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会社概要

■社 名
■代表者

■設立年月日

■所在地

■URL

■資本金

■従業員数

■事業内容

■許認可
届出番号

シーツー株式会社
代表取締役 鎌田 博次

平成12年7月20日

〒980-8485
仙台市青葉区中央1-2-3
仙台マークワン14F 

http://www.cybc.jp/

5,000万円

50名

１．店舗情報サイト「アットモール」の運営
２．モバイルwebシステム開発
３．モバイルwebページ広告、メール広告 ADサーバー開発
４．アクセス解析、広告効果測定
５．販売管理システム開発
６．マーケティングプランコンサルティング
７．企業コンサルティング

シーツー株式会社 本社

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

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

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

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

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

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 札幌 WebDo! Galleria 仙台

WebDo! Galleria 東京 WebDo! Galleria 名古屋

WebDo! Galleria 大阪 WebDo! Galleria 福岡

ショールーム（全国6ヶ所）会社概要 弊社のモバイルサービス利用店舗へのPC利用スペースの開放や、
モバイルサイト有効活用のための講習を、定期的に実施。

i-mode黎明期からケータイサイトや

ASPの開発・運営約9年の実績があります。

■プライバシーマーク取得
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
■プライバシーステートメント

http://www.cybc.jp/pc/privacy/

一般第二種通信業者：届出番号：I-12-404
所属団体：モバイルコンテンツフォーラム
社団法人：宮城県情報サービス産業協会
著作権許諾番号 JASRAC：9009286001Y41006



会社概要

ショールーム（全国6ヶ所から9ヶ所に増設） 札幌・仙台・東京・横浜・静岡・名古屋・大阪・神戸・福岡
東京は本社機能を追加。

静岡

神戸

横浜

２０１０年度 オープン予定

札幌

仙台

東京
名古屋

大阪

福岡
２０１０年度 オープン予定

２０１０年度 オープン予定

77月以降から年内順次３拠点を新設月以降から年内順次３拠点を新設



業務実績

平成20年度

財務内容 売上げ／20億前後 ７期連続黒字

良好なキャッシュフロー 自己資本80％

平成21年度

平成22年度

アットメール メール会員数390万・契約企業数34,000件



沿革

i-mode黎明期からケータイサイトやASPの開発・運営約9年の実績があります。
■C2株式会社運営サイト 2010年6月現在

店舗情報サイト「アットモール」を主軸に
３０を超えるモバイルコンテンツ、ASPを運営。

■沿革

3ｷｬﾘｱ公式ｻｲﾄ
「＠Mall」
ｻｲﾄｽﾀｰﾄ

本社移転
東京本社新設

広告配信システム

クリック保証
携帯広告システム

クリック保証
携帯広告システム

携帯メール媒体

広告収入付
メルマガスタンド

店舗クーポン
ダウンロードサイト

モバイル広告
配信サービス

携帯サイト作成
サービス

店舗情報サイトGPSフォトサイト

無料ホームページ
作成サービス

無料ホームページ
作成サービス

携帯QR名刺
作成サービス

画像転送サービス

投稿ニュース、
芸能ニュースサイト

着メロサイト

無料掲示板
レンタルサービス

店舗検索サイト
（3キャリア公式）

アクセス解析ツール



携帯クーポンメールの登録率は全体で71.6％

ショップ、飲食店などの携帯クーポンメールの登録数について調査したところ、

全体の71.6％が「登録している」と回答。

その中でも「2～4種類」と回答したユーザーは全体の43.5％と最も多い結果

となった。(複数回答、N=4453)

2010年 携帯メール配信の普及と受け入れ態勢

MMD研究所調べ/株式会社アップデイト



■今後利用してみたいコンテンツやウェブサイトのジャンル（複数回答） [生年代別]

～媒体としてのケータイインターネットの土壌～

携帯電話からのインターネット利用者は
PCからの３倍へ

インターネット接続端末の
利用状況がPCから携帯電話へシフト

パケット通信定額制により
低料金でインターネットに接続できる

個人が急増

何故ケータイ？ （ケータイを取り巻く事情）

■３Ｇモバイルインターネット普及率９６％ ■パソコンとケータイのネット接続契約数の比較

■ネット接続利用時に主に利用する端末の比較 ■パケット定額制の普及率

61.7% （09年）

52.3% （08年）

出典：総務省：情報通信白書２１年度/総務省・平成20年「通信利用動向調査」）

高性能な携帯電話の登場で高度な
サービスが使える環境が整備

出典：インプレスR&D「ケータイ白書2010」

■実社会でのケータイ利用環境について（MMD研究所調べ/株式会社アップデイト）
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PC:194.0%

