
エルクレストエルクレスト 様 （東京都）

◆単月売り上げ200万円アップ！！イベント動員にも＿
効果大！！今後は600万円アップを目指します！！

■導入経緯(きっかけ)

毎日のように携帯HPのセールスが来ていて、見積りを取ってみると60万から250万。パソコンHPでいろい
ろ仕掛けをしていたがあまり結果に繋がっていなく、携帯HPにそこまでお金をかける価値があるのかを考
えていた矢先、偶然ばったり代理店さんと出会い、値段を聞いてみたら5万円との事。まずは試しに導入
を決定。

■活用（どんなアクションを起こしたか)

毎月一回キャンペーン情報を配信しつつ、新規顧客の紹介にもつなげています。また、年4回のイベント
集客の為のツールとして有効活用しており、イベント中にもプレゼントのご案内のメールを配信して、ゲス
トさんにもその場でメール会員になってもらったり、当日イベントに参加できなかったお客様にも『次回は
必ず行こう！』と思ってもらえるよう工夫しています。

■結果

イベントの集客効果は去年の2倍！イベント時に化粧品や施術チケットを販売することによって通常単月
売上400万円のところ、600万円に大幅アップ！！また、毎月のキャンペーンカレンダーやイベントの案内
を郵送していましたが、メール配信を使うことによって月20万円ほどの経費削減となりました。更に、一度
印刷したものは変更がきかないので不便を感じていたが、メール配信に切り替えることによって急な予定
変更があっても対応できるようになりました。

■導入をお考えの方へ

メール配信は確実に集客や売上アップに繋がっていますが、エステサロンの一番の目的は顧客の固定
化と考えております。メール配信はタイムリーな情報を提供できるうえに、住所が変わって郵便物が届か
ない人も関係ないので、情報を送り続けることが出来ます。お客様をただ待っているだけではなく、攻めて
いけるところが魅力的です。業界全体が冷え込んでいる中、勝ち残る為には必須アイテムですね！



◆年齢層が高くてもラピナビが解決！
＿メール会員登録率100％！

◆隙間時間に配信して驚きの効果が！

■導入経緯(きっかけ)

今以上にお客様と親密な関係をとりたいなと考えていたとき、知り合いから教えていただきました。
ケータイを使ってお客様とコンスタントにやりとりができることに魅力を感じ、すぐ導入しました。

■活用（どんなアクションを起こしたか)

まずはメール会員を集めることをしました。
年配の多いお店ですので、QRコードが分からない・メールアドレスが分からないなど苦労したが、お客
様と世間話を聞いたりしコミュニケーションﾝをとることによって、ラピナビを活用することで全員がメー
ル会員になりました。とてもカンタンに集められました。
そのメール会員様には半額のお得情報の配信、また飽きられないように生活情報配信や手作りレシピ
の案内配信もしています。

■結果

予約のお客様がいない時、『今から5時までカット半額』メールを配信した際に30分で10人のお客様に
来店いただけました。私自身一番驚きました。
配信を10日間ぐらいしないお客様が心配され、お電話をいただく事も。
これもジャストメールならではの効果です。
導入して1ヶ月の最高売上が100万円になり導入する前より2倍になりました。また配信すると、
月に0回のお客様が1回来店、1回のお客様が2回と来店されますので確実に売上は伸びています。
■導入をお考えの方へ

やはり、お店にとって大事なのは固定客をつくることです。
美容業界は飽きられてしまったら、来店していただけれなくなりますのでその為にはこのジャストメール
は必要不可欠です。お客様と親密な関係が今以上にとれます！

アオバ美容院アオバ美容院 様 （愛知県）



◆一般のお客様とメール会員を徹底差別化！

◆毎月、ランダムで開催される【しゃぶしゃぶの日】

＿開催日を会員限定で事前配信などお得なサービス満載！

■導入経緯(きっかけ)

お店とお客様の親近感の強化、また顧客固定化について、何か対策をしなければと考えていた時
にジャストメールの事を聞き、携帯に向けた配信に魅力を感じ、導入を決めました。

■活用（どんなアクションを起こしたか)

一般のお客様と、メール会員を徹底的に良い意味での差別化を図りました。
月1回ランダムで開催される【しゃぶしゃぶの日】の開催日事前配信や、ご来店頂いたメール会員様
にはくじ引きをして頂き、金券プレゼントなど、メール会員が喜ぶ、また、まだなっていない方にも誘
導できるユニークなアイデアでメール会員を集めています。現在、650名以上メール会員がいます。

■結果

来店されるお客様の90％がメール会員になっており、一度の配信で約15％のメール会員が来店さ
れます。また、お昼のランチタイムでは、店内にある70席が全て埋まります。サービス内容もメール
会員さんに喜ばれており、非常に売上ＵＰに繋がっております。

■導入をお考えの方へ

立地条件に関わらず、メール会員をしっかり集めることにより、最新のお店の情報配信ができ、そ
れにより、集客ＵＰ、売上ＵＰに繋がること間違いなしです。業種に関わらず、ケータイに向けたご準
備は今後必要ですよ。

くずかわ茶寮くずかわ茶寮 寅や寅や 様 （静岡県）



◆お得なサービス配信でご年配のお客様を囲い込み！

◆お店独自の富くじを活用し、全てをメール会員登録へ

◆メール配信を最大活用！配信日は来店率２０％アップ

■導入経緯(きっかけ)

