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教育用のプラットフォームや学習履歴、コンテンツなどオリジナルソフトをご覧いた
だけます。またマーケティングシミュレーターは大阪府の「経営革新計画」に承認さ
れているソフトで、新製品開発や企画など収集したデータを活かすことを目的に開発
したソフトです。

教科書や教材、コンテンツのデジタル化



QA Heatmap Analytics（QA ヒートマップ アナリティクス）は、ウェブ制作・運用に関わる方
はもちろんのこと、顧客データを活用したデータ分析やマーケティングに携わる方にも役に立つ
ユーザー行動分析ツール（WordPress公式プラグイン）です。サイト全体の数字だけで、手当た
り次第に一時的な改善をしても継続的な効果にはつながりません。売上アップにつながるサイト
改善施策は、数値化できない定性データとの組み合わせで考えることが必要です。QAは膨大なサ
イトログデータから、必要な分析情報だけを見やすい画面で確認でき、ユーザーインサイト（深
層心理）をだれでも簡単に把握できます。またタグ設置不要、ノーコードですぐに使えるため、
どんどん複雑になる分析ツールの勉強時間を、サイトをよりよくする施策を考える時間に回せま
す。国産分析ツールなので、サポートもドキュメントも管理画面もすべて分かりやすい日本語で
対応しています。

QA ヒートマップアナリティクス



WEB・ECにビジネスを移行しても、リピート客が少なく広告・値引きを続けざるを得
ない・・とお悩みのD2C・B2C事業者様に最適！：消費財・耐久財・サービスの各業
種の、D2C・BtoC事業者様の顧客を活性化！ リピート・クロスセル・アンケートで
驚きの効果を先進企業様で実証済みです。

ファンを創りLTVを拡大するWEBサービス



新規顧客を獲得するHP制作のご提案

sales@genius-web.co.jp
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複雑化する企業の販促プロモーションの質を高めるにはプロジェクトの仕掛け人が必要。お客
様企業におけるマーケティング課題を見つけ出し事業目線の「デジタルファースト」で「売れ
るしかけ」をつくる。最初の企画構想から最後の実現まで「まるっと」サポート。それが「デ
ジマル」のコンセプトです。複雑で専門性の高いデジタル施策を基軸に販促企画の全体を
チェックして、プロジェクトを実現。だから「とても便利で助かる」とご評価いただいていま
す。

info@digimal.jp
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見込み客が気になるSNS発信で仕事を創る

hiroto.kiyosue@gmail.com 清末

engage.happy@gmail.com 永田

【展示物①】
【気になる！調べる！確かめたい！SNSワークショッ
ププログラム：清末大翔】
■新規見込み客流入■
ただのフォロワー増やしではない、貴社の見込みフォ
ロワーが集まるInstagram運用コンサルティング、
Instagramアカウント代理運用
インフルエンサーによる貴社商品のPR（ストーリーズ
にて拡散）
特に30･40代子育てママ世代に強いインフルエンサー
が貴社商品を魅せびらかします！
■売り込まずに売る■
思わずポチりたくなるLINE公式配信術
相手の本音を引き出し押し売りしないコーチングセー
ルス術
■継続的なマネタイズ■
１度きりのお客さまでも自社に売上が上がり続ける斬
新なECプラットフォームのご提案
新規見込み客の認知から売り込まずに売るLINE公式教
育配信や継続的なマネタイズまでワンストップで集客
サービスをご提案しております。

【PRポイント】
【気になる！調べる！確かめたい！SNSワークショッ
ププログラム：清末大翔】

１度関わればもう離さないファン（フォロワー）作り
をコンセプトにしております!!
SNSアカウントの方向性を定めて専門性を打ち出す（
プロフィール作成、見直し）
SNSアカウントのコンセプト設定
ハッシュタグ検索上位になる仕組み作り（ハッシュタ
グの設定）
イイネ数･コメント数など反応（インサイト）分析、
改善のご提案
30･40代子育てママ世代をターッゲットにした商品は
最低3名以上のインフルエンサーによるPRで貴社商品
を拡散致します!!
・SNSはやったことはない
・でもこれから挑戦してみたい
・SNSを自分で運用するスキルを身につけたい
・チラシやweb広告に限界を感じている･･･
・行政やまちづくり団体に頼らず本気で地域活性した
いSNSを活用してぜひ一緒に貴社のミッションを達成
しましょう！