携帯:358.0%

テレビ:84.0%

新聞:64.9%

ラジオ:77.1%

雑誌:62.7%

ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰ:101.6%

DM:97.3%

折込:81.9%

'09（携帯）

1,031億円

'09（PC）

5,448億円

'05（携帯）
288億円

'09（PC）

2,808億円

■広告市場の対前年成長率（過去５年間）
（参考：株式会社電通　「2009年　日本の広告費」）

２０１０年広告市場の概況と、モバイル市場の成長性

２０１０年 広告市場の概況 携帯・ユビキタス市場の成長性

２００９年、新聞広告売上をネット広告売上が上回る。
■PC、モバイル広告が４大メディア（テレビ・新聞・雑誌・ラジオ）中の新聞
を超し、テレビに次ぐ２位に。
■PC広告市場は2000年から2006年にかけて爆発的に成長したが、
2009年はやや停滞。
■モバイル広告市場は五年間で3,5倍に成長

PCの成長をなぞるように、携帯・ユビキタス関連市場が急激に成長
■パケット定額制の普及
■３G以上の高速通信環境の普及
■2011年における地上波デジタル放送の開始により、UHF使用帯域
の一部（ホワイトスペース）がモバイル/高速移動体通信に割り当てら
れる期待大→さらなる環境の整備、市場の成長へ
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瞬間風速的に大きな効果 持続しにくい
・リピートさせる仕組みがない限り、期間が経つと
忘れられる
・毎回、コストと時間がかかる。

例）テレビ／新聞／折込チラシ／ビラ／看板／
ホームページ／雑誌／フリーペーパー／ポータルサイト

目的：新規客の呼び込み

『１次広告媒体』 『２次広告媒体』

◆１度来店したお客様を常連客へ
◆既存顧客の来店頻度を上げる

反復的な購買土壌（リピーター）を作り出すには

『携帯メールマーケティング』の目的

２次媒体に求められるのは？
（リピーター作り）

目的：顧客の囲い込み

・積極的でタイミングよくお客様に案内可能な、
独自の媒体が必要
・（いつでも送れる）コストのかからない手段が必要

■新規客⇒囲込みへのサイクル作り

１次媒体の誘導力をきっ
かけに、ガッチリと２次
媒体に促してゆく

囲い込みが出来たら
いつでもコストを
かけずに販促可能！

①コスト・手間がかからず②積極的にお知らせが可能、
③いつでも繰り返し見てもらえる媒体と方法。



プッシュ型広告の価値

イ：直接・いつでも・コストを気にせず、
攻め型の情報発信が可能！

モバイルマーケティングの概要

■ケータイメール配信が課題に応えます。
店舗が直接使うものだから⇒必要なのは、ノウハウと仕組みの充実性

効率的な囲い込みの方法とは？

ア：販促の度に外部に発注（コスト・時間）が
都度発生。「見てもらうのを待つ」体制

・不特定多数の新規顧客獲得から、常連客にあともう一度来店して頂く、またお友達にお店をご紹介して頂く。

・店舗を忘れさせない、もう一度来店してもらうためのきっかけ作り。
・誰でもどこでも持ち歩くケータイにタイムリーに「攻めのスタイルで」店舗からのシグナルを送る。
・メール配信は定額で何度でも配信＆更新が可能。
課題：メール会員の獲得方法、配信方法のノウハウ・仕組が充実しているか？

