
Sb

メール会員登録
ありがとうございまし
た！お得な情報をお届
けしますので、お楽し
みに！

メール会員登録…
info@xxxx.at…

毎月14日はアイスの日！
アイスの日にご来店いただいた漬
アットカフェメンバー様にはこの
季節にピッタリのプレゼントを用
意しています。
皆様のご来店お待ちしております。

Sb アットカフェからのお知らせ
info@xxxx.at-ml.jp

カン
タン

手間
ナシ

多機能メール配信

メール会員募集

ホームページ作成サポート

サポートのご案内 全国６ヶ所のショールーム「ガレリア」で、商売繁盛・売上アップ講座をはじめ、アットメール
利用方法のユーザーサポートを行っております。各ショールームの詳細は下記をご覧下さい。

売上UPの秘訣はココにあり！

住所：〒060-0002
札幌市中央区北2条西2-32
第37桂和ビル5Ｆ
TEL：011-221-1770(代)
FAX：011-222-1012 
ご利用時間
[平日・土日祝日]
10:00 ～ 19:00
[セミナー開催時]
10:00 ～ 21:00

WebDo! Galleria 札幌

住所： 〒980-8485
仙台市青葉区中央1-2-3
仙台マークワン14F
TEL：022-212-3663（代）
FAX：022-212-3664
ご利用時間
[平日]
10:00 ～ 19:00
[セミナー開催時]
10:00 ～ 21:00

WebDo! Galleria 仙台

住所：〒104-0061
東京都中央区銀座1-19-14
ホーメスト銀座ビル10F
TEL：03-5159-1575(代)
FAX：03-5159-1576
ご利用時間
[平日・土日祝日]
10:00 ～ 19:00
[セミナー開催時]
10:00 ～ 21:00

WebDo! Galleria 東京

住所：〒460-0002
名古屋市中区丸の内2-18-25
丸の内KSビル9F
TEL：052-218-6320(代)
FAX：052-223-3344

ご利用時間
[平日・土日祝日]
10:00 ～ 19:00
[セミナー開催時]
10:00 ～ 21:00

WebDo! Galleria 名古屋
住所：〒542-0076
大阪市中央区難波2-1-2
太陽生命難波ビル5F
TEL：06-4708-2307(代)
FAX：06-4708-2308

ご利用時間
[平日・土日祝日]
10:00 ～ 19:00
[セミナー開催時]
10:00 ～ 21:00

WebDo! Galleria 大阪
住所：〒810-0022
福岡市中央区薬院1-5-6
ハイヒルズビル7F
TEL：092-725-7791(代)
FAX：092-725-7793

ご利用時間
[平日・土日祝日]
10:00 ～ 19:00
[セミナー開催時]
10:00 ～ 21:00

WebDo! Galleria 福岡

アットメールユーザー様の安心サポート体制

商売繁盛・売上
アップ講座

34,000件

紹介業種例(一部抜粋)
飲食店･居酒屋･レストラン・和洋菓子店・パン屋・スーパー･美容院･エステ･整体院･洋品店・ペットショップ
花屋・雑貨店・病院・カーディーラー･建設･不動産・ゴルフ場･ホテル・旅館・ナイトレジャー・ＮＰＯ法人
ガソリンスタンド・移動販売・国会・県会・市会議員・学校･幼稚・保育園　など

商売繁盛・売上アップ講座では、導入企業・店舗様の
成功事例を画像や映像でわかりやすくご紹介します！

国内最大級
の実績には理由があります。

410万人メール会員数契約企業数・店舗数

アットメールを活用した売上UP・集客UPの様々な成功事例をご紹介い
たします。アットメールの上手な活用法や、お客様の心を掴む成功のヒ
ント満載！商売繁盛・売上UPを求めている皆さま、お気軽にご来場くだ
さい！※参加費用は無料となります。
詳細については、各ガレリアにてご確認ください。

2週間で
メール会員

突破!
1,000人

家一軒 単価約

ご成約!
2,500万円

http://www.at-ml.jp/

■ アットメール販売元 ■ アットメール販売代理店

集客効果アップ！ 信頼性が高い！

3キャリア携帯利用者がお店に キャリアへの公式ページ掲載だから

かんたんアクセス！

「お店探しアットモール」はアットメールでホームページを作成し
ているお店・企業の情報を掲載する「お店検索ポータルサイト」
です。地図や業種からの絞込み検索や、GPSを使ってお客様が近
くのお店を簡単検索できます。また、「お店探しアットモール」はド
コモ、au、ソフトバンクの公式サイトに認定されています。

公式サイト内でクーポン発行可能！！

ますます新規の呼び込みに効果大！

※ＡＤシステムをご利用の方は標準で、プロモーションの方はオプションとしてご利用いただけます。

NTT docomoが提供している「iコンシェル」に対応することで、見込み客の携帯に直接

クーポンやセール情報が発信される！

iモード

タウン情報
／行政

グルメ・
タウンガイド・
行政

交通・
グルメ・
旅行

Yahoo!EZWeb

タウン情報
（全国版）

タウン
ガイド

全 国

イベント
タウン情報

お店探し     アットモール

3キャリア公式｢お店探しアットモール｣とは？ 3キャリア公式「お店探しアットモール」3つのメリット

クーポンからの集客も見込める！

NTT docomo の「iコンシェル」にも対応！

さらに！

弊社は、2008年9月に財団法人日本情報処理開発協会により「プライバシーマーク」使用許諾事業者の認定
を受けました。プライバシーマークは個人情報についての適切な保護措置を講ずる体制が整備され、個人
情報に関するJIS規格（JIS Q15001）に準拠している事業者であることの証明です。 弊社は、今後も引き続き
お客様の個人情報保護水準の維持・向上に取り組んでまいります。

事業者／シーツー株式会社
認定番号／第23820013（01）号　JISQ15001：2006準拠
有効期限／2008年10月1日から2010年9月30日
認定機関／特定非営利活動法人　みちのく情報セキュリティ推進機構（TPJC）

● プライバシーマークについて

笑 顔 の 鍵 は ア ット メ ー ル !