ＰＣのＨＰは8年前から運営していましたが、最近はＰＣのメールマガジンにあまり反応が無くなってしま
い、不思議に思っていた所、インターネットはＰＣから携帯に移っていることを知り、導入を決めました。

■活用（どんなアクションを起こしたか)

毎月21日は『漬物の日』で当日来て頂いたお客様にお漬物をプレゼントをする為、事前にそれを携帯
のメール配信にてお知らせしたりしています。
また、新商品には富くじとというくじを入れ、その当選者や当選商品の詳細は全てメールにて発表する
など、全てをメール会員登録に繋げる仕組みをとっています。

■結果

メール会員の方の殆どがご年配の方で、その為ご登録の際に手をとってお教えすることでコミュニケー
ションが多くとれ、お喜び頂いております。それに伴い売上にも確実に結びついております。
特にご年配の方は普段携帯でのメールをあまり受けておられないので、かえってメールが届くと喜ば
れ、それがレスポンスの高さに繋がっています。

■導入をお考えの方へ

HPの制作に重きを置くことより、とにかくメール配信にアイデアを絞って配信することに力を注ぐ形が
良いと思います。
日々の更新、日々の配信を継続する事が大切だと感じています。

かぶらかぶら寿し本舗寿し本舗 かばたかばた 様 （石川県）



◆お得なサービス配信で来店率15％ＵＰ！

◆ＡＤシステム導入により、お客様自身が楽しめる

＿サイトとしてもＰＲでき、しっかりメール会員を囲い込み！

■導入経緯(きっかけ)

15年、ラーメン店を営んでいるが、人口がどんどん減少していく中で、自分のお店に来ていた
だくお客様をしっかり囲い込むのに何かしなければな～と思っていた時に、話を聞き、攻めの
広告配信ツールとして導入を決めました。その際にＡＤシステムを導入し、楽しんで頂けるＨＰ
としてＰＲしていきたいと感じました。

■活用（どんなアクションを起こしたか)

主にＡＤカードによるＱＲコードでお客様をメール会員に誘導しました。お店内カウンターなどに
置き、お客様にはポータルサイトから入って頂き、ＡＤ会員と同時にポータル会員としてもお客
様を囲い込むようにしました。現在メール会員数は1300名を突破しております。そのメール会
員に、お得なサービス情報などを配信してお客様にはお喜び頂いております。

■結果

メール会員を囲い込み、メール配信をすることにより、月の集客率は15％ＵＰしております。ま
た月の売上は400万円以上となっております。

■導入をお考えの方へ

お店や企業に限らず、しっかりお客様を独自のお客様として囲い込むのには最適なツールと
感じています。月のランニングコストも安価だし、メール配信で、送りたい情報をいつでも送るこ
とができるのは、非常にありがたいし、とても強みになると感じますよ。

らーめんらーめん 麺華山麺華山 様 （富山県）



たこ房たこ房 滑川店滑川店 様 （富山県）

◆お客様が喜ぶサービス満点メールを配信！！
◆自然災害で多大な損害を受けながらもしっかり
＿お客様を囲い込み、確実に売上ＵＰしております！

■導入経緯(きっかけ)

以前から、お客様へのサービス方法として何か出来ないか？などを考えておりました。その中で、携帯に関する
情報配信も視野に入れておりました。そんな中、費用対効果の高いジャストメールをご紹介頂き、導入を決めま
した。

■活用（どんなアクションを起こしたか)
ＱＲコードを載せたカードを店頭に置き、メール会員募集を行いました。もちろん操作がわからない方にはスタッ
フにも協力してもらい、丁寧に操作方法をお伝えしています。毎月8の日は｢8の日サービスデー」など割引き
デーを設定し、たこ焼きをはじめ、ラーメンや大判焼など250円均一でご提供するなどの配信を行なっています。
また、以前から活用しているポイントカードとの連動で、ＨＰ上で毎月1回ポイントカードの番号をランダムに選び、
当選したお客様には食事一品無料サービスなどを行なっています。

■結果

平均、たこ焼き150セットが売れるに対し、サービスデーなどの配信の際にはおよそ2倍の300セットが売れます。
一番の人気商品は、ねぎだこですが、メール配信でお客様を呼び込むことで、大判焼やラーメンなどのサイドメ
ニューも売上が伸びる相乗効果となっています。たこ焼きだけの計算ですと、通常、6万円の売上に対しメール
配信日は約10万円以上にＵＰします。それにより現在2店舗で運営しておりますが、1店舗平均月間売上が400
万円以上となり、2店舗合計で年間売り上げは1億円以上となっております。

■導入をお考えの方へ

やはり、ジャストメールのいいところは、安くて費用対効果が高いところであり、レスポンスの早さが一番の魅力
だと思います。2007年に起きた新潟中越沖地震により新潟店は倒壊し、1500万円の被害を被ったりもしました
が、ジャストメールを導入してからは着実に月間売上を伸ばしており、メール会員をしっかり集め、配信を行なう
事でお客様には喜ばれ、お店側は潤う形になると実感しています。お客様へのサービスを第一と考えるのであ
れば、ジャストメールはお薦めですよ！



■導入経緯 (きっかけ)

メール配信などには以前から関心がありましたが、なかなか金額面や機能面などで良いところ
が見つからず先延ばし状態だった時、ジャストメールのお話を聞き、導入を決めました。

■活用 （どんなアクションを起こしたか)