【展示物②】
【〜SNSマジカル集客プログラム〜提供
：永田ちか】
「インスタグラム✖︎公式LINE✖︎Youtube」で、スキ
ル不要！一度も会わずにSNSだけで売れる！
コロナ禍でも集客を諦めない！広告費０円で雪だるま
式にお客様を増やし売り込まずに売れていく魔法の
SNS集客。
【広告は特効薬！やめたら売上は０円！／SNSは漢方
薬！やめてもずっとあなたの分身となり集客の財産に
なる！】
どのSNSをどうやって使えばいいか分からない。SNS
自体に苦手意識がある…。SNSは見る専門でした。ビ
ジネス未経験者が最短３週間で1000フォロワーアップ
！年間1000社以上SNS指導し、数百アカウントを運し
たデータからテンプレート・マニュアル化し他にはな
い誰にでも再現できるノウハウをご紹介します。

【PRポイント】
【〜SNSマジカル集客プログラム〜提供：永田ちか】

SNS集客はインスタグラムだけ、公式LINEだけといっ
たコンテンツごとにで売りされる時代。だからお金が
かかるのに結果が出ない。
「インスタグラム、公式LINE、Youtube」パッケージ
で相乗効果が出るように動線を作ることで、最短・最
速で結果に導きます！

私の人生はブランドとの闘いでした。「カネボウ化粧
品、サトウ製薬、ランボルギーニ、USJ…」良いもの
が売れるのではなく、マーケティング力、宣伝力、組
織力があるものに光が当たる…。

そこにずっと不満のある私がSNSクリエイターという
資格ができる！本当に良いもの、想いのあるもの、そ
れを伝える方法がある！これしかないとSNSを学び始
めました。

あなたの思いの詰まった商品、日本に、いや世界に！
広げていくお手伝いをさせてください。
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SNS活用でお悩みの方は一度ご相談下さい！

contact@sanyo-fast.com

タカハッシュ インスタグラム・ツイッターの投稿を自動収集・自動更新し自社サイトに公開する事が出来ます。
ハッシュタグキャンペーンやコンテストも実施可能！
First-Reciri(LINE版）LINEでキャンペーンの実施ができるキャンペーンシステムです。（レシート、シリアル、
インスタントウィン）が可能です。web版もあります。
first-retweet Twitterでリツイートキャンペーンができるシステムです。ツイート投稿からリツイートした参加者
情報の収集・抽選・デジタルギフトの発送まで自動で管理できるので、運用がカンタン！
One Bucket チームの仕事に生産性と感動を制作管理できる唯一のプロジェクト管理ツールプロジェクト管理・
タスク管理・工数管理機能がひとつになり、チーム力を最大化できるOne Bucketを試してみませんか？

mailto:contact@sanyo-fast.com
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写真化学は印刷業を核として明治初年に創業した「マーケティング・プロモーション総合支援企業」です。
印刷事業を通して培われた「もの創りの視点」を活かし、デザインからブランディング、コンサルティン
グまで販売促進をトータルでサポートします。Webサイト制作、動画制作、商業印刷、展示会ブース企画
設計など、エキスパートによるさまざまなノウハウを有機的に連携させた企画力が強みです。近年はWEB
マーケティング支援として、SNS運用を起点としたWEB連携の活用提案など、企画や制作物を幅広いメ
ディアで効果的に活用できる提案に好評をいただいており、トータルプロデュースとしてのコンテンツ活
用のご依頼を多く頂いております。「SNS運用を手始めにWebサイトを活用した販促や集客を目指した
い」など、将来の展望含めてお聞かせください！貴社のお困りごとにワンストップでサポートいたします。

SNS戦略を勉強会からトータルでサポート！

https://shashin-kagaku.smktg.jp/public/application/add/476
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ワンストップでWeb集客全般を支援！

kaito.nakamura@plan-b.co.jp

mailto:contact@sanyo-fast.com
mailto:kaito.nakamura@plan-b.co.jp


広報のやり方を戦略からご一緒に構築します

info@takk.tech
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ManageCubeは、社内ネットワークにつなぐだけでテレワークに便利なリモート接続（PC Remote）や
リモート起動（Wake on LAN）をブラウザで簡単に設定できます。
ManageCube PC Remote 自宅（社外）ＰＣから簡単・安全に社内ＰＣに接続、操作できます。
設定により自宅（社外）ＰＣへのコピーを禁止することもできます。
セキュリティもVPN機能で安心です。
ManageCube Wake on LAN 自宅（社外）ＰＣから簡単に社内ＰＣや社内ネットワーク機器を起動でき
ます。また、タイマー機能を使うことにより指定した時間に起動することも行えます。