34,000件
日本最大級の

モバイルASPサービス!
!

国 内 最 大 級

6ヶ月返金保証
ご契約から６ヶ月間アットメールをご利用いただき、万が一導入効果が得られ
なかった場合はお支払いいただいたご利用料金を返金させていただきます。

信頼と安心の保証が
ついています！

登録から６ヶ月間以内で『１００名の会員に月２回×３ヶ月連続で
メール配信』の条件を満たしていただくことが返金の条件となります。

※返金申請（解約）をする場合はアットメール事務局までお電話でご連絡ください。尚、申請いただいた時点で事務局にて条件を確
　認させていただきます。
※返金対象商品はアットメールＳＤ・ＥＰ各商品に限らせていただきます。
※返品及び返金を行うサービスの内容は、原則として当社によるＡＳＰサービスの提供部分に限られるものとし、以下のサービスにつ
　いては保証の適用外、または保証内容に制限があります。

注意
事項

返金条件￥

売上アップ効果に自信があるからお約束します。

2010.9.3

商売繁盛・売上
アップ講座情報
はこちらから

メール会員だけで

UP
15万円以上売
上P!

メールでカンタン、オンライン予約！
予約状況の確認もカンタン！

ターゲットメールでお客様の
ニーズにあわせたメール配信！

送信
予約

毎月14日はアイスの日！
アイスの日にご来店いただいた漬
アットカフェメンバー様にはこの
季節にピッタリのプレゼントを用
意しています。
皆様のご来店お待ちしております。

Sb アットカフェからのお知らせ
info@xxxx.at-ml.jp

画像付きメールで魅力をダイレクトに！
ケータイでいつでもどこでも配信！

わかりやすいマニュアルで売上
アップを徹底サポート！

紙の依頼書を提出するだけ！
だれでもホームページが完成！

メール会員の獲得

メール 販促

※オプション※オプション

ケータイかざして、カンタンメール
会員登録！ラピナビライト　　　

QRスタンプなら、ポンポン押すだけ
でQRコード作成！

東 京 一 郎
〒000-0000
東京都渋谷区1-2-3

○○株式会社

ポン！

ケータイでＱＲコードを読み込んで
すぐメール会員登録！

会員募集に便利な
スタンドもご用意！

アットメール

3Zs/[.

3Z
s/
[.

3Zs/[.3Zs/[.3Zs/[.

更新はDVDを見ながら
ケータイ1つでカンタン！

プロモ
ーション

以上な
ら

画像掲載

優先表示

１億1000万人
 にあなたのお店が宣伝できる！

ケータイ
ユーザー

< 仙台本社 >
〒980-8485 仙台市青葉区中央1-2-3 
仙台マークワン14F
TEL：022-212-3663（代） FAX：022-212-3664

http://cybc.jp E-mail：info@cybc.jp　一般第二種通信事業者 届出番号：I-12-404　データセンター：仙台市青葉区

< 東京本社 >
〒104-0061 東京都中央区銀座1-19-14
ホーメスト銀座ビル9F
TEL：03-5159-5007(代)　FAX：03-5159-5008

携帯ホームページ作成

ラク
ラク

・独自ドメインの年間利用料金等、他社提供サービスによる料金はご返金の対象となりません。
・端末等の物品については、ご返品時に未使用物または未使用同様と見なせる場合のみのご返金とさせていただき、物品（箱、袋等の付属品を含む）の
　欠損や破損、故障、紛失、改造、加工、汚損等がある場合は対象物品の代金をご解約時に弁済（お買取）していただきます。
※返金申請（解約）の期間は導入後6ヶ月経過から30日（1ヶ月）以内とさせていただきます。
※ご契約の際に、アットメールサービス申込書の「６ヶ月返金保証条件同意欄」にお申込者様の返金条件同意チェックをお願いいたします。
（チェックがない場合、返金保証対象外となりますのでご注意ください）
※登録完了メール受信後90日間(3カ月)以内にメール会員様を100名以上募集できなかった場合は対象外となります。

３キャリア公式

認定DVD

アットメールカンタン活用方法

他にはない多機能・低価格な商品内容 他社最安価格の1メール送信2円/回は安い？

システムの安定性・信頼性

「アットメール」の稼働率「アットメール」
導入店の利用継続率

効果あり 効果なし

(導入1年後、メール会員数100名以上の条件で抽出)：2010年6月現在

売上アップ

(直近1年間のサーバーシステム停止時間は30分以内)：2010年6月現在

「アットメール」は
多機能・低価格？ 他社価格の

（基本料金に1000名含む。以降、メール会員500名毎にトライアルコース月額735円(＠1.47)～プロ
モーションコース月額945円(＠1.89)迄）

「本システム」
1メール会員

何度送信してもそのメール会員
一人にかかる料金は1.47円のみ！



携帯広告メール配信システム

 携帯ホームページ
+

アットメールの
仕　　組　　み

お店の
おトクな情報を
知りたい！

お客様に
おトクな情報を
届けたい！

お店 お客様

アットメールの機能

メール会員登録

おトクな情報をメール送信

■ ケータイをかざして、簡単メール会員登録！「ラピナビライト」
■ カメラ付き携帯電話でQRコードを読み込んですぐにメール会員登録ができる
■ ポータルサイトをオープンすれば、手間をかけずに集客力がUP!

顧客獲得機能

■ 難しい専門知識はもういらない！簡単！携帯ホームページ作成
■ あらゆる業種に対応した豊富なイメージ画像
■ 双方向コミュ二ケ－ションで顧客満足度アップ!

予約システム機能

■ 画像付きメールで魅力をダイレクトに！
■ ターゲットメールでお客様のニーズを把握
■ メールで簡単！オンライン予約

メール送信回数無制限

携帯ホームページ作成
画像無制限・ページ数無制限

■ 売上管理機能
■ クレジットカード決済機能　　　   　

■ 商品・在庫管理機能
■ 商品評価機能

ショッピングカート
システム

汎用予約システム・美容室予約システム

ケータイで自動予約受付！機会損失ゼロで売上アップ！
■ 24時間・365日自動予約受付機能
■ 業種に合わせて選べます

ＳＨＯＰ

■ ケータイホームページを更新・作成するだけで、
　 パソコン版ホームページを自動で作成！

パソコンホームページ
同時作成システム

ケータイひとつで売上アップ！アットメール

3Zs/[.