スタッフ協力のもと、店内でもＰＯＰなどを作り、お客様にメール会員になって頂くメリットをしっ
かりお伝えしています。19日（トクの日）にちなんで、メール会員様限定でお食事代金19％オフ
という配信をしたり又19日にご来店頂くと次回ご利用ができる割引き券をお渡しし、リピーター
としてご来店頂くなど、メール会員になるとお得だよという感じをお伝えしています。

■結果

現在、メール会員数は1000名を突破しております。19日（トクの日）配信はメール会員様に大変
ご好評頂いており、52組の方がご来場、売上的には平均約24万円の売上ＵＰに繋がっていま
す。

■導入をお考えの方へ

メール会員をしっかり集めて、配信することは非常に重要だなと感じています。またお客様との
コミュニケーションツールとしては、非常に安価で多機能な為、活用の幅は抜群だと思います。
ぜひお客様と密に繋がりを求めるには、活用できるツールと思います。

◆お客様をメール会員としてしっかり囲い込み、サービス
＿配信を徹底しています。

◆イベント日の配信にはたくさんのお客様が来店！着実に
＿売上を伸ばしております。

にぎりの徳兵衛にぎりの徳兵衛 桑名店桑名店様 （三重県）



米のやまだや米のやまだや 様 （愛知県）

■導入経緯(きっかけ)

毎月、28000世帯に向けた折込チラシに情報載せながら、集客を募っていましたが、お店の周りに
大型スーパーが立つようになり、危機感を感じながらも、周りの価格設定の動向を見ながら、お客
様に呼び込みをしていました。しかし、流通量の多さや価格面では勝てませんでした。価格での囲
い込みではなく、携帯を利用したメール配信で顧客を囲いこもうと考えた時にこのお話を聞き導入
致しました。

■活用（どんなアクションを起こしたか)
地域の大型スーパーがある為、その立地条件と仕事上転勤で住まわれている方が多いので、
メール会員顧客を囲い込み、割引きサービス中心に配信をしています。また、土・日に集客を向け、
持ち帰り割引きをしています。そのような形でメール会員と一般会員の差別化を明確にしておりま
す。

■結果

客単価平均4000円の配信をしたら、40人来客され、16万円の売上につながりました。

■導入をお考えの方へ
4代目に継がせれるように、メール会員を集めて頑張っています。生き残るためにも、この安価で
多機能のジャストメールは導入する価値あり！

◆取り扱い精米の特売メールを中心に配信！！

◆メール会員様に徹底した差別化を図る為の内容を
＿常に追求しています！



ラ・ポルタラ・ポルタ 様 （愛知県）

◆季節料理の新着情報や店舗情報などを配信！！
◆お客様第一と考えているメール配信頻度で、
会員を囲い込み！

■導入経緯(きっかけ)

友人とお茶をしていた時に、友人からジャストメールの事を聞き、機能面や費用の詳細を説明してもら
いました。以前から、チラシやＤＭなどでお客様にお店情報を載せていましたが、よりスピーディーに
且つ確実にお伝えできるということで導入を決意しました。

■活用（どんなアクションを起こしたか)

月1～2回の配信で主に季節限定のメニューのご案内や、休業日などのお知らせなどを中心に配信し
ています。割引きやサービスの配信は一切行なっていません。サービスと言えば、過去に3回程、メー
ル会員様限定で来て頂いた方に自家製のクッキーをプレゼントしました。大変、お客様にご好評頂ま
した。

■結果

平均、月2回約230名のメール会員様に対して配信をしています。一回の配信に対して、ランチタイム
時には、メール会員の約20％のお客様が来店されます。また、夜のディナータイム時は、10％のメー
ル会員様が来店してくださいます。
金額的には、毎月約25万円以上、メール配信のみでお店の売上ＵＰに繋がっています。
以前は、店内などでスタッフと協力してメール会員募集に力を入れていましたが、最近は忙しくあまり
お声掛けをしておりません。それでも、会員様の口コミで少しずつですが毎月メール会員数が増えて
います。これからもメール会員様には迷惑にならない配信頻度で、質の高い喜ばれるお店として配信
をしていきたいです。

■導入をお考えの方へ

お客様を第一としたサービスをされたいなら、ぜひ導入をお薦め致します。情報配信のツールとしてだ
けじゃなく、お客様との交流も深まります。もちろん、そのお店・企業様側で、ご尽力して頂く部分もあり
ますが、信じて続けることが、売上ＵＰ、集客アップに繋がると思います。ぜひ、ご検討下さい！



ＬｏｖｅｌｙＬｏｖｅｌｙ ＫｉｄｓＫｉｄｓ 様 （愛知県）

■導入経緯(きっかけ)

近所のみたらし団子屋のオーナーから勧められ導入致しました。また安価なのに、商品を全て案内
できることに魅力を感じ、導入を決めました。

■活用（どんなアクションを起こしたか)

フリーペーパーや地域冊子の広告宣伝費は高いのでメール配信でメール会員に宣伝しています。
また、画像が載せ放題なので、6500アイテムを全て掲載できるし、それを配信できるので大変便利
です。また買って頂いた商品をその場で着て頂くと、写真を撮ってプレゼントしています。その写真を
ＨＰ上に掲載し、お客様から常連客に囲い込んでいます。