Ａ：1次媒体&プル（待）型

ー
ー
ー

■リピーター囲い込みに必要なものは？
①コスト・手間がかからず
②積極的にお知らせが可能
③繰り返し見てもらえる媒体と方法。

「頼む、待つ」販促から、「直接、攻め」の販促への転換！

・１次媒体の効果促進

Ｂ：2次媒体&プッシュ（攻）型

shop



▼飲食店▼
会員限定新ﾒﾆｭｰのご案内

▼カラオケ▼
イベント情報＋携帯クーポン

▼カーディーラー▼
新着特価情報

▼たいやき店▼
時間限定ﾒﾆｭｰ案内

▼工務店▼
抽選＆住まいインタビュー

▼ベーカリー▼
焼きたて＆日替速報

▼お食事処▼
クイズメール

▼イタリアン▼
新メニュー配信

▼スポーツショップ▼
新作入荷情報

▼整体▼
予約空き情報＆健康コラム

▼フレンチ▼
不定期グルメ会報

▼料理教室▼
次回レッスン内容

『コストがかかるから』・『時間がないから』・『やり方がわからないから』・『業種が合うか･･･』
いままで出来なかった旬な案内を、当たり前にしていきませんか？

「きっかけ」・「攻め」の配信実例（一部）



常連客を作る「こちらから」のキッカケ作り。

『気付いてもらう』『知ってもらう』には、細かで手近な案内が必須！
24時間持っている携帯電話に送るから、
『見てもらいたいタイミング』を逃しません。

何故アットメールなのか？

携帯電話は、今や携帯電話は、今や ｢｢持っていることが当たり前持っていることが当たり前｣｣のの最も普及しているメディアです最も普及しているメディアです!!!!

多機能・低価格

圧倒的なサーバー環境・標準コースでも驚くほどの自由性！
月間３,０００万以上のメールを送信でも安定稼動。

手軽で簡単な操作性

ケータイからでも更新可。ページ、画像掲載数、共に無制限！更新料無料。

３キャリア公式「アットモール」に店舗ＰＲ可

お客様囲い込みツール＋新規のお客様獲得へ！

全国最大規模の導入事例

国内最大級のご契約実績：３４，０００件超
全国に様々な業種業態の導入事例があります！

会員獲得のための豊富なツール！

SEED・Any・ポイント&クーポン等他には無いツールを用意！

万全のサポート体制・保証制度も十分！

電話、メール、ショールームでの無期限無料サポート！
30日間返金保証制度（無条件） 6ヶ月返金保証制度（条件付）

アットメールはアットメールはお店のファンお店のファンを作ります。を作ります。携帯メールマーケティングで携帯メールマーケティングでNo,1No,1の理由とは･･･の理由とは･･･

コストがかからない
（1次媒体との併用も効果大。）

メール配信は発行コストが０円！しかも送信回数も無制限です！
フリーペーパー、ＤＭ、ホームページで誘導した新規客を、メール
会員にすることでリピーター化。着実な囲い込みサイクルが作れます。



取扱商材について



アットメールの「ウリ」とは

※モバイルメール一斉配信システム Ｈ２２．７月現在

利用業種例(一部)
○飲食店○スーパー○美容院
○エステ○整体院○洋品店
○宿泊○不動産○和洋菓子店
○ベーカリー○生花店○雑貨店
○中古車店○建設○居酒屋
○レストラン○ゴルフ場
○ＮＰＯ法人○ガソリンスタンド
○国会・県会・市会議員○学校
○幼稚園・保育園○移動販売
など

３４，０００店舗による、各業種別、成功のノウハウ各業種別、成功のノウハウを提供可能！！
⇒机上の話ではなく店舗へ具体的な利用イメージを伝えられる
⇒充実のパンフレット類



店舗の成功過程をしっかり支援

店頭ポップ例

店頭チラシ例

フリーペーパー

会員価格の設定

店舗でのお声がけ例

登録ノベルティ例

店舗設置例

限定イベント例

▼ラピナビライト▼ ▼ハンディfelica SEED▼ ▼QRスタンプ▼

▼購入額連動型▼

Pｔ発行システム
▼携帯Pt発行システム▼ ▼登録時キャッシュ▼

バック抽選

会員募集を強力にサポートする豊富なオプション

売上アップを、内外から支援します！売上アップを、内外から支援します！

アットメールご利用の成功方程式はアットメールご利用の成功方程式は
①メール会員獲得で、いつでも配信可能な土壌作り。①メール会員獲得で、いつでも配信可能な土壌作り。
②タイムリーでニーズに応える携帯メール配信。②タイムリーでニーズに応える携帯メール配信。

⇒⇒アットメールは、ツールもノウハウも充実。アットメールは、ツールもノウハウも充実。
⇒⇒アットメールだけの高い支持率とご利用継続率のアットメールだけの高い支持率とご利用継続率の
理由です。理由です。



・既存客囲込み+新規客の誘導
・公式サイトに店舗情報を掲載可！
※一部、業種等により掲載出来ない場合があります。
http://www.m.just.st/official/
http://www.just.st/mobile/officialRule.html

メール会員数メール会員数390390万人万人
月間送信メール月間送信メール30003000万通～万通～

※H22.7月現在

アットメールだから出来るアットメールだから出来る!!!!