アットメールはさまざまな宣伝・販促メールが月々4,410円～使い放題！

販促メール配信ＡＳＰアットメール

国内最大級33,000件
の実績には理由があります。

3Zs/[.

売上Ｕ
Ｐ

成功事
例

多数！

3Zs/[.

3Zs/[.

3Zs/[.

3Zs/[.

白いタイヤキ  江南駅前店様
●地域／東　海
●http://www.just.st/7191279
●事業内容／たい焼きチェーン店
●導入時期／2009年7月

3Zs/[.

3Zs/[.



東 京 一 郎
ichiro tokyo

〒123-4567
東京都中央区銀座1-19-14
TEL：012-345-6789(代)
FAX：012-345-6789

シーツー株式会社

mobile:ichiro_tokyo@XXX.ne.jp
e-mail:mail@tokyo.com
TEL:090-1234-5678

http://www.cybc.jp/

企業情報

商品情報

モバイルインターネットと、お買上げポイント発行システムを組合わせた、
画期的なワンストップマーケティング。

Any は、販売促進の主役！
一台で10役！

情報分析･集計

リライトサーマル
カード機材

カタログ

ポイントカード 郵便・送料

クーポン会員証

チラシ

顧客管理

DM

すべてのビジネスは名刺交換から始まる！
モバイル電子名刺システムSEEDは何人のケータ
イに電子名刺を手渡しても、名刺代は買取の場合
月々945円、レンタルの場合月々1,360円だけ！ま
た、名刺だけではなく、企業情報、商品情報も一
緒に相手のケータイに渡したり、名刺を受け取っ
た相手がワンタッチでケータイ・会社の電話に発
信、メール送信ができます。さ
らには、企業の売上げアップにつ
ながるセールスプロモーション(オ
プション)も利用可能です。

お買上げポイント発行システムを、低コストで導
入できるよう、限られた機材で構成し、今やお客
様の誰もが常時持っている、携帯電話をインター
ネット端末として、通信を行う事により、コスト
のかかるポイントカードの発行や、
通信回線設備も不要とした画期的
なシステムです。

▲詳細はこちら

「SEED」は名刺交換の
新しい形です。

A D シ ス テ ム

ADシステムは、携帯ユーザーが無料で楽しめるネットマイルやアバター､SNSなど
の様々なコンテンツが実装された独自の専用ポータルサイトを開設できるコースで
す。携帯ユーザーが、お店情報＋無料コンテンツにメリットを感じて積極的にメー
ル会員となり、さらに口コミ効果で訪問者を増やして、メール会員登録率と継続率
を向上させる仕組みが「ADシステム」です。

アットモールに出店して新規顧客獲得！
より効率的にお客様を囲い込もう！

独自専用ポータルサイトでお客様を囲い込む！
メール会員の登録率・継続率がグーンとアップ！

コース紹介

公式サイト掲載
（画像つき優先表示・詳細ページあり）

携帯ホームページ テキストメール 予約メール 画像付きメール ターゲットメール

専用ポータルサイト モバロコ登録アットモール出店

プ ロ モ ー シ ョ ン

プロモーションは、日本全国のお店が集まったポータルサイト「アットモール」に出店
することができます。 出店することで新規のお客様はもちろん、全国から多数のお客様
を呼び込むことが可能となります。｢携帯ホームページやメール配信機能だけでは取り
込めなかった、もっと多くのお客様をゲットしたい！」という方にオススメです。

ベ ー シ ッ ク

ベーシックは、「画像付きメール」「予約メール」「ターゲットメール」など多彩
なメール配信機能がご利用できるプランです。訴求力の高いメール配信機能を活用
し、多種多様な情報を発信されたい方にオススメです！ 

メール配信機能がパワーアップ！
画像付きメールで訴求力が高まります！

公式サイト掲載
（画像つき優先表示・詳細ページあり）

携帯ホームページ テキストメール 予約メール 画像付きメール ターゲットメール

専用ポータルサイト モバロコ登録アットモール出店

公式サイト掲載
（画像なし簡易表示）

携帯ホームページ テキストメール 予約メール 画像付きメール ターゲットメール

専用ポータルサイト モバロコ登録アットモール出店

多店舗経営やフランチャイズチェーン店舗等に
ご活用いただけるお得なシステムです。
あなたの配下として登録された支社・支店などが獲得したメール会員に対し、本部（本社・本店な
ど）から直接メールを配信することができます。すべてのメール会員を対象とした一括配信はもち
ろん、特定の支社・支店のメール会員だけを配信先として指定することも可能。ベーシックなどに
も搭載されている、配信先の条件抽出（アンケートメールの回答を元に作成されたデータベース内
から、任意の条件で配信先を抽出）を併用すれば、「Ｃ支店のメール会員で、40歳以下の男性」な
ど、細部にわたる指定も可能です。

