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既存のお客様へのアプローチ既存のお客様へのアプローチ既存のお客様へのアプローチ既存のお客様へのアプローチ （店頭告知や（店頭告知や（店頭告知や（店頭告知やDMDMDMDM、折込チラシ等）、折込チラシ等）、折込チラシ等）、折込チラシ等）

クーポン券利用のために来店クーポン券利用のために来店クーポン券利用のために来店クーポン券利用のために来店 / / / / ウェブサイトへのアクセスウェブサイトへのアクセスウェブサイトへのアクセスウェブサイトへのアクセス

訪問訪問訪問訪問

配布配布配布配布

セットアップセットアップセットアップセットアップ

サービス概要図サービス概要図サービス概要図サービス概要図サービス概要図サービス概要図サービス概要図サービス概要図

モバイルサイトの開設モバイルサイトの開設モバイルサイトの開設モバイルサイトの開設モバイルサイトの開設モバイルサイトの開設モバイルサイトの開設モバイルサイトの開設

イベント専用のポータールサイトを開設。イベント専用のポータールサイトを開設。

モバイル支店としても活用。モバイル支店としても活用。

販促イベントの開催販促イベントの開催販促イベントの開催販促イベントの開催販促イベントの開催販促イベントの開催販促イベントの開催販促イベントの開催

ビンゴやくじ引き、スロット等のイベントを開催。ビンゴやくじ引き、スロット等のイベントを開催。

賞品としてクーポン券を配布し、来店を促す。賞品としてクーポン券を配布し、来店を促す。

開開開開

催催催催

既存のお客様既存のお客様既存のお客様既存のお客様

クーポン券獲得クーポン券獲得クーポン券獲得クーポン券獲得

リアル店舗リアル店舗リアル店舗リアル店舗リアル店舗リアル店舗リアル店舗リアル店舗 / / / / / / / / ウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイト

販促ツール販促ツール.com.comのサイトから新規登録。のサイトから新規登録。

無料で専用のモバイルサイトを提供。無料で専用のモバイルサイトを提供。
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専用のポータルサイトでつながる！専用のポータルサイトでつながる！専用のポータルサイトでつながる！専用のポータルサイトでつながる！