service@actworks.ne.jp
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コロナ禍、テレワークが進む中、Web販促はますます重要性を高めています。欲しい製
品・サービスを求めて、Web検索をするお客様が自社のホームページにたどり着いた際
に、自動でリスト化。どんどん見込み客が集まります。当日の展示ではどのような仕組
みで見込みリストを収集するか、映像でご紹介いたします。

Webに見込み客がどんどん集まる！

anryo@intolead.net
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リアル展示会の開催中止や、来場者数が減っている現状の中で企業様の新規営業の機会は大きく減っ
ています。WEBを使った試みを行うにも、中小企業様ではWEBに詳しい人材が不足している現状や、
どのようなコンテンツを用意してよいかわからないという課題があり、思うように進んでいないとい
う声が多く聞かれます。バーチャル展示会制作パッケージVirtual EXは貴社が単独でバーチャル展示
会をスタートするのに必要な機能をすべてそろえています。掲載品と画像や動画をご用意いただけれ
ばバーチャル展示会のテーマ設定から、文章の作成やデザイン、コーディングまですべて行います。
またお客様の情報を得るための資料ダウンロード機能やアンケート機能、商談申込機能がセットでつ
いています。さらに1年分のレンタルサーバー代（オリジナルドメイン付）も費用に含まれています
ので年間を通じて何度でも開催できます。ダウンロードさせる資料の内容や、ウェビナー企画につい
ても進行の中でアドバイスいたします。バーチャル展示会制作パッケージVirtual EXをご利用いただ
ければ、一からすべてを準備するよりも期間もコストも圧縮できて、プロの手による品質のよいもの
が完成できます。株式会社ウェンズはWEB制作の他、リアル展示会を長年事業として自社で行ってお
いるため展示会でどのようにお客様とつながるかについての経験とノウハウが豊富です。弊社のノウ
ハウを凝縮したバーチャル展示会構築パッケージをぜひご利用ください。

info@wednes.co.jp
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『説明動画』は手に取ってみることのできないサービスや差別化しづらい商品などを、親近感ある
キャラクターと分かりやすいストーリーをつかって動画にし、短時間で潜在顧客へアプローチするた
めの広告ツールです。自社ホームページやＳＮＳ、youtubeなどのインターネット媒体をはじめ、展
示会、イベント、店頭プロモーションといったリアルなマーケットにおいても「手軽に」「無制限
に」「繰り返し」利用できるため、長期的な情報拡散による広告効果を狙います。お客様に自社商品
やサービスに気づいていただくとともに、オリジナルで制作するキャラクターやアニメーションは企
業好感度のアップにも期待できます。

info@tanista.jp

mailto:info@takk.tech
mailto:info@tanista.jp


■ WEBバーチャル空間を活用した展示会、会議、イベントの実施■ 360度パノラマデー
タ活用の会社案内、工場案内、製品紹介など■ 360度WEB VRによる製品紹介■ WEB 
AR、インスタグラムARによる広報・営業支援■ 360度パノラマデータ活用のeラーニン
グ（教育・研修支援）■ 360度パノラマデータ活用のバーチャル観光案内・地方創生■
VR・MRグラスによる採用ブランディング・会社案内・技術トレーニング・技術シミュ
レーション・教育など

VR・ARコンテンツソリューション

h.hashimoto@t-s-d.jp
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こんなお悩みありませんか？”商品紹介や会社紹介の動画を作ってみたい。でもどんな動画がで
きるか不安・・””イメージした動画とちがうけど作り直しは追加費用がかかって余計に高額に
なってしまう。だから妥協しなくちゃいけない・・”こういった不安を抱えて動画制作の導入に
いまいち踏み込めない方のために当社では全額返金保証制度をつけています！万が一ご満足いた
だけなければキャンセルもできますので、とことん納得のいく動画が作れます！

yasui@angenic.jp
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「youtube」「ティックトック」に代表される動画コンテンツサイトがマーケティングの主流に
なる時代です。その中でもアニメーションを使った手法はコストも低く大企業だけでなく中小企
業、個人事業主の方から注目されています。今回はビジネスアニメーションの販促効果、作り方、
活用方法、費用などをアニメーションでご覧いただきます。