エ ン タ ー プ ラ イ ズ 指定した支店の会員

だけへメール配信可能！

Ａ B C

FC本部 条件抽出による

配信と併用可能！

▲詳細はこちら

「SEED」の
通信機能で

相手のケータイに
自分の名刺が
送信されます。 東 京 一 郎

ichiro tokyo

〒123-4567
東京都中央区銀座1-19-14
TEL：012-345-6789(代)
FAX：012-345-6789

シーツー株式会社

mobile:ichiro_tokyo@XXX.ne.jp
e-mail:mail@tokyo.com
TEL:090-1234-5678

http://www.cybc.jp/



集客・会員獲得ツール（おすすめオプション）

オプション機能

パソコンホームページ
同時作成システム

商品登録一回で、商品一覧・商品詳細・検索結果ページを
自動生成！

ケータイで自動予約受付！機会損失ゼロで売上アップ！

朝･外出中･昼休み
帰宅途中・夕食後
就寝前など何時で
も予約可能です。

予約空き状況 予約申込画面

携帯電話ひとつで簡単・気軽に
オンラインショップが設置できます。

汎用予約システム特徴
01 : 予約の受付を24時間365日年中無休で対応！ 02 : 来店時期に合わせた自動メール配信。

03 : 利用者がいつでもお店の空き状況がわかる。 04 : 店舗・施設に合わせた3タイプの予約システムから選択。 

汎用予約システム機能

アットビデオクレジットカード決済機能対応
ショッピングカートシステム 

選べる3タイプの予約システム
01 : 飲食店、店舗、会議室タイプ 03 : 医療、福祉サービスタイプ02 : スクールコースタイプ

自動予約受付機能
01 : お客様は携帯ホームページから直接予約できます。

02 : いつでも・どこでも24時間予約可能。

いつでも・
どこでも

予約できます！
PC側の
操作は一切
必要なし!!

予約枠人数が決まっているタイプ。 時間単位にサービス対応人数が決まっ
ているタイプ。

確認 予約

ケータイ版を更新
するだけでＰＣ版を

自動で更新

簡単、手間なしでパソコンホームページ運営が可能です！

2,940円々
月

戻る 戻る

【フロント系機能】（PC）

売上管理や欠品情報は一つのページに表示。
【管理系機能】（PC）

機種端末固有の製造番号を記録することで、2回目以降は
IDを入力しなくても簡単にログインできる!

【簡単ログイン機能】（Mobile）

メール会員自動登録端末

ラピナビライト導入店はほぼ
100％のお客様がメール会員に！

01

2,625円ラピナビライト
レンタル費用

※レンタルは12カ月間の最低利用期間を設けております。途中解約をした場合は月額利
　用料金2カ月分を頂戴致します。※買取の場合、31,500円（税込）となります。

月々

瞬間！簡単！

登録
完了！

ケータイに表示された
URLにアクセス

＆
空メール送信

会社名・店舗名をホームページURL・メールアドレスに。
たったこれだけで信用度UPです！

10,500円 1,365円初期設定費用 ・月々独自ドメイン
費　　　      用

独自ドメイン設定02

※ 新規で独自ドメインを取得する際は、一番最後に表示

     されるトップドメイン( jp 等) の種類別に別途ドメイン

     取得費用 ( 年額) が必要となります。

     詳細は別途「独自ドメイン申込書」を参照ください。

売上UP・コスト削減にすぐ効く！

リピータ増加と売上アップの秘密兵器！

ポイント＆クーポン03

2,625円～月々

おサイフケータイを
フェリカ端末

「ラピナビライト」
にかざすだけP!

ポイント＆クーポンは、おサイフケータイをフェリカ端末「ラピナビラ
イト」にかざすだけで、来店ポイントやクーポン、お得なお店の情報を
Ｇｅｔできる「売上ＵＰ！」の新兵器です。今までは面倒だったメール
配信などの定期的な販促メールも、簡単な初期設定だけで全自動配信！
手間なしでリピーターを確保できる！お店の力強い味方です！！ ※ポイントの加減算、クーポン発行・決済等については、ポイント＆クーポン専用サーバーにて管理・運営し、店舗様にてすべての利用履歴を確認できる専用管理ページが設定されます。

空メール送信ですぐ
登録完了！

会員登録 再来店来店時
端末タッチ

自動
メール受信

再来店
ポイント・クーポン
使用｡または端末タッチ
でポイント加算

お店のポイント＆
クーポン登録サイトへ

来店時
端末タッチ 自動

メール受信
サンキューメール・
クーポン・お得情報
で来店促進！

自動
メール受信

ーターピリ
み込い囲を
！しな間手は店お

※配信する項目毎に配信のタイミングを設定しておけば、あとはすべて自動でメール配信可能です。

ポイント機能

● 端末にタッチ！来店ポイント自動発行

初回または再来店

※有効期限の設定が可能です。

● お客様が携帯のポイント使用画面をお店に提示

ポイント使用時

● ポイントを自動減算。引換えに商品をお渡し

ポイント決済

機能1 クーポン機能

● 一定期間来店がないときや誕生月記念日・期間限定
　 など、お店側から任意にクーポンをメールで配布

※有効期限の設定が可能です。

● お客様が携帯のクーポン使用画面をお店に提示

● 一回だけ利用可能なクーポンと、引換えに商品をお渡し

クーポン送信

再来店

クーポン決済

機能2 自動メール配信機能

● 一定期間来店がないときや、お礼勧誘・定期・期間
　 限定など任意のタイミングでメール送信

● 誕生月･記念日新商品･イベントセールなどのメール配信

● 端末にタッチ！再来店ポイントを自動発行

ステップメール

プレミアムメール

再来店

温泉・ホテル・教室

アットホテル
設備のご案内

施設・設備・風景・イベントの紹介に

宿泊施設・温泉
景色・イベント
祭事…

例

店舗・飲食・物販

アットフード
店内風景

商品・お店・メニューの紹介に

店舗外観・内装
メニュー
商品…

例

企 業

株式会社アット
商品デモ

マニュアル・カタログの紹介に

動画マニュアル
動画カタログ
動画デモ…

例

自慢の設備や
周辺の風景を
動画で伝える
事ができます!

マニュアルや
デモ画面を
動画で公開！

店の雰囲気や
商品の魅力が
動画ひとつで
伝わります！

● 店舗名や社名の信用度､知名度が
　 アップする。
● 名刺や販促物に印刷して、店舗名や
　 社名をダイレクトにＰＲできる。

● プロバイダのアドレスの場合､個人
　 利用者だと思われ信用度が低い。
● 長くて覚えられない。

 http:// プロバイダ名 .ne.jp/atshop
ドメイン

 atshop＠ xxx. プロバイダ名 .ne.jp
ドメイン

独自ドメイン
http://atshop.jp

独自ドメイン
 info＠r.atshop.jp

このお店なら
安心だね！！

● メールアドレス

● ホームページアドレス

● メールアドレス

● ホームページアドレス

このお店
大丈夫かな･･･？

デメリット

独自ドメイン取得

メリット

機能3

3Zs/[.