■結果

昨年の10月で2周年を迎えたので4日間限定のイベントをしました。韓国で安く300アイテム仕入れ、
その結果当日には行列が並びました。また4日間のイベントで3日目で全ての商品が売り切れました。
こんなに反響が良いなんて正直ビックリしました。また、口コミが広がり今では人気商品がダンス
衣装として人気が集まり、ダンスチームから注文があります。

■導入をお考えの方へ

安い宣伝費で、維持できるので大変助かっています。費用対効果は抜群ですので、ぜひお薦めです。

◆記念イベント4日間限定開催 商品全て売り切れ！！

◆低コストで広告配信だから、小さなお店でも可能！



■導入経緯 (きっかけ)
以前は、別の会社のシステムでPCのHPとメール配信を利用していました。毎月、高いランニングコストを支払
いながらも、なかなか売上UPに結びつかないと感じていた時、飛び込み営業で来られ、その人にこのジャスト
メールの説明を受け、導入をしました。

■活用 （どんなアクションを起こしたか)

最初は、お店内にメール会員ご案内のチラシやPOP、またQRコードをメインに、登録を勧めました。もちろん、
難しい作業などをせず、空メールだけで登録できるというご案内も忘れずにお伝えしました。メール配信では、
メール会員になっていただいたお客様にご満足頂けるよう、半額サービスや一品無料サービスなど、配信をし
ています。メール会員のお客様は、継続的にお店に来ていただける為、通常のお客様との差別化、またそれを
メール会員様自身が感じ取って頂ける様に配信を心掛けています。現在では、メール会員を集めることも大事
ですが、今後の抱負としては、既存のメール会員様にもっと喜んでいただける事をメインに、今後は会員様に
アンケートメールなどを利用してターゲットを絞った一つレベルの高いサービス向上を目指して活用していきた
いと思っています。

■結果
メール会員は、メニューのQRコードのみで現在1000名を突破！1回のメール配信後、約20～30％のメール会
員様が来店！導入後、月平均20～30％の売上ＵＰ！日によっては30万円以上の売上ＵＰの日も…！！ジャス
トメールは非常に安価でしかも他に類を見ない多機能なので、コスト面でも非常に助かっています。

■導入をお考えの方へ
会員募集にまず集中され、メール配信のタイミングを特に研究されればうまく活用できる。

◆メール会員の20％～30％が常に来店！メール配信後、
＿その日の売上が30万円以上売上の日も！

◆ジャストメールを導入後、毎月平均売上20～30％ＵＰ！

やきやき亭やきやき亭 様 （愛知県）



■導入経緯 (きっかけ)
代理店の知人からご紹介を受けました。

■活用 （どんなアクションを起こしたか)
毎月、メール会員様限定で、様々な内容の特典つきメールを配信しています。これにより日頃
ご利用いただいているリピーターの方を大切にしつつ、その方々からまた新たにリピータの輪
を広げていく事を狙いとし活用しています。

■結果
キャンペーン告知の中で今までと比べて宣伝広告費を抑えることができましたし、集客率にも
明確な数字として高まってきた感じがします。導入から1年4ヶ月で、メール会員数は2000名を
越えています。1ヶ月に3回ほどのペースでメール配信をし、地元でのお祭りやキャンペーン・
イベントに合わせた配信をしています。売上的には多少ばらつきがありますが、月で大体5％
の売上UPで金額的には20万円ぐらいになります。

■導入をお考えの方へ
しっかりとメール会員を集めて、囲い込みをし、配信をする！この部分を徹底すれば結果は
出てくると思います。月額のランニングコストも安価ですし、活用のしやすさは一番だと思いま
す。お店の為、お客様の為を思うならぜひ導入をお薦め致します。

◆月の売上20万円アップ！お得な特典付きメールで
＿リピーター率増加！

◆これまでの広告宣伝費を大幅削減！

サンガーデン津島サンガーデン津島 様 （愛知県）



いちごの里 様 （栃木県）

◆シーズン制が高い、リピーターが少ない、立地条件の
＿悪さを克服！リピーター率70%に！！

◆毎月15日は「いちごの日」。メール配信した日は売上
＿30%UPに！！

■導入経緯(きっかけ)

シーズン制の高い業種ですが、一年を通して安定した売上を目指す為、導入を決めました。

■活用（どんなアクションを起こしたか)

メール会員を「いちごファミリー会員」と称し、QRコードで老若男女問わずメール会員募集を実
施。また毎月15日は「いちごの日」というイベントを組みメール会員へ割引を行なっています。

■結果

園内にあるレストランでは平日の売上25万円に対し、「いちごの日」は売上40万円にUPしまし
た!!しかもメール会員に会員書を持たせた事でリピーター化し、以前のリピーター率40%だったも
のが70%まで増えました。一年を通し、安定した収入につながり大満足です。また、昨年の秋、
新メニューの試食モニターを募集したところ、メール配信後たった5分で予約がうまってしまい、
驚きました。これも携帯だからこそですね。

■導入をお考えの方へ

やって損はない！これに尽きます。



CoCoCoCo chichi（ココチ）（ココチ） 様 （神奈川県）

◆コツコツと集めたメール会員3,200人！

◆クーポン付きのメールを配信すると2週間で
100組が来店！！

■導入経緯(きっかけ)

店舗オープン時､知り合いから『費用対効果の高い集客ツール』と紹介してもらい導入。

■活用（どんなアクションを起こしたか)

まずはメール会員集めに集中し、来店したお客様には必ずメール会員になって頂きました｡
バーコードリーダーの出し方が解らない人には、スタッフが手伝って会員登録してもらい､結果2
年半の積み重ねで3,200人のメール会員が集まりました｡
活用方法は､2週間の期限をつけたクーポンメールを月に2回配信しています｡

■結果

メール配信をすると、期間中メールを見て来店するお客様が約100組｡
皆さん、お友達同士や家族連れでお越しになるので､月の売上の75万円ほどはメール会員から
の売上です!