ビジネスをやさしく伝えるアニメーション

gamo4tv@gmail.com
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WEB業界15年以上、EC集客の仕掛人！

通販業界15年以上、EC集客の仕掛け人！新規注文獲得、広告費用対効果の改善、客単価
アップなどECの集客やコンサルティングはおまかせください。オンライン個別相談会(無
料)も実施しています。ご希望の方は、ご都合の良い日時を第3希望までご連絡ください
ませ。

info@ad-ring.biz
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越境も国内も。話題のECカート『Shopify』

honda.minako@apparel-web.com
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越境EC実績No.1 なんでもご相談ください

越境EC実績No.1 越境ECに関することなら、なんでもご相談ください。ジェイクラブは越境EC
で成功するために必要なすべてのサービスをワンストップ・伴走型で提供するソリューションカ
ンパニーです。今回の展示物・見どころは越境ECサイト、海外ECモールで成功している実例を
ブースに設置したパソコン、タブレットの画面でお見せします！なぜこのネットショップが成功
したのか、またなぜ失敗してしまったのかについても特別にご説明いたします。

info@j-grab.co.jp
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WEBサイト、ランディングページ、WEB広告、SNSなどを活用し、事業成長を加速させ
るご提案をいたします。ブランディングのためのWEBサイト、集客・販売のためのラン
ディングページ、認知度を高めるウェブ広告・SNS活用など、事業内容と求める成果に
マッチしたWEBマーケティングを構築します。

tanabe@gitag.co.jp
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m-shibata@keel-web.com

集客・売上アップ支援を目的としたIT活用
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【 CANALY ＝「CAN」「ANALY」】SEOに詳しい人はもちろん、SEOに詳しくない人
でも、簡単に分析が行えるように。多岐にわたるSEO対策の中でも最も重要なことは、
「キーワード選定」と「ランディングページ強化」です。そして、この2つを効率的に実
現するためには「分析」が必要です。しかしながらWebサイトの分析は煩雑であり、分
析指標も数多く存在するため、本格的な分析には多くの時間が必要となります。そして
何より、Google Analytics・Google Search Consoleの一定の知識が求められます。こ
のような課題を解決するために、グランネットではGoogle AnalyticsとGoogle Search 
Consoleをかけ合わせた効果測定を自動で行うことができる「CANALY」を開発いたし
ました。CANALYでは、SEOコンサルを提供している弊社独自のノウハウ・ロジックに
より、各サイトの現状分析を簡単に把握することが可能です。加えて、他社にはない効
果測定機能から自動レポーティング機能、順位変動動向及びそのレポートまで多くの機
能をご活用いただけます。成果を最大化させるためのデータを全て可視化している
「CANALY」をぜひ一度ご体験ください。

customer@grannet.co.jp

Webマーケティング支援AIツール「CANALY」
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info@shun-bin.com
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御社のWEBサイトに潜在見込み顧客を集客する最適な方法を「ウェブ解析士」が直接伝
授します。検索サイトからの集客や、SNSの活用、費用対効果の高いWEB広告、見込み
客に届けるWEBコンテンツなど、最適なWEBマーケティングとは業界や市場で異なりま
す。あなたの業界にマッチした売り上げを上げるためのWEBマーケティング施策をトッ
プオフィスシステムが全面的に支援いたします。コロナ禍では特に、従来のような営業
活動だけでは売り上げを伸ばすことは難しくなっています。飛び込み営業やテレアポも
通用しない現代においては、新規取引先を見付ける手段はネットを活用する手法が一番
効率が良いと思いませんか。今の時代、売り上げを飛躍させるには、WEBサイトを活用
し今までとは異なる新規顧客を獲得していくしかありません。WEBサイトを24時間３６
５日働いてくれる営業マンに育てて、見込み客が自ら問い合わせをしてくるような仕組
みを作り上げれば、非常に効率よく取引口座を増やすことが可能となります。WEBサイ
トを診断し、最適なサイトの集客方法を一緒に構築していきましょう。

info@topoffice.co.jp

集客・解析【WEBマーケティング支援】
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web-info@valueagent.co.jp
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WEB戦略をトータルにサポートいたします