5,250円

々
月

々
月

時間軸(10:00等)または､時間枠(60分等)が決
まっていて予約するタイプ。後者は時間軸
をユーザーが自由に決めらます。

ケータイ動画で臨場感たっぷりのプロモーション！

機能1 機能2 機能3

2,625円～キャンペーン価格

「アットビデオ」を利用すると、携帯ホームページに、動画を簡単に掲載するこ
とができます。文字や画像だけでは十分に伝えきれない「雰囲気」､「おもてな
し」､「商品のPR」を、まるでその場を体験しているように感じさせ、魅力的な
アピールができます！

2,100円々
月

(税込)

(税込)

(税込)

(税込)

(税込)

(税込)
(税込) (税込)

独自ドメイン未取得

お客様がいつでも、どこでもケータイから予約が出来るオプション機能です。
飲食店や医療・福祉など、さまざまなサービスに適用可能です。

※ オンライン各種決済機能をご利用いただくためには、クレジット会社の認証が必要となります。お申込の場
 　合は別紙「オンライン決済申請書 」の内容を確認のうえ、決済代行の手続きを行って下さい。
※プロモーション以上でご利用いただけるオプション機能です。

※初期費用として別途21,000円(税込)が必要となります。

※初期費用として別途キャンペーン価格5,250円(税込)が必要となります。

これまでパソコン（PC）ホームページは持っていなかった、あるいは持っている
けど更新が面倒だったという方へご提供する画期的なシステム、それがアットメー
ルのオプション機能「パソコンホームページ同時作成システム」です！アットメー
ルのケータイページを更新するだけで、同時にPCページを自動生成！手間なしで
簡単、２つのホームページでお店の販促とPRができる一石二鳥のシステムです。

戻る

ケータイを
かざすだけ！P!

例）店舗名が「アットショップ」の場合

世界にひとつだけ! ずっと使える!

独自ドメインは早い者勝ちです！いち早くお申し込みいただき、メリットを
実感してください。
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ラピナビライト導入前と導入後のメール会員数の推移（人）

  3,285,999人（4月7日）

ポイント＆クーポン集客の仕組み

導入

メール会員数ＵＰ＝売上ＵＰ！

メール会員数ＵＰ＝売上ＵＰ！

メール会員数ＵＰ＝売上ＵＰ！

お好きなデザインをお選びいただけます。
業種・業態に合わせたページデザインテンプレートも豊富にご用意！

258
種類

完成

アットショップ管理画面



Sb

メール会員登録
ありがとうございまし
た！お得な情報をお届
けしますので、お楽し
みに！

メール会員登録…
info@xxxx.at…

毎月14日はアイスの日！
アイスの日にご来店いただいた漬
アットカフェメンバー様にはこの
季節にピッタリのプレゼントを用
意しています。
皆様のご来店お待ちしております。

Sb アットカフェからのお知らせ
info@xxxx.at-ml.jp

カン
タン

手間
ナシ

多機能メール配信

メール会員募集

ホームページ作成サポート

サポートのご案内 全国６ヶ所のショールーム「ガレリア」で、商売繁盛・売上アップ講座をはじめ、アットメール
利用方法のユーザーサポートを行っております。各ショールームの詳細は下記をご覧下さい。

売上UPの秘訣はココにあり！

住所：〒060-0002
札幌市中央区北2条西2-32
第37桂和ビル5Ｆ
TEL：011-221-1770(代)
FAX：011-222-1012 
ご利用時間
[平日・土日祝日]
10:00 ～ 19:00
[セミナー開催時]
10:00 ～ 21:00

WebDo! Galleria 札幌

住所： 〒980-8485
仙台市青葉区中央1-2-3
仙台マークワン14F
TEL：022-212-3663（代）
FAX：022-212-3664
ご利用時間
[平日]
10:00 ～ 19:00
[セミナー開催時]
10:00 ～ 21:00

WebDo! Galleria 仙台

住所：〒104-0061
東京都中央区銀座1-19-14
ホーメスト銀座ビル10F
TEL：03-5159-1575(代)
FAX：03-5159-1576
ご利用時間
[平日・土日祝日]
10:00 ～ 19:00
[セミナー開催時]
10:00 ～ 21:00

WebDo! Galleria 東京

住所：〒460-0002
名古屋市中区丸の内2-18-25
丸の内KSビル9F
TEL：052-218-6320(代)
FAX：052-223-3344

ご利用時間
[平日・土日祝日]
10:00 ～ 19:00
[セミナー開催時]
10:00 ～ 21:00

WebDo! Galleria 名古屋
住所：〒542-0076
大阪市中央区難波2-1-2
太陽生命難波ビル5F
TEL：06-4708-2307(代)
FAX：06-4708-2308

ご利用時間
[平日・土日祝日]
10:00 ～ 19:00
[セミナー開催時]
10:00 ～ 21:00

WebDo! Galleria 大阪
住所：〒810-0022
福岡市中央区薬院1-5-6
ハイヒルズビル7F
TEL：092-725-7791(代)
FAX：092-725-7793

ご利用時間
[平日・土日祝日]
10:00 ～ 19:00
[セミナー開催時]
10:00 ～ 21:00

WebDo! Galleria 福岡

アットメールユーザー様の安心サポート体制

商売繁盛・売上
アップ講座

34,000件

紹介業種例(一部抜粋)
飲食店･居酒屋･レストラン・和洋菓子店・パン屋・スーパー･美容院･エステ･整体院･洋品店・ペットショップ
花屋・雑貨店・病院・カーディーラー･建設･不動産・ゴルフ場･ホテル・旅館・ナイトレジャー・ＮＰＯ法人
ガソリンスタンド・移動販売・国会・県会・市会議員・学校･幼稚・保育園　など