■導入をお考えの方へ

私のようなアナログ人間でも“やってみるもんだな～”と思えるツールです。



野の苺野の苺 様 （栃木県）

◆導入から約１０ヶ月でメール会員は４,８４１名！
＿（今でも、コンスタントに会員は増えています。）

◆会員限定の１ヶ月間割引企画は毎日４０～５０名が来店。
☆月間売上げ２００万円以上UP！！

■導入経緯(きっかけ)

友人から「携帯を使った販促は効果がある」という話を聞き、お客様を囲い込む手段としてジャスト
メールを紹介され、導入を決めました。

■活用（どんなアクションを起こしたか)

メニュー表にメルマガ会員登録のQRコードを表示したり、お店の入口やレジの脇にも会員登録の
ご案内を貼っていて、お客様の目に付きやすいようにしています。メール配信の内容は、主にメ
ニューの変更の案内ですが、その他にも割引のご案内などもしています。また、取引先の農家さん
もジャストメールを導入しているため、HPをリンクさせることで「安心でおいしい野菜、安心でおいし
い料理」を提供していることをお客様にアピールしました。

■結果

メルマガ会員5000名突破を記念して１ヶ月の期間限定でメール会員様のみのサービスイベントを
行いましたが、その際毎日4０~５０名のお客様が来店になり、その月は２００万以上売上げアップし
ました。

■導入をお考えの方へ

売上や来客数が増えたこともそうですが、メール配信で案内が出来るということは、コスト的にやは
り大きなメリットだと思います。



Cream 様 （千葉県）

◆毎月29日（フクの日）に開催している20％OFFセール
＿をご案内！

◆平常時の3倍のお客様が来店！3倍の売上げ！

■導入経緯(きっかけ)

最初はパソコンでのホームページを考えていましたが、その時にジャストの話を聞いて、お店
の客層を考えた時に携帯のホームページに魅力を感じたので導入を決めました。

■活用（どんなアクションを起こしたか)

ジャストを導入してもうすぐ1年になりますが毎月29日(フクの日)の20％OFFセールの案内を中
心に、新入荷の案内やホームページの案内メール配信しています。メール配信することによっ
て、多くのお客様に一斉にご案内することができますし、メールを見てくださった方がお店にた
くさん来て下さいます。店頭での案内はもちろんですが、最初の頃は広告などにQRコードを載
せたりもしました。

■結果

29日(フクの日)当日は、通常営業日の3倍の売り上げになります！

■導入をお考えの方へ

狭い商圏と特殊な分野にも関わらずこれだけ効果が出ます。
是非ジャストメールを導入してみてはいかがでしょうか！



小法師 宇都宮店様 （栃木県）

◆割引クーポンを付けたメール送信で前年対比120％
＿売り上げアップ！！！

◆お得感を訴えてメール会員募集！

■導入経緯(きっかけ)

友人の紹介で。

■活用（どんなアクションを起こしたか)

まずメール会員を集める為に店内の至る所、特にメニュー表等、目のつきやすいところには
QRコードのついたPOPを置きました。そしてメール配信で割引クーポンを付けて集客しました。

■結果

短期間でメール会員400名以上です。メルマガ会員を集め、割引クーポン付きメール配信で、
売り上げ前年比1.2倍ありました。

■導入をお考えの方へ

簡単にホームページの編集が出来るし、お客様を掴めるので良いと思います。
メール会員さえ増えれば必ず売り上げアップに繋がります。
グループ店舗を挙げて会員集めをしています。
まずはメール会員を集めることが成功の秘訣です！



横浜 アリラン亭様 （神奈川県）

◆クーポン付きメールの効果で月150～200名が来店！

◆60万円ほどの売り上げアップ！！

■導入経緯(きっかけ)

代理店の方から話を聞き、元々ポイントシステムを導入したいと思っていましたし、これからは
ケータイの時代だと思っていたので導入しました。

■活用（どんなアクションを起こしたか)

メール会員を集める為に、店内にポップを置いたり、QRコードを掲示しました。常連客には直
接声をかけてメール会員になってもらいます。また、QRコード付きのポスターも店内に貼ってい
ます。

■結果

月に1～2回程度、今日のお勧めメニューや、割引クーポンをつけてメール配信しています。新
規客だけでなく、常連の方の囲い込みが出来ています。 ジャストメールを導入し、クーポン付
きのメール配信をすることで、月150～200名の来客があり、月に60万円位の売上に繋がって
います。



玄氣うどん玄氣うどん 様 （静岡県）

◆配信日は通常の150％UP！

◆ケータイがポイントカードに！お財布すっきりお客様にっこり！

■導入経緯(きっかけ)

お客様と直接繋がるために何かできないかと考えていた時、ジャストメールの『メール配信』という
部分に非常に魅力を感じ、導入を決めました。

■活用（どんなアクションを起こしたか)