モバイルによるクーポン券の配布や、ビンゴ大会、くじ引き等の各種イ

ベント開催機能を備えた、お客様との接点となるウェブプロモーション

用ポータルサイトをご用意させていただきます。ユーザー様はそのサ

イトの主催者として、イベントの開催やクーポン券の配布等を自由に

実施していただけます。新規顧客開拓やお客様のアフターフォローの

ために、どうぞご利用ください。

スマートフォンにも対応！スマートフォンにも対応！スマートフォンにも対応！スマートフォンにも対応！

販促ツール.comの全機能は、スマートフォンでもご利用いただけます。

ビンゴやくじ引き等のイベント開催はもちろん、会社案内やメニューカ

タログをはじめとする、一般的なホームページもお任せください。

空メール不要の簡単登録でお手軽！空メール不要の簡単登録でお手軽！空メール不要の簡単登録でお手軽！空メール不要の簡単登録でお手軽！

面倒な空メールによるユーザー登録や、ドメイン指定解除をお願いす

る必要ありません。参加者はサイト訪問後、たった数回のボタンクリッ

クでゲームを開始できるため、ご年配の方や、携帯に不慣れな方にも

安心してご提供いただけます。「登録手続きが完了する前に料理が運

ばれてきた！」なんてストレスをかける心配もありません。

お得な携帯クーポンでもてなす！お得な携帯クーポンでもてなす！お得な携帯クーポンでもてなす！お得な携帯クーポンでもてなす！

クーポンカタログによるリピーターの確保から、集客イベントでの賞品

配布まで、様々な用途にご利用いただけるクーポン機能をご用意。配

布方法も表示するだけのシンプルなものから、ワンタイムクーポン、当

日限り有効、無制限まで、自由に選択できます。またクーポン表示に

スタッフを経由する、パスワード認証機能もご利用いただけます。

クイズ連携で商品知識をすり込む！クイズ連携で商品知識をすり込む！クイズ連携で商品知識をすり込む！クイズ連携で商品知識をすり込む！

一日一問、自社製品に関するクイズを出題し、そのヒントを自社サイト上

から得る仕組みにより、効果的なプロモーションイベントを開催する事が

できます。期間は最大31日間。つまり最大1ヶ月間にわたり、リピート訪問

をユーザーに促し、段階的に商品知識を提供する効果的なプロモーショ

ンを可能にします。

店頭でも出先でも結構役立つ！店頭でも出先でも結構役立つ！店頭でも出先でも結構役立つ！店頭でも出先でも結構役立つ！

『何かプレゼントしよう』と思い立った時、また出先でちょっとした抽選を行

いたい時、サッと利用できる小粋な抽選ツールをご用意しました。店頭で

のキャンペーンに、また即売会や各種イベント等でもご利用ください。

定番プレゼントキャンペーンで喜ぶ！定番プレゼントキャンペーンで喜ぶ！定番プレゼントキャンペーンで喜ぶ！定番プレゼントキャンペーンで喜ぶ！

取得項目を自由に設定可能なメールフォームもご用意。集客を目的とす

るアンケート連動型のプレゼントキャンペーンから各種お問合せフォーム

まで、様々な用途にご利用いただけます。また設定も、一般的な項目で

あればリストからの選択で完了。高度なエラーチェック機能、自動フォー

マット機能による取得情報の正確さも自慢です。

個人情報の最低限取得で安心！個人情報の最低限取得で安心！個人情報の最低限取得で安心！個人情報の最低限取得で安心！

販促ツール.comは個人情報を極力取得しないポリシーの元運用されて

います。そのためイベントの参加に情報登録を必要とせず、すべてのや

り取りは、主催者様とお客様自身に委ねさせていただきます。販促ツー

ル.comでお客様情報を蓄積する事は一切ございません。どうぞ安心して

ご利用ください。

サービス概要サービス概要サービス概要サービス概要サービス概要サービス概要サービス概要サービス概要

□□□□ 販促ツール販促ツール販促ツール販促ツール.com.com.com.comとはとはとはとは

モバイルによるクーポン券の配布や、ビンゴ大会、くじ引き等の各種イベント開催機能を備えた、ウェブプロモーション用ポータルサイトの無料レ

ンタルサービスです。ユーザー様はそのサイトの主催者となり、各種販促イベントを開催。新規顧客開拓からアフターフォローまで、様々なシーン

でご活用いただけます。

□□□□ 主な特徴主な特徴主な特徴主な特徴
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充実のクーポン機能充実のクーポン機能充実のクーポン機能充実のクーポン機能充実のクーポン機能充実のクーポン機能充実のクーポン機能充実のクーポン機能