商売繁盛・売上アップ講座では、導入企業・店舗様の
成功事例を画像や映像でわかりやすくご紹介します！

国内最大級
の実績には理由があります。

410万人メール会員数契約企業数・店舗数

アットメールを活用した売上UP・集客UPの様々な成功事例をご紹介い
たします。アットメールの上手な活用法や、お客様の心を掴む成功のヒ
ント満載！商売繁盛・売上UPを求めている皆さま、お気軽にご来場くだ
さい！※参加費用は無料となります。
詳細については、各ガレリアにてご確認ください。

2週間で
メール会員

突破!
1,000人

家一軒 単価約

ご成約!
2,500万円

http://www.at-ml.jp/

■ アットメール販売元 ■ アットメール販売代理店

集客効果アップ！ 信頼性が高い！

3キャリア携帯利用者がお店に キャリアへの公式ページ掲載だから

かんたんアクセス！

「お店探しアットモール」はアットメールでホームページを作成し
ているお店・企業の情報を掲載する「お店検索ポータルサイト」
です。地図や業種からの絞込み検索や、GPSを使ってお客様が近
くのお店を簡単検索できます。また、「お店探しアットモール」はド
コモ、au、ソフトバンクの公式サイトに認定されています。

公式サイト内でクーポン発行可能！！

ますます新規の呼び込みに効果大！

※ＡＤシステムをご利用の方は標準で、プロモーションの方はオプションとしてご利用いただけます。

NTT docomoが提供している「iコンシェル」に対応することで、見込み客の携帯に直接

クーポンやセール情報が発信される！

iモード

タウン情報
／行政

グルメ・
タウンガイド・
行政

交通・
グルメ・
旅行

Yahoo!EZWeb

タウン情報
（全国版）

タウン
ガイド

全 国

イベント
タウン情報

お店探し     アットモール

3キャリア公式｢お店探しアットモール｣とは？ 3キャリア公式「お店探しアットモール」3つのメリット

クーポンからの集客も見込める！

NTT docomo の「iコンシェル」にも対応！

さらに！

弊社は、2008年9月に財団法人日本情報処理開発協会により「プライバシーマーク」使用許諾事業者の認定
を受けました。プライバシーマークは個人情報についての適切な保護措置を講ずる体制が整備され、個人
情報に関するJIS規格（JIS Q15001）に準拠している事業者であることの証明です。 弊社は、今後も引き続き
お客様の個人情報保護水準の維持・向上に取り組んでまいります。

事業者／シーツー株式会社
認定番号／第23820013（01）号　JISQ15001：2006準拠
有効期限／2008年10月1日から2010年9月30日
認定機関／特定非営利活動法人　みちのく情報セキュリティ推進機構（TPJC）

● プライバシーマークについて

笑 顔 の 鍵 は ア ット メ ー ル !

34,000件
日本最大級の

モバイルASPサービス!
!

国 内 最 大 級

6ヶ月返金保証
ご契約から６ヶ月間アットメールをご利用いただき、万が一導入効果が得られ
なかった場合はお支払いいただいたご利用料金を返金させていただきます。

信頼と安心の保証が
ついています！

登録から６ヶ月間以内で『１００名の会員に月２回×３ヶ月連続で
メール配信』の条件を満たしていただくことが返金の条件となります。

※返金申請（解約）をする場合はアットメール事務局までお電話でご連絡ください。尚、申請いただいた時点で事務局にて条件を確
　認させていただきます。
※返金対象商品はアットメールＳＤ・ＥＰ各商品に限らせていただきます。
※返品及び返金を行うサービスの内容は、原則として当社によるＡＳＰサービスの提供部分に限られるものとし、以下のサービスにつ
　いては保証の適用外、または保証内容に制限があります。

注意
事項

返金条件￥

売上アップ効果に自信があるからお約束します。

2010.9.3

商売繁盛・売上
アップ講座情報
はこちらから

メール会員だけで

UP
15万円以上売
上P!

メールでカンタン、オンライン予約！
予約状況の確認もカンタン！

ターゲットメールでお客様の
ニーズにあわせたメール配信！

送信
予約

毎月14日はアイスの日！
アイスの日にご来店いただいた漬
アットカフェメンバー様にはこの
季節にピッタリのプレゼントを用
意しています。
皆様のご来店お待ちしております。

Sb アットカフェからのお知らせ
info@xxxx.at-ml.jp

画像付きメールで魅力をダイレクトに！
ケータイでいつでもどこでも配信！

わかりやすいマニュアルで売上
アップを徹底サポート！

紙の依頼書を提出するだけ！
だれでもホームページが完成！

メール会員の獲得

メール販促

※オプション※オプション

ケータイかざして、カンタンメール
会員登録！ラピナビライト　　　

QRスタンプなら、ポンポン押すだけ
でQRコード作成！

東 京 一 郎
〒000-0000
東京都渋谷区1-2-3

○○株式会社

ポン！

ケータイでＱＲコードを読み込んで
すぐメール会員登録！

会員募集に便利な
スタンドもご用意！

アットメール

3Zs/[.

3Z
s/
[.

3Zs/[.3Zs/[.3Zs/[.

更新はDVDを見ながら
ケータイ1つでカンタン！

プロモ
ーション

以上な
ら

画像掲載

優先表示

１億1000万人
 にあなたのお店が宣伝できる！

ケータイ
ユーザー

< 仙台本社 >
〒980-8485 仙台市青葉区中央1-2-3 
仙台マークワン14F
TEL：022-212-3663（代） FAX：022-212-3664

http://cybc.jp E-mail：info@cybc.jp　一般第二種通信事業者 届出番号：I-12-404　データセンター：仙台市青葉区

< 東京本社 >
〒104-0061 東京都中央区銀座1-19-14
ホーメスト銀座ビル9F
TEL：03-5159-5007(代)　FAX：03-5159-5008