３キャリア公式サイトへの掲載３キャリア公式サイトへの掲載

・大容量の送信規模への安定供給実績。・大容量の送信規模への安定供給実績。
（稼働率（稼働率99.9999.99％）％）※※0808年実績年実績

・携帯配信システムには・携帯配信システムには77年間の実績年間の実績があります。があります。
（ご利用継続率（ご利用継続率//年年 97.89%97.89%））※※0909年年11月。メール会員数月。メール会員数100100名以上名以上

アットメールの「ウリ」とは



アットメールの実績アットメールの実績

ご採用企業様・店舗様（一部）ご採用企業様・店舗様（一部） 安定したサーバー環境安定したサーバー環境

飲食店、食品、小売、物販、スーパー、美容、エステ、教室、スクール
ホテル、旅館、工務店、賃貸、その他不動産・住宅関連、議員、学校、ＮＧＯ、
自社、観光協会、量販店、議員、飲食チェーン、銘菓店、カーディーラー、ホテル、
旅行代理店、アミューズメントパーク、ショッピングモール、雑誌・広告媒体等、
その他著名店舗でも続々ご利用いただいております。

国内最高品質の大手ISP、IIJが運営するデータセンターにサーバーを
設置。接続回線は帯域保証・遅延無しの「サービス品質保証制度
（SLA）」に基づいて提供されています。
IIJのインフラは東京・大阪間で19.2Gbps（1G=1億）の専用線や、全
国の大手ISPが相互接続しているJPNAPに30Gbpsで接続されており、国
内では最高レベルの高速かつ高品質な通信を可能にしています。

① 売上集客アップ ② 広告費削減・情報発信頻度のアップ
③ リピート率アップ ④ 新規客の固定化
⑤ 来店時間のコントロール ⑥ ロスを売上に変換
⑦ 立地条件克服 ⑧ 年配層の囲い込み
⑨ コミュニケーション ⑩ 緊急時の連絡

【店舗様のお悩み解決例】



販売商品ラインナップの特徴

BtoC(店舗様)向けだけでなく、新機軸の
BtoB向けコンテンツも販売可能

・飲食店、食品
・小売、物販、スーパー
・美容、エステ
・教室、スクール
・ホテル、旅館
・工務店、賃貸、その他住宅関連
・議員、学校、ＮＧＯ、寺社

販売ターゲット（販売ターゲット（BtoCBtoC店舗）店舗） 販売ターゲット（販売ターゲット（BtoBBtoB店舗）店舗）

・保険代理店、士業、コンサルティング
・一般企業（営業活動の促進）、一般企業（業務・労務コストの削減）
・卸、流通、商社
・専門業、メーカー、製造業（新規拡張、受注件数のアップ）
その他多数
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3Ｇスマート
フォン
国際標準