何はともかくメール会員を集めて、お客様と直接結びつく事を心がけました。画像付き配信などで
わかりやすく、そしてメール会員様にはお値打ち感が出るように配信しています。またポイントアン
ドクーポンシステムも新たに導入しましたので、ケータイ画面がポイントカードになるというのは、お
客様にも驚かれます。お財布の中もすっきりするという事で大変ご好評頂いてます。

■結果
配信日は通常に比べ必ず売上が150%はUPします。先日実施した『母の日配信』では、お母様方
に大変好評を頂き、その配信で15万円以上の売上に繋がりました。
また、メール会員に向けて求人募集もメールで行いました。今までは求人誌などに1回載せると10
件程の問合わせがありましたが、メール配信では6件の問合わせがあり、実際に1名アルバイトを
採用しました。広告を出すのとメール配信では費用の差が歴然です。そういった部分でもメール配
信は活用できるということを改めて実感しました。

■導入をお考えの方へ

活用すればするほど、効果はどんどん上がると思います。そして効果が出てくれば本当に楽しく
なってきますよ。即導入・即実践をお勧めします。



雀雀だらりんだらりん 様 （愛知県）

◆娯楽費節約＆不況の中でも月間売上50万UP！

◆ユニークな配信で雀だら会員のハートを鷲掴み！

■導入経緯(きっかけ)

お客様の娯楽費の節約やまた麻雀人口の減少により、同業者の殆どが売上が3～4割落ちている
というこの業界。 お客様の囲い込みに何かできないか考えていた中でジャストメールの話を聞き、
導入を決意しました。

■活用（どんなアクションを起こしたか)

メール会員を『雀だら会員』として集め、ご登録頂くと2500円分の無料ゲーム券をプレゼントしてい
ます。
そして定期的にイベントなどを行い、それをHP上やメール配信などでお伝えしています。
常にユニークな配信を心掛けています。

■結果

月1回ペースの配信を心掛けています。
結果、1回の配信毎にメール会員様の約2割の方にご来店頂いております。
月の売上は50万円以上アップ、月平均200万円以上の売上に繋がり、費用対効果を抜群に感じ
ています。

■導入をお考えの方へ

どんなことに対してもアクセスの手段はケータイなんだなと実感しています。
時代の流れをそれぞれのお店や企業運営に取り入れる事でおのずと売上アップに繋がると思い
ます。



スポーツショップスポーツショップ コンドーコンドー 様 （愛知県）

◆PCや携帯が不慣れでも毎日の日記更新でファン続出！

◆そのファンへの配信で限定商品が開店と同時に即完売！

■導入経緯(きっかけ)

小売のメーカーからケータイHPがあることを聞き、必要性も感じていたので導入しました。

■活用（どんなアクションを起こしたか)

通常お買い上げ1000円につき1ポイントつけているカードを、メール会員登録でケータイ1台に
付き5ポイントを押すサービスを行っています。登録はもちろんラピナビで簡単！
配信では会員特典限定の予約案内やキャンペーン情報をお届けしています。
また、毎日更新している日記の存在がメール会員様に伝わっているらしく、おかげさまで日々平
均300前後のアクセス数を頂いております。

■結果

限定Tシャツの配信してところ、即完売しました。
また、高級グローブを限定７個･特価割引の案内をしたところ、翌日にはすぐに5個売れました。

■導入をお考えの方へ

私はパソコンもケータイも不慣れでしたが、今では毎日更新出来るほどこれはとってもカンタン
です。 PC同時作成（オプション）も導入していますが、PCのHPもケータイHPと連動しているの
がとっても魅力です。苦手だからではなくて、やっぱり何事にもチャレンジは大切ですし、この低
価格のジャストメールはやらないと損です。



とうえい温泉とうえい温泉 様 （愛知県）

◆メール会員限定サービス配信でクチコミ登録も増加！

◆急な機械故障にも対応！レスポンスの高さはピカイチ！

■導入経緯(きっかけ)

お客様をリピート客として、またより親近感を持って繋がる為にはどうしたらいいかと考え
ていた時にジャストメールの紹介を受けました。1億台以上普及しているケータイに向けて
情報配信ができる所に非常に魅力を感じ、導入を決めました。

■活用（どんなアクションを起こしたか)

毎週月曜日をメールの日としてサービス情報やご案内、ケータイ番号の数字を使ったメール会員だ
けのサービスやお誕生日サービスを配信しています。
またビンゴカードのカードを施設内でお配りし、番号の発表はメールで配信。ビンゴになった方には
食事券や優待券の進呈をするなど色々な事を企画しています。

■結果

現在メール会員は300名を超え、日ごとに増えている状況です。お客様の中には、クチコミでメール
会員の事を知り、会員登録をされて来場されたというケースも出てきました。結果、非常に集客や
売上に良い影響が出ていると感じています。
また施設内の機械の故障などによる急な臨時休業の場合や、復旧した時も『すぐに』配信できるな
ど、タイムリーな情報サービスができるので最高のツールだと実感しています。

■導入をお考えの方へ

迷わず導入をお勧めします。最初は私たち自身もお客様も慣れるまで時間がかかりました。
ですが、お客様との信頼関係をメールを通して築く時間を考えると一時も早く導入すべきです。
信頼関係を築き上げれば効果は抜群だと思います。



縁起屋縁起屋 様 （静岡県）

◆メール会員からの紹介で更にメール会員が増え続け
＿売上も３割増！！

◆検索サイトでは「イオン 手相」の検索で１位に！！

■導入経緯(きっかけ)