携帯ホームページ作成
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・独自ドメインの年間利用料金等、他社提供サービスによる料金はご返金の対象となりません。
・端末等の物品については、ご返品時に未使用物または未使用同様と見なせる場合のみのご返金とさせていただき、物品（箱、袋等の付属品を含む）の
　欠損や破損、故障、紛失、改造、加工、汚損等がある場合は対象物品の代金をご解約時に弁済（お買取）していただきます。
※返金申請（解約）の期間は導入後6ヶ月経過から30日（1ヶ月）以内とさせていただきます。
※ご契約の際に、アットメールサービス申込書の「６ヶ月返金保証条件同意欄」にお申込者様の返金条件同意チェックをお願いいたします。
（チェックがない場合、返金保証対象外となりますのでご注意ください）
※登録完了メール受信後90日間(3カ月)以内にメール会員様を100名以上募集できなかった場合は対象外となります。

３キャリア公式

認定DVD

アットメールカンタン活用方法

他にはない多機能・低価格な商品内容 他社最安価格の1メール送信2円/回は安い？

システムの安定性・信頼性

「アットメール」の稼働率「アットメール」
導入店の利用継続率

効果あり 効果なし

(導入1年後、メール会員数100名以上の条件で抽出)：2010年6月現在

売上アップ

(直近1年間のサーバーシステム停止時間は30分以内)：2010年6月現在

「アットメール」は
多機能・低価格？ 他社価格の

（基本料金に1000名含む。以降、メール会員500名毎にトライアルコース月額735円(＠1.47)～プロ
モーションコース月額945円(＠1.89)迄）

「本システム」
1メール会員

何度送信してもそのメール会員
一人にかかる料金は1.47円のみ！



Sb

メール会員登録
ありがとうございまし
た！お得な情報をお届
けしますので、お楽し
みに！

メール会員登録…
info@xxxx.at…

毎月14日はアイスの日！
アイスの日にご来店いただいた漬
アットカフェメンバー様にはこの
季節にピッタリのプレゼントを用
意しています。
皆様のご来店お待ちしております。

Sb アットカフェからのお知らせ
info@xxxx.at-ml.jp

カン
タン

手間
ナシ

多機能メール配信

メール会員募集

ホームページ作成サポート

サポートのご案内 全国６ヶ所のショールーム「ガレリア」で、商売繁盛・売上アップ講座をはじめ、アットメール
利用方法のユーザーサポートを行っております。各ショールームの詳細は下記をご覧下さい。

売上UPの秘訣はココにあり！

住所：〒060-0002
札幌市中央区北2条西2-32
第37桂和ビル5Ｆ
TEL：011-221-1770(代)
FAX：011-222-1012 
ご利用時間
[平日・土日祝日]
10:00 ～ 19:00
[セミナー開催時]
10:00 ～ 21:00

WebDo! Galleria 札幌

住所： 〒980-8485
仙台市青葉区中央1-2-3
仙台マークワン14F
TEL：022-212-3663（代）
FAX：022-212-3664
ご利用時間
[平日]
10:00 ～ 19:00
[セミナー開催時]
10:00 ～ 21:00

WebDo! Galleria 仙台

住所：〒104-0061
東京都中央区銀座1-19-14
ホーメスト銀座ビル10F
TEL：03-5159-1575(代)
FAX：03-5159-1576
ご利用時間
[平日・土日祝日]
10:00 ～ 19:00
[セミナー開催時]
10:00 ～ 21:00

WebDo! Galleria 東京

住所：〒460-0002
名古屋市中区丸の内2-18-25
丸の内KSビル9F
TEL：052-218-6320(代)
FAX：052-223-3344

ご利用時間
[平日・土日祝日]
10:00 ～ 19:00
[セミナー開催時]
10:00 ～ 21:00

WebDo! Galleria 名古屋
住所：〒542-0076
大阪市中央区難波2-1-2
太陽生命難波ビル5F
TEL：06-4708-2307(代)
FAX：06-4708-2308

ご利用時間
[平日・土日祝日]
10:00 ～ 19:00
[セミナー開催時]
10:00 ～ 21:00

WebDo! Galleria 大阪
住所：〒810-0022
福岡市中央区薬院1-5-6
ハイヒルズビル7F
TEL：092-725-7791(代)
FAX：092-725-7793

ご利用時間
[平日・土日祝日]
10:00 ～ 19:00
[セミナー開催時]
10:00 ～ 21:00

WebDo! Galleria 福岡

アットメールユーザー様の安心サポート体制

商売繁盛・売上
アップ講座

34,000件

紹介業種例(一部抜粋)
飲食店･居酒屋･レストラン・和洋菓子店・パン屋・スーパー･美容院･エステ･整体院･洋品店・ペットショップ
花屋・雑貨店・病院・カーディーラー･建設･不動産・ゴルフ場･ホテル・旅館・ナイトレジャー・ＮＰＯ法人
ガソリンスタンド・移動販売・国会・県会・市会議員・学校･幼稚・保育園　など

商売繁盛・売上アップ講座では、導入企業・店舗様の
成功事例を画像や映像でわかりやすくご紹介します！

国内最大級
の実績には理由があります。

410万人メール会員数契約企業数・店舗数

アットメールを活用した売上UP・集客UPの様々な成功事例をご紹介い
たします。アットメールの上手な活用法や、お客様の心を掴む成功のヒ
ント満載！商売繁盛・売上UPを求めている皆さま、お気軽にご来場くだ
さい！※参加費用は無料となります。
詳細については、各ガレリアにてご確認ください。

2週間で
メール会員

突破!
1,000人

家一軒 単価約

ご成約!
2,500万円

http://www.at-ml.jp/

■ アットメール販売元 ■ アットメール販売代理店

集客効果アップ！ 信頼性が高い！

3キャリア携帯利用者がお店に キャリアへの公式ページ掲載だから

かんたんアクセス！

「お店探しアットモール」はアットメールでホームページを作成し
ているお店・企業の情報を掲載する「お店検索ポータルサイト」
です。地図や業種からの絞込み検索や、GPSを使ってお客様が近
くのお店を簡単検索できます。また、「お店探しアットモール」はド
コモ、au、ソフトバンクの公式サイトに認定されています。