□□□□ 豊富なクーポンタイプ豊富なクーポンタイプ豊富なクーポンタイプ豊富なクーポンタイプ

販促ツール.comは豊富なクーポン機能も自慢。

他社にはない「ご利用はお一人様１回限り」の徹底により、無駄のない計

画的なクーポン配布が実現できます。またアイデア次第ではクーポンの

枠組みを超えた、さまざまな用途に応用可能です。

以下、主なクーポンタイプをご紹介します。

ワンタイムワンタイムワンタイムワンタイムクーポンクーポンクーポンクーポン

１回のみ表示可能で、２回目以降は利用済み画面となるクーポン。制限

を逆手に取り、「初回来店時限定クーポン」等のご利用も可能です。

当日限り有効当日限り有効当日限り有効当日限り有効なクーポンなクーポンなクーポンなクーポン

当日内であれば何度でも表示できるクーポン。例えばイベント会場のドリ

ンク割引券など、イベント当日内に限り、お客様が繰り返し利用可能な

クーポン券を実現します。また「ワンデイ・パスポート」として利用すれば、

１日に何度も再入場可能な「入場チケット」の代わりになります。

無制限クーポン無制限クーポン無制限クーポン無制限クーポン

獲得したクーポン券は、期限内であれば何度でも表示できます。パス

ポート的な利用がお勧めで、例えば飲食店で「ドリンク無料パスポート」を

配布し、飲食された方を限定に、期限内でドリンクをサービスします。

パスワード認証パスワード認証パスワード認証パスワード認証付きクーポン付きクーポン付きクーポン付きクーポン

すべてのクーポン券に「パスワード認証」機能が付けられます。これは

クーポンの表示にパスワード入力を促すもので、来店時まで利用不可と

するクーポンが実現できます。例えばワンタイムクーポンに設定すれば、

「賞品の交換は店頭で！」的な「当選券」としての運用が可能です。

□□□□ 2222つのゲームタイプつのゲームタイプつのゲームタイプつのゲームタイプ

さらに2つのゲームタイプの組み合わせにより、より多彩な用途にご活

用いただけます。

毎日チャレンジ型毎日チャレンジ型毎日チャレンジ型毎日チャレンジ型 （（（（1111日日日日1111回のみ挑戦可能）回のみ挑戦可能）回のみ挑戦可能）回のみ挑戦可能）

毎日1回のみ挑戦可能で、翌日になればあたり/はずれに関係なくクー

ポン券は消滅します。例えばランチタイム、常設のくじ引き機能として設

置することにより、お得意様を対象とした遊び心のあるクーポン配布を

実現します。さらにスロットツールを利用すれば、最大7種類のクーポン

配布が可能。ドリンクから無料券まで、毎日がワクワクのプチイベント会

場に早変わりします。

一発チャレンジ型一発チャレンジ型一発チャレンジ型一発チャレンジ型 （開催期間中に（開催期間中に（開催期間中に（開催期間中に1111回のみ挑戦可能）回のみ挑戦可能）回のみ挑戦可能）回のみ挑戦可能）

イベント開催期間中、1回のみ挑戦可能な形式。携帯端末ごと厳密な回

数管理を行うため、プレゼント企画等に最適です。こちらもスロットを活

用すれば、最大7種類の賞品を提供できます。

□□□□ モバイルクーポンとはモバイルクーポンとはモバイルクーポンとはモバイルクーポンとは

携帯の画面上にクーポン内容（特典）を表示し、その画面をスタッフに提示する事で利用できるクーポンです。

紙媒体にはない手軽さと、いつでも利用できる便利さが特徴。

特に携帯端末のヘビーユーザーである若者層へ訴求効果が高いクーポン機能です。

□□□□ ウェブサイトでもウェブサイトでもウェブサイトでもウェブサイトでも

「キャンペーンコード」方式を利用すれば、オンラインショップや会員制

サイトなど、オンラインユーザーを対象としたイベントにも活用できます。

事前に決められたキャンペーンコードをクーポン券として配布し、お申し

込みの際の入力欄にご入力いただき、所定の特典を反映します。この

手法は既に多くのオンラインショップで利用されており、手軽なクーポン

券として広く活用されています。
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スマートフォン対応スマートフォン対応スマートフォン対応スマートフォン対応スマートフォン対応スマートフォン対応スマートフォン対応スマートフォン対応