半年で5億円の受注に繋がった成功事例も！成果を上げている企業が実施しているコンセプト
ワーク！徹底した競合分析と強みの抽出でWEBが優秀な営業マンになります！集客についても
WEB広告だけではなく、オウンドメディアを活用した検索エンジン対策、SNSマーケティングな
ど、トリプルメディアを活用した効果的な集客方法もご提案致します！また求人強化のための採
用専用サイトとWEB広告を組み合わせた採用強化企画のご提案も致します。是非、お気軽にご相
談ください。

関西ぱどは30年前に大阪の枚方市で地域密着型のフリーペーパー「ぱど」の発行から始まりました。現在
は関西地域で大阪を中心に約250万部を発行するフリーペーパーへと成長しました。時代の変化に合わせて、
インターネットメディア、スマホアプリ、地域密着型イベント、シニアミドル層の相談窓口としての「リ
アルカウンター」など地域密着型の情報ネットワーク事業として展開し、より効果的なエリアマーケティ
ングのお手伝いをさせていただいております。 30年間地域のクライアント様と地域の生活者をマッチング
してきた実績とノウハウは、クライアント様のWEBサイト制作・運営においても力を発揮します。単に
WEBサイトを作るだけではなく、成果の上がるWEBサイトとして運営していくためのマーケティングサ
ポートを行います。



新しい生活スタイルになり、営業スタイルも新しくなりリモート対応が増えました。直接のPRや
商談がしにくいからこそ販促物のチカラを借りる時です。今お使いの営業ツールは御社の特徴や
強みをしっかりと伝えられているでしょうか？ホームページの見直しやリニューアルのご相談、
動画制作についてお気軽にご相談ください。“百聞は一見に如かず”、話しづらい今、デザインの
力で話す営業から“魅せる営業”へ。

視覚的営業 ～みせる営業スタイルへ～

https://seiten.jp

https://seiten.jp/


エクセルcliple（クリップる）はエクセルの操作だけでホームページの更新ができる
Windows用ソフトです。普段使っているエクセルデータの中から、ホームページで公開
したい範囲（セル）を指定して保存すると、指定した範囲をスクリーンショットしてク
ラウドストレージサービスの「Box」に自動でアップロードします。Boxの中にある画像
をホームページに埋め込んでおけば、あとはエクセルの数字や文字を変更して上書き保
存するだけで、ホームページ上の画像も変更されます。レストランの日替わりメニュー
や、商社の在庫や価格といった頻繁に変化する情報をホームページで公開するのに最適
なツールです。展示会場では実際にエクセルを操作してホームページを更新する作業を
実演します。

info@actuarise.com

超カンタン！エクセルでホームページを更新
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「ホームページの新規制作やリニューアルを考えている」「通販サイトを始めたい」
「もっと集客したいのにやり方が分からない」「MAツールって最近聞くけど何なの？」
「更新したいが、どこをどうすれば良いかわからない」「忙しくて更新するヒマがな
い」といったお客様に、ホームページの作り方、運営方法、集客方法などの情報をお届
けします！ぜひご来場いただき何でもお尋ね下さい！！必ず丁寧にお答えします！！！

info@ok-design.co.jp

「おうかがいしてナンボ」の制作会社です！
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40 000名が受講した実践資格「ウェブ解析士」。ウェブマーケティングの知識やスキルを習得するための基盤となる
ウェブ解析士について、体系的に学べる環境やスキル評価基準を設け、必要な能力や知識を身につけることが出来る実
務に役立つ資格です。弊社は全国のウェブ活用で悩みを持つ企業に、データを根拠とした改善提案を続け、多くの企業
の成果に貢献して参りました。当日はウェブ解析士資格を持ったウェブマーケティングのエキスパートが来場者様の
ウェブの悩みにお答えします。今からホームページを作りたい、ホームページを作り直したい、ウェブサイトをもっと
活用したいけど何からやったらいいのかわからない、自社でウェブサイトを運用していくために人材を育成したい。と
お考えの企業様はぜひご相談ください。
（RIコンサルティング株式会社では一般社団法人ウェブ解析士協会の講座を開催しています。）

info@ri-c.co.jp

ウェブマーケティングのプロがウェブ活用をサポート

現役のウェブ解析士にウェブの運用や活用についての相談ができます。
当日ブースにてウェブ活用の相談をいただいた企業様にはウェブ解析士
認定講座公式テキストＰＤＦ版をプレゼント(書籍版8,800円相当)

夏井
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