docomoの「メッセージR」の配信
（※トルカコンテンツの配信対象をマイボックス登録者限定に設定可能。)

１万円

承認機能付メール配信 メール作成機能(携帯･スマートフォン対応)・承認機能を外出しして管理 ２千円/作成用ID・２千円/承認用ID

クロスタッチ
おサイフケータイを利用したアクセス補助装置
厚さ9mmの超薄型端末に対応

１千円/１台

※初期費用2万５千円/１台が必要
（電池ＢＯＸタイプは3万円/１台）

独自ドメインサービス 携帯サイトをご希望のドメインで運用 （ショッピング関連ページは対象外） １万円

空メール追加 ２つ目以降の空メールアドレスの追加 １千円/１メールアドレス

別途オプションサービス 月額利用料金（短期利用の場合のサービス単価）

※全て税別表記

※クーポンの契約が必須
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会 社 概 要

■会 社 名 「ポスプリント」運営会社：株式会社 実現屋

■所 在 地 〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町2-4 ユニオンビル3Ｆ

■連 絡 先 TEL:03-6206-0437（受付時間：平日10：00～19：00）、株式会社実現屋： ＴＥＬ 03-5298-6134

■Ｕ Ｒ Ｌ ポスプリント：http://www.pos-print.jp/ 実現屋：http://www.jitsugenya.biz/

■設 立 平成15年

セールスプロモーション

ポスティング
新聞折込
イベント運営
タレントキャスティング
ノベルティ制作

印刷制作

チラシ
カタログ
リーフレット
ポスター
看板・サイン

メディア

ラジオ広告
テレビＣＭ
新聞広告
雑誌広告
ＷＥＢ広告
（ＳＥＯ）

コンテンツ

・「ポスプリント」運営
・「タレポ」運営
・特殊三分搗き米
「芽ぐみ米」
一次指定取扱代理店

「ポスプリＯ２Ｏ」の詳しいご説明・ご相談、その他の集客・販促・広告等の
プロモーションにつきましてもお気軽にご相談ください。