【 認証サービスの選択画面 】

□□□□ ホームページもお任せホームページもお任せホームページもお任せホームページもお任せ

販促ツール.comのスマートフォン機能はイベント開催の他にも、「会社案

内」や「メニューカタログ」が作成できる「静的コンテンツ機能」も有してい

ます。携帯サイトをお持ちでない方、また現在スマートフォン未対応の携

帯サイトのみお持ちの方は、ぜひこの機会にご利用ください。

□□□□ 選べる認証機能選べる認証機能選べる認証機能選べる認証機能

販促ツール.comではスマートフォンからのゲーム参加に関して、２つの認

証方法をご用意しております。どちらを利用するかは各イベントごとに設

定可能。目的に応じ使い分ける事ができます。

■■■■ 外部の認証サービスを利用外部の認証サービスを利用外部の認証サービスを利用外部の認証サービスを利用 （厳密さを重視）（厳密さを重視）（厳密さを重視）（厳密さを重視）

ログイン認証のみ信頼できる外部サービスを利用し、その結果返される

特定文字列（ログインIDとは異なる文字列）を内部IDとして利用します。こ

れによりユーザー様のセキュリティを確保すると共に、新たなログイン情

報を増やすことなく参加が可能になります。またアカウント毎、参加可能

回数を１回に制限する事が可能です。

【連携可能な外部サービス】

Yahoo! / Google / mixi / facebook / twitter

■■■■クッキーによる簡易認証クッキーによる簡易認証クッキーによる簡易認証クッキーによる簡易認証 （手軽さを重視）（手軽さを重視）（手軽さを重視）（手軽さを重視）

スマートフォン以外の一般的な携帯電話と同様、１クリックで手軽に参加

できますが、携帯電話とは異なる「クッキーを利用した簡易的な認証方

式」のため、クッキーをクリアされてしまうと再度参加可能となってしまい

ます。そのため厳密な当選者数管理には不向きであり、不特定多数への

当選を前提としたイベント開催におすすめです。

スマートフォン以外の、一般的な携帯電話による認証は、標準で用

意されている「個体識別情報」を利用します。そのためログイン認証

を要求する事なく、１クリックによるゲーム参加を可能にすると共に、

端末ごと１プレイに限定させる事ができます。
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イベントツール一覧イベントツール一覧イベントツール一覧イベントツール一覧イベントツール一覧イベントツール一覧イベントツール一覧イベントツール一覧

□□□□ ユーザー参加型ツールユーザー参加型ツールユーザー参加型ツールユーザー参加型ツール

ビンゴゲームビンゴゲームビンゴゲームビンゴゲーム

毎日クイズにチャレンジして、正解すると番号がもらえるビンゴゲーム。クイズを利用しないゲーム形式も可

能で、開催日数は最大31日間まで設定できます。製品に関連するクイズを、自社サイト上のヒントで解決させ

る仕組みにより、『遊び』と『実用』を両立する効果的なプロモーションを実現。賞品タイプもクーポン券の他、

応募フォームによるプレゼント形式もご用意。ビンゴ専用の確率計算ツールもご提供中です。

くじ引きくじ引きくじ引きくじ引き

毎日チャレンジ可能なくじ引き。仕組みは非常にシンプルで、管理ツール上で設定された当選確率を元に抽

選を行い、即座に結果を表示します。当選確率を「○人ごとに1人当選」で設定可能なため、参加人数に対す

る正確な当選者数を把握できます。また当選人数の上限を指定できるため、突発的に参加者が増加した際

も安心です。登録不要のワンクリックスタート＆スピーディーな結果表示が好評です。

スロットクーポンスロットクーポンスロットクーポンスロットクーポン

最大7種類のクーポン券を配布可能なスロットゲーム。Flashアニメーションによる臨場感あふれる演出で、見

事絵柄が3つ揃えば、当選絵柄に応じたクーポン券をプレゼント。絵柄別に正確な当選者数を制御可能なた

め、ご予算に応じた正確なイベント開催が可能。もちろん全員当選（またはハズレ）のイベントも開催できます。

またスロット部分のみ抜き出した『スロット抽選アプリ』もご用意。 オフラインでも 役立ちます。

メールフォームメールフォームメールフォームメールフォーム

懸賞やアンケート、各種お問合せフォームまで、とにかく自由で本格的メールフォーム。取得項目も自由に設

定可能で、一般的な項目であれば候補一覧からの選択で完了します。高度なエラーチェック機能、自動

フォーマット機能による取得情報の正確さも自慢です。
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イベントツール一覧イベントツール一覧イベントツール一覧イベントツール一覧イベントツール一覧イベントツール一覧イベントツール一覧イベントツール一覧