公式サイト内でクーポン発行可能！！

ますます新規の呼び込みに効果大！

※ＡＤシステムをご利用の方は標準で、プロモーションの方はオプションとしてご利用いただけます。

NTT docomoが提供している「iコンシェル」に対応することで、見込み客の携帯に直接

クーポンやセール情報が発信される！

iモード

タウン情報
／行政

グルメ・
タウンガイド・
行政

交通・
グルメ・
旅行

Yahoo!EZWeb

タウン情報
（全国版）

タウン
ガイド

全 国

イベント
タウン情報

お店探し     アットモール

3キャリア公式｢お店探しアットモール｣とは？ 3キャリア公式「お店探しアットモール」3つのメリット

クーポンからの集客も見込める！

NTT docomo の「iコンシェル」にも対応！

さらに！

弊社は、2008年9月に財団法人日本情報処理開発協会により「プライバシーマーク」使用許諾事業者の認定
を受けました。プライバシーマークは個人情報についての適切な保護措置を講ずる体制が整備され、個人
情報に関するJIS規格（JIS Q15001）に準拠している事業者であることの証明です。 弊社は、今後も引き続き
お客様の個人情報保護水準の維持・向上に取り組んでまいります。

事業者／シーツー株式会社
認定番号／第23820013（01）号　JISQ15001：2006準拠
有効期限／2008年10月1日から2010年9月30日
認定機関／特定非営利活動法人　みちのく情報セキュリティ推進機構（TPJC）

● プライバシーマークについて

笑 顔 の 鍵 は ア ット メ ー ル !

34,000件
日本最大級の

モバイルASPサービス!
!

国 内 最 大 級

6ヶ月返金保証
ご契約から６ヶ月間アットメールをご利用いただき、万が一導入効果が得られ
なかった場合はお支払いいただいたご利用料金を返金させていただきます。

信頼と安心の保証が
ついています！

登録から６ヶ月間以内で『１００名の会員に月２回×３ヶ月連続で
メール配信』の条件を満たしていただくことが返金の条件となります。

※返金申請（解約）をする場合はアットメール事務局までお電話でご連絡ください。尚、申請いただいた時点で事務局にて条件を確
　認させていただきます。
※返金対象商品はアットメールＳＤ・ＥＰ各商品に限らせていただきます。
※返品及び返金を行うサービスの内容は、原則として当社によるＡＳＰサービスの提供部分に限られるものとし、以下のサービスにつ
　いては保証の適用外、または保証内容に制限があります。

注意
事項

返金条件￥

売上アップ効果に自信があるからお約束します。

2010.9.3

商売繁盛・売上
アップ講座情報
はこちらから

メール会員だけで

UP
15万円以上売
上P!

メールでカンタン、オンライン予約！
予約状況の確認もカンタン！

ターゲットメールでお客様の
ニーズにあわせたメール配信！

送信
予約

毎月14日はアイスの日！
アイスの日にご来店いただいた漬
アットカフェメンバー様にはこの
季節にピッタリのプレゼントを用
意しています。
皆様のご来店お待ちしております。

Sb アットカフェからのお知らせ
info@xxxx.at-ml.jp

画像付きメールで魅力をダイレクトに！
ケータイでいつでもどこでも配信！

わかりやすいマニュアルで売上
アップを徹底サポート！

紙の依頼書を提出するだけ！
だれでもホームページが完成！

メール会員の獲得

メール販促

※オプション※オプション

ケータイかざして、カンタンメール
会員登録！ラピナビライト　　　

QRスタンプなら、ポンポン押すだけ
でQRコード作成！

東 京 一 郎
〒000-0000
東京都渋谷区1-2-3

○○株式会社

ポン！

ケータイでＱＲコードを読み込んで
すぐメール会員登録！

会員募集に便利な
スタンドもご用意！

アットメール

3Zs/[.

3Z
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[.

3Zs/[.3Zs/[.3Zs/[.

更新はDVDを見ながら
ケータイ1つでカンタン！

プロモ
ーション

以上な
ら

画像掲載

優先表示

１億1000万人
 にあなたのお店が宣伝できる！

ケータイ
ユーザー

< 仙台本社 >
〒980-8485 仙台市青葉区中央1-2-3 
仙台マークワン14F
TEL：022-212-3663（代） FAX：022-212-3664

http://cybc.jp E-mail：info@cybc.jp　一般第二種通信事業者 届出番号：I-12-404　データセンター：仙台市青葉区

< 東京本社 >
〒104-0061 東京都中央区銀座1-19-14
ホーメスト銀座ビル9F
TEL：03-5159-5007(代)　FAX：03-5159-5008

携帯ホームページ作成

ラク
ラク

・独自ドメインの年間利用料金等、他社提供サービスによる料金はご返金の対象となりません。
・端末等の物品については、ご返品時に未使用物または未使用同様と見なせる場合のみのご返金とさせていただき、物品（箱、袋等の付属品を含む）の
　欠損や破損、故障、紛失、改造、加工、汚損等がある場合は対象物品の代金をご解約時に弁済（お買取）していただきます。
※返金申請（解約）の期間は導入後6ヶ月経過から30日（1ヶ月）以内とさせていただきます。
※ご契約の際に、アットメールサービス申込書の「６ヶ月返金保証条件同意欄」にお申込者様の返金条件同意チェックをお願いいたします。
（チェックがない場合、返金保証対象外となりますのでご注意ください）
※登録完了メール受信後90日間(3カ月)以内にメール会員様を100名以上募集できなかった場合は対象外となります。

３キャリア公式

認定DVD

アットメールカンタン活用方法

他にはない多機能・低価格な商品内容 他社最安価格の1メール送信2円/回は安い？

システムの安定性・信頼性

「アットメール」の稼働率「アットメール」
導入店の利用継続率

効果あり 効果なし

(導入1年後、メール会員数100名以上の条件で抽出)：2010年6月現在

売上アップ

(直近1年間のサーバーシステム停止時間は30分以内)：2010年6月現在

「アットメール」は
多機能・低価格？ 他社価格の

（基本料金に1000名含む。以降、メール会員500名毎にトライアルコース月額735円(＠1.47)～プロ
モーションコース月額945円(＠1.89)迄）

「本システム」
1メール会員

何度送信してもそのメール会員
一人にかかる料金は1.47円のみ！