手相を見ているお客様より､簡単に操作出来る携帯のHPを作ることを薦められました｡
実際は全く興味が無かったのですが、家内が乗り気で勝手に契約したのが導入のきっかけでした。

■活用（どんなアクションを起こしたか)

現在メール会員は390名。「手相友の会」という名前で募集をしています。名刺にQRコードを付けたり､QR
コードのポスターに「見てはいけません」と書き､興味を引く為の努力をしています｡
月に2回、人生応援メッセージを配信しています｡

■結果

導入してからの3ヵ月でメール会員が180名になりました｡この頃から､手相を見ているお客様からの紹介を受
けて来ましたという新規のお客様が増えるようになりました｡
去年の3月と今年の3月では売上は3割増しで､これは凄いと確信｡メール配信をすると､お礼のメールが来る
こともあります｡
今年のバレンタインデー(土曜日)に「嬉しいことがあったので、友達も含めて500円引きします！」と配信をし
たところ､15人以上のお客様にご来店頂きました｡

■導入をお考えの方へ

半年以上も検索ワード「イオン 手相」ではTOP（1位）に上がり､他のPCサイト業界人にも､ここまでのSEOを
しようと思ったら､月額5～7万円が相場でしかも1位は100万でも確約出来ないと言われ、改めて携帯サイト
の力を感じました｡今はジャストメールだからTOPに上がってくると確信を持っています｡HPを持っていない人
は､PCのHPよりもジャストメールひとつで問題無いですし､PCのHPだけを持っている人は､是非携帯HPを持
つべき。配信も出来るジャストメールをお薦めします｡



◆お客様の年齢層が高く、メール会員登録が出来ない
＿人は手伝ってあげ、約3ヶ月で1,000人突破！

◆配信した日はメール会員の35％くらいがメールを
提示して来店します。

■導入経緯(きっかけ)

近所に大型スーパーができてから最悪5分の1までお客さんが減っていた｡
ある日､花屋さんをやっている知り合いのジャストメール代理店がやってきて､自分のホームページ
と成功事例集を見せられ､即刻導入をしました｡

■活用（どんなアクションを起こしたか）

メール会員を集めようにもお客様の年齢層が高いため､ラピナビに反応する携帯が少ないのと､
QRコードリーダーが付いていない携帯を持っている人も多い｡
その場合は電話を借りて直接入力で空メールを送信してメール会員を増やしました｡
結果､3ヶ月ほどでメール会員1,000人を突破｡
その日のお買い得情報を2～3日毎に配信しています｡
■結果

配信した日はメール会員の35%が来店します｡
メールを受け取ったお客さんが 『わざわざメールくれてありがとう』と言ってくれたりとか､ホーム
ページの間違いを教えてくれたりと､コミュニケーションツールとしても役立っています｡

■導入をお考えの方へ

自分の商売が好きならあれこれ悩まないでやってみるべきです。

まるこう青果店まるこう青果店 様 （埼玉県）



◆一週間に一回合言葉付きのクーポンメールを配信

◆クーポンの金額を季節により調整することで
＿利益を確保!!

■導入経緯(きっかけ)

知り合いの代理店から紹介され即決で導入しました｡

■活用（どんなアクションを起こしたか)

店頭にラピナビを設置､更にPOPやパンフレットにQRｺｰﾄﾞを貼り付けるなどでPRをしてメール会員
を集めました｡
メール配信は､1週間に1回｢合言葉｣付きのクーポンメールを配信しています｡

■結果

1回のメール配信で､期間中最低でも10人位の方が合言葉を言ってくれます｡
クーポンメールは夏の暑い時期には50円引き､冬は10円引きというように季節により金額を変える
ことにより利益を確保しています｡
50円引きの時は約40～50名が来店！
年商の7%位はメール配信の効果によるものです｡

■導入をお考えの方へ

メール会員をちょっと集めるだけで月々の利用料金はすぐにペイ出来ます｡
お客様に喜んでもらいながら収益を上げることの出来るツールとしてジャストメールは最適です｡

YOSHIMARUYOSHIMARU 様 （富山県）



◆会員登録時“メルマガ登録”では親近感がないので
＿“まんまるペコリーズ”として募集をしています。

◆新鮮な魚介類が入荷したときに臨時メニューを
＿ペコリーズに配信しています

■導入経緯(きっかけ)

メールでお客様を繋ぎとめる事やこちらから仕掛ける事をやってみたかったが『無理だな～』と思っ
ていたところに､知り合いの代理店がジャストメールの案内をしてくれました｡

■活用（どんなアクションを起こしたか)

『メール会員』を『まんまるペコリーズ』と名前を変えて会員を募集しています｡
“ペコリーズ”とは近くにある武道大学の学生が部活帰り“おなかペコペコ”で食べに来てくれること
が多いところから名づけました｡
魚介類が豊富なので、新鮮なネタが入荷した時など臨時メニューを作りメール会員特別価格のメー
ルを配信をしています｡

■結果

メール会員がまだそんなに多くはないので、爆発的にお客さんが来るわけではありませんが確実に
レスポンスは感じます｡
また、メールやHPを通してお客さんとの距離が確実に縮まっています｡
今後は、定食を食べたお客さんの『美味しい顔コンテスト』などを開催し、HPに掲載したりメール配
信をしていきたいと考えています｡