□□□□ 実用系ツール実用系ツール実用系ツール実用系ツール

クーポンカタログクーポンカタログクーポンカタログクーポンカタログ

クーポン券を一覧形式で表示する、最も基本的なクーポン機能。複数クーポン券をまとめて管理可能なため、

例えばセットメニューや商品ごとの割引クーポンが発行できます。参加登録の手間なく利用可能なクーポン

券は、一見さんへのアプローチに最適です。

スロット抽選アプリスロット抽選アプリスロット抽選アプリスロット抽選アプリ

スロットクーポンからスロット部分のみ抜き出した「スロット抽選アプリ」もご用意。単体のスロットマシンとして

動作するため、「何かプレゼントしよう」と思い立った時、また出先でちょっとした抽選を行いたい時、サッと利

用できる小粋な抽選ツールとしてご利用いただけます。訪問先や人が集まる場でのちょっとしたアクセントに、

また各種即売会などの簡易的なイベントにもご活用ください。

ページコンテンツページコンテンツページコンテンツページコンテンツ

ホームページもお任せください。会社概要からプロフィール、各種ご挨拶まで。アイデア次第で様々な用途に

活用できる、ページコンテンツ作成ツールです。情報提供を目的としたコンテンツにお役立てください。

フォトカタログフォトカタログフォトカタログフォトカタログ

お店のメニューから商品カタログ、思い出の写真まで。フォトカタログ機能を利用すれば、一覧表示と詳細画

面がセットになった「ウェブカタログ」を手軽に構築できます。価格表示も専用フォームでお任せください。

□□□□ 店頭設置型ツール店頭設置型ツール店頭設置型ツール店頭設置型ツール
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ご利用事例ご利用事例ご利用事例ご利用事例ご利用事例ご利用事例ご利用事例ご利用事例

□□□□ 岩盤浴グー・チョキ・パー様岩盤浴グー・チョキ・パー様岩盤浴グー・チョキ・パー様岩盤浴グー・チョキ・パー様

オープン当初からご利用いただいているユー

ザー様です。来店のお客様に対し、ソフトクリー

ムや無料券などが当たるくじ引きを実施。新機

能も積極的にご活用いただいてます。

販促ツール販促ツール販促ツール販促ツール.com.com.com.comへ一言お寄せいただきましたへ一言お寄せいただきましたへ一言お寄せいただきましたへ一言お寄せいただきました

いつも大変お世話になっております。

販促ツール.comさんのサイトがオープンして間もない頃から利用させて

いただいております。

以前は自社で携帯サイトがあり、他社システムでメルマガ配信、会員登

録できるものを使用していましたが、イベント力が弱く困っていました。

携帯クジのようなものがないだろうかと探していて、システムはどのくら

い費用はかかるのだろうとネットでいろいろと問い合わせてみると数百

万との回答であきらめておりました。

そんな時に、何かのニュースリリースで「販促ツール.com」さんが紹介さ

れていました。

無料ということもあり、実際使ってみるとビンゴ・クジは勿論、単独で携帯

サイトとしても使えるのですぐに切り替えました。当店では、主に「クジ」を

使っています。１日１回挑戦できる もので、岩盤浴１回無料だとか、ソフト

クリーム無料だとか。一つの携帯で１日１回しか挑戦できないように対応

しているのもいいですね！

これからは、最近新しくなった「スロット」形式のシステムをどう活用する

か話あっている最中です。

最後に、開発者の方のフォローや対応も早く、いつも感謝、感激しており

ます。本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願い致します！

岩盤浴GCP郡山店＆いわき店

モバイルイベント盛りだくさん！

http://gcp.hansokutool.com/



スナップショットスナップショット
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ポータルサイトポータルサイトポータルサイトポータルサイトポータルサイトポータルサイトポータルサイトポータルサイト （トップページ）（トップページ）（トップページ）（トップページ）（トップページ）（トップページ）（トップページ）（トップページ）

【 トップページ 】 【 インフォメーション 】 【 主催者情報 】
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ページコンテンツページコンテンツページコンテンツページコンテンツページコンテンツページコンテンツページコンテンツページコンテンツ

【 一般的なホームページ 】
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フォトカタログフォトカタログフォトカタログフォトカタログフォトカタログフォトカタログフォトカタログフォトカタログ

【 カタログ一覧 】 【 詳細画面 】
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ビンゴゲームビンゴゲームビンゴゲームビンゴゲームビンゴゲームビンゴゲームビンゴゲームビンゴゲーム

【 ビンゴトップページ 】 【 現在のカード＆今日のクイズ 】 【 今日の番号＆結果 】
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くじ引きくじ引きくじ引きくじ引きくじ引きくじ引きくじ引きくじ引き

【 くじ引きトップページ 】 【 くじ引き結果 】 【 クーポン画面 】
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スロットクーポンスロットクーポンスロットクーポンスロットクーポンスロットクーポンスロットクーポンスロットクーポンスロットクーポン

【 スロットトップページ 】 【 スロットFlash画面 】 【 スロット抽選結果 】
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クーポンカタログクーポンカタログクーポンカタログクーポンカタログクーポンカタログクーポンカタログクーポンカタログクーポンカタログ

【 カタログトップ＆クーポン一覧 】 【 クーポン画面 】
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メールフォームメールフォームメールフォームメールフォームメールフォームメールフォームメールフォームメールフォーム

【 プレゼント応募トップ 】 【 お問合せフォーム 】
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管理ツール管理ツール管理ツール管理ツール管理ツール管理ツール管理ツール管理ツール

【 サイトの再構築 】 【 サイト基本設定 】 【 イベント編集 】



各種有料プラン各種有料プラン
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広告掲載はイヤ！自社ブランド重視のイベントで活用したい！広告掲載はイヤ！自社ブランド重視のイベントで活用したい！広告掲載はイヤ！自社ブランド重視のイベントで活用したい！広告掲載はイヤ！自社ブランド重視のイベントで活用したい！広告掲載はイヤ！自社ブランド重視のイベントで活用したい！広告掲載はイヤ！自社ブランド重視のイベントで活用したい！広告掲載はイヤ！自社ブランド重視のイベントで活用したい！広告掲載はイヤ！自社ブランド重視のイベントで活用したい！

□□□□ 消費ポイント一覧消費ポイント一覧消費ポイント一覧消費ポイント一覧 （（（（ 1111ポイントポイントポイントポイント = 1= 1= 1= 1円円円円 ））））