■導入をお考えの方へ
ジャストメールはケータイひとつでなんでも出来るところが最大の魅力です｡

まんまる亭まんまる亭 様 （千葉県）



■導入経緯 (きっかけ)

高崎に2店舗目をオープンした際、ジャストメールの話しを聞き新しい広告戦略として導入しま
した。

■活用 （どんなアクションを起こしたか)

導入後すぐにメール配信を始めました。
1回目の配信は、夏だったのでメール会員限定でアイストッピングorカキ氷無料のお得な内容
にしました。配信後メール会員の約30%が来店し確実な手ごたえがあり、現在も月に2～3回は
必ず配信しています。

■結果

平日でも約100人は来店し時間帯によって行列も出来ます。
人が来ない日に配信をするのではなく、週末の人通りの多い時を中心にお得メールを配信し、
オープン当初週末１日の販売数約150個に対し現在は1日で約300個完売するまでになりまし
た!配信後すぐにお客様が来店されそのスピードにも驚きます。

◆お得なメール配信でメール会員の約30%が来店。

◆オープン当初、週末 1日のクレープ販売数約150個
＿に対し、現在2倍の約300個完売するまでに!!

モミリーモミリー ウィッチウィッチ 様 （群馬県）



◆2週間程度有効のクーポンメールを配信すると､
＿期間中10%～20%程が来店 ！！

◆アルバイト募集のメール配信で10名程の応募が！

■導入経緯(きっかけ)

知り合いの紹介でジャストメールの話しを聞き｢今の時代は携帯を使っての案内が必要だ｣と考え

た事と、何と言っても費用の安さが決め手となりました｡

■活用（どんなアクションを起こしたか)

2週間程度有効のクーポンメールを配信。
人手が足りなくなった時に、通常のクーポンメールに『アルバイト募集』と追記してみました。

■結果

クーポンメールを送ると、期間中10～20％のメール会員が来店します。
これを月2回配信しますので、まずまずの売上となります。
また、アルバイト募集の配信をしたところ10名ほどの応募がありました。

■導入をお考えの方へ

ジャストメールは非常に便利で使いやすいﾂｰﾙです｡
これからの時代メール配信を使ってのご案内は必要だと思いますし、コスト削減にも繋がります。
便利でお知らせをすぐに伝えることが出来る事がいいですよね!! 

れんげ屋れんげ屋 様 （群馬県）



◆徹底的にメール会員募集で、現在1,600名に！

◆月間売上1,520万円！（08年8月）
＿創業以来過去最高売上を達成！！！

■導入経緯(きっかけ)

どうしたら売上があがるのか、常に模索しており、専務がジャストメールの話を聞き、低額という事もあり即導
入しました。

■活用（どんなアクションを起こしたか)

何はともかく、スタッフ一丸となり徹底的にﾒｰﾙ会員を募集しました。
卓上POPとメニュー表にQRコードを付け、ご来場になったお客様は100%メール会員にしていきます。
特に反応がいいのは、やはり肉!登録するとその場でカルビ一人前サービスは皆さん喜んで登録していただ
けます。その他、毎月10･20･30日は「じゅじゅの日」で代金半額金券返しをしています。
また日本の行事に合わせたお得なメール配信も欠かしません。

■結果

月3回午前10時に必ずメール配信をしています。徐々にメール会員も増え、1年で1000名を突破し現在は
1600名です。1回の配信で（3～7%）約50～100名来店し、2008年の8月には1ヵ月の売上が創業以来過去
最高売上を達成し、金額にすると1520万円にもなりました。これには私も驚きました。

■導入をお考えの方へ

費用対効果を考えると「チラシ･DM等」の販促よりコストも低価格ではるかに効果も高い。
外食産業が難しいこのご時勢に総売り上げも落ちる事なく売上UPしています。

焼肉焼肉 じゅじゅじゅじゅ 様 （群馬県）



◆一年を通して数えるほどしか人が来なかった神社が、
＿お祭り時やお正月に1,000人を動員！

◆修繕や建て直し費用を貯める道筋が出来た！

■導入経緯(きっかけ)

3年前､白山神社の宮司を拝命しましたが山の中にある社務所も無い小さな神社で､知っている人
もほとんどいないような状態でした｡将来的には立替えなども考えており新たな祭りなどで神社を
知ってもらうと共に､参拝客を増やすことを考えていたところへ､ジャストメールの話を聞いて導入を
決めました!! 

■活用（どんなアクションを起こしたか)

1.5月にローソクを灯す祭り(白岩万灯の調べ)
2.10月は大祭と同時に人形供養
3.お正月は元旦・2日に初詣
を企画｡事前に回覧板や外祭､観光案内なども利用してメール会員を募集し､お祭り前に前に告知
のメール配信をしました｡

■結果

お正月と5月の万灯の調べには､それぞれ1,000人が来場｡お守りやローソクの売上げで年間80万
円ほどの収益が出ました｡
まずは白山神社を知ってもらう為､初詣のお祓いなどを無料で行っていますが､もっと来場者が増
えていけば参拝料､お守り､ローソクなどの売上げで修繕や建て直し費用を蓄えていく道筋が出来
ました｡
今後『白岩万灯の調べ』を盛り上げていく為に益々メール会員を増やしていきます｡
全国ではここ数年500～1,000の小さな神社が無くなっていますが､モデルケースになれば良いと
考えています｡

白岩白岩 白山神社白山神社 様 （群馬県）