ポイントは各ゲームのアクションごとに消費されます。

□□□□ ポイント制による有料プランポイント制による有料プランポイント制による有料プランポイント制による有料プラン

事前に購入したポイントを消費する事により、広告を非表示にできる『有

料ポイント制プラン』をご用意。

完全従量制のポイント制度により、消費されるポイントは実際の参加人

数分のみでOK。小さな商店から小規模イベント、短期開催のイベントま

で、固定費制とは異なり、実際に利用された分のみご請求となりますの

で、無駄なく安心してご利用いただけます。

自社ブランド重視の企業イベントなどにも最適です。

無料

ページコンテンツページコンテンツページコンテンツページコンテンツ

ページの閲覧

無料

クーポンカタログクーポンカタログクーポンカタログクーポンカタログ

ページの閲覧 / クーポン券の表示

無料

フォトカタログフォトカタログフォトカタログフォトカタログ

ページの閲覧

メールフォームメールフォームメールフォームメールフォーム

3 ポイント / 1回応募受付完了

3 ポイント / 1回

1 ポイント / 1回

無料

スロットへのチャレンジ

クーポン券の表示

スロット抽選アプリ

スロットクーポンスロットクーポンスロットクーポンスロットクーポン

3 ポイント / 1回

1 ポイント / 1回

くじ引きへのチャレンジ

クーポン券の表示

くじ引きクーポンくじ引きクーポンくじ引きクーポンくじ引きクーポン

10 ポイント / 1枚

3 ポイント / 1回

1 ポイント / 1回

ビンゴカードの発行

毎日の番号取得 / クイズへの回答

クーポン券の表示 / 賞品への応募受付

ビンゴゲームビンゴゲームビンゴゲームビンゴゲーム

□□□□ ポイント購入の決済方法ポイント購入の決済方法ポイント購入の決済方法ポイント購入の決済方法

コンビニ、クレジットカード、ペイパルの豊富な決済方法に対応。

□□□□ ご利用例ご利用例ご利用例ご利用例

抽選で携帯クーポンが当たる『くじ引き』を設置。

10日間の開催で、毎日100人の方が利用。当選確率は50%。

くじ引き 100人 x 10日 3 pt x 100人 x 10日 3,000 ｐｔ

当選人数 500人 1 pt x 500人 500 ｐｔ

わずかわずかわずかわずか 3,3,3,3,555500000000 円円円円

一人あたり 3333.5 .5 .5 .5 円円円円

※計算例のため、実際の費用は運用状況により異なります。

1ポイント = 1円換算
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各種導入サポート各種導入サポート各種導入サポート各種導入サポート各種導入サポート各種導入サポート各種導入サポート各種導入サポート

□□□□ 代行設置プラン代行設置プラン代行設置プラン代行設置プラン //// オプションプランオプションプランオプションプランオプションプラン

各種素材の制作からサイトの構築まで、忙しいオーナー様の代わりに、

イベント開催に必要な一通りの作業を丸ごと請け負います。弊社指定の

必要情報のみご準備いただく事で、熟練したスタッフによるサイト構築、

各種デザイン作業を代行。短期間でのイベント開催を実現します。

キャンペーンやクリスマス等のイベント開催、またご自身での作業に不安

がある方は、ぜひご検討ください。デザイン作業を含む代行設置プランは、

お客様の個性を反映したサイト制作が可能です。

テンプレートとして活用テンプレートとして活用テンプレートとして活用テンプレートとして活用

当プランで設定されたイベント情報は、お申し込み時のイベント開催が修

了した後も、削除しない限り残り続けます。よって今後のテンプレートとし

て活用し、開催期間等の必要情報を修正後、再度公開を行えば、ユー

ザー様ご自身の手による繰り返し開催も可能です。

□□□□ 価格一覧価格一覧価格一覧価格一覧

事前にご提供いただいた情報を元に、専門のスタッフが画像制作か

らデータ入力までを一括して代行。即開催可能な状態で納品します。

また費用の一部はポイントとしてキャッシュバックされます。

お客様専用のデザインテーマを作成します。各種イメージの配置か

らコーポレートカラーの反映まで、サイト全体に渡りお客様の個性を

活かしたサイト制作が可能です。

※費用はご希望のカスタマイズ内容により変動します。

10,000円～

オリジナルテーマ制作オリジナルテーマ制作オリジナルテーマ制作オリジナルテーマ制作

1点 3,000円～

クーポン等で利用するイメージ画像を、1点から承ります。

各種イメージ素材制作各種イメージ素材制作各種イメージ素材制作各種イメージ素材制作

30,000円～

20,000円～

15,000円～

20,000円～

10,000円～

基本ポータル構築

ビンゴゲームの開催

くじ引きクーポンの設置

スロットクーポンの設置

メールフォーム作成

代行設置プラン代行設置プラン代行設置プラン代行設置プラン