３Ｇケータイ
日本標準

時代に即応した新規リリース企画（時代に即応した新規リリース企画（20102010年内リリース予定）年内リリース予定）

他社にはない「売上アップ」の販促ツール他社にはない「売上アップ」の販促ツール 顧客のニーズを掴む多彩なオプション顧客のニーズを掴む多彩なオプション

幅広いターゲットに提供可能な商品ラインナップ



ベーシックコース基本機能

SDSDコースコース オプションオプション

販売商品ラインナップの特徴（アットメール）

おすすめセットおすすめセット

【コースについて】全てのコースで「携帯メール一斉配信」「携帯ＨＰ作成（無制限）」がご利用可能です。

【オプションについて】メール会員募集用の端末や、携帯ポイントシステムなど、様々なニーズを拾い上げる豊富なオプションをご用意。

【おすすめセット】一定のコース、オプションの組み合わせ（おすすめセット）のご提案で、初期費用、月額料金10%～offでご利用可能！



充実のサポート体制

①メール会員100名
②100名に対する配信を
月2回×3ヶ月連続

6ヶ月内に上記2条件をクリ
アしても効果がない場合は、

お支払全額全額を返金返金
いたします。

①6ヶ月返金保証制度 ②HP作成初回無料

ご利用後、すぐにメール会員募
集に集中いただけるよう、指定
のフォーマットを利用し、ホーム
ページの土台作成をサポート。

・オリジナルページ×5ページ
※必須項目は上記含まず
・画像は各ページ2枚まで
・依頼期間：ご契約から1ヶ月以内

自信と実績があるから、保証も、サポートも、万全です。

③無料講習会

全国6ヶ所のショールームにて、
ユーザー向け無料講習会を
開催。

活用ノウハウやメール配信方
法、HP作成手順など、実際に
操作をしながら、自立までサ
ポートします。

・リピーター作りに強く、時代のニーズに適う広告媒体
・攻めの案内が、いつでも手軽に送れる
・モバイルメール配信システム7年間、３４，０００店舗の実績と実

例
・新規誘導型プラットフォーム「アットモール」
・会員集めのツールやノウハウに強い
・誰でも使える簡便性と自由性
・低価格・高機能、安定したシステム供給（月間3,000万通～送信）
・ニーズに応える様々な商品構成と、新規システムの開発力
・充実のサポート体制

お取扱商材の特徴とまとめお取扱商材の特徴とまとめ



収益性について

（フランチャイズ契約）



■ＦＣ登録（加盟）費用について

ＦＣ代理店制度概要

FC法人 初回お申込時料金 月額費用

導入費用（税込）※1 ¥397,950※2 ¥12,600/月

備 考

■法人のみのお申込受付となります。

※1.加盟金として。販売代理店ツールやアットメー
ル[SDベーシック]がご利用可能。

※2．初期費用¥367,500(税込)、ビジネスキット代金
¥5,250、月額費用2ヵ月分（前払い）を含む。

FCクリスタル 初回お申込時料金 月額費用

導入費用（税込）※1 ¥131,250※2 ¥10,500/月

備 考

■個人、法人いずれもお申込可能。

※1.加盟金として。販売代理店ツールやアットメー
ル[SDベーシック]がご利用可能。

※2．初期費用¥105,000(税込)、ビジネスキット代金
¥5,250、月額費用2ヵ月分（前払い）を含む。

※個人登録の場合、昇格希望時に所定の手続きにより法人登録への移行を申請し
ていただきます。

■ＦＣの販売手数料率・その他の権利について

通常自社商品としてＯＥＭを発注した
場合：200万円以上。

FCシステム
↓

実績・商材豊富な新規事業が
超低資金で開始可能！

なら･･･



販売手数料の方式とシミュレーション

※一部物品等を除き、「基準Pt」は通常税抜価格となります.

■SDプロモーションセットを販売
初期費用基準Pt：97,200Pt
月額料金基準Pt：13,030Pt/月

初期から： 97,200Pt×４０％＝ ¥38,880

月額から： 13,030Pt×３０％＝ ¥3,909/月

初期から：¥38,880×５件＝¥194,400

月額から：¥ 3,909×５件＝ ¥19,545/月

初月目合計：２１.３万円

２月目合計：２３.３万円

12ヶ月目合計：４２．９万円/月

ＦＣクリスタル 初期から 月額から

２－Ｃ ４０％ ３０％

■販売手数料の計算方法 ■販売サービス例

■1件販売すると

■1ヶ月での貴社収益

■SDプロモーションセット売価
初期費用：¥102,060
月額料金：¥14,910/月

基準Pt換算

初期費用基準Pt：97,200Pt
月額料金基準Pt：13,030Pt/月

３月目合計：２５.３万円

毎
月
約
2
万
円
ず
つ
収
益
が
上
乗
せ



収益シミュレーション（①FC法人）

■収益シミュレーション（平均価格帯より）

商品売価(基準Pt)平均・・・初期100,000Pt

・・・月額 10,000Pt

■月間3件

■月間5件

■月間10件 ■12ヵ月後(120件)：￥４８０,０００/月

■12ヵ月後（60件）：￥２４０,０００/月

■12ヵ月後(36件)：￥１４４,０００/月

⇒１２ヵ月後

初期費用から：¥1,800,000（累計）
月額料金から：¥144,000/月
⇒２４ヶ月後

初期費用から：¥3,600,000（累計）
月額料金から：¥288,000/月

■月間３件の販売で･･･

⇒１２ヵ月後

初期費用から：¥3,000,000（累計）
月額料金から：¥240,000/月
⇒２４ヶ月後

初期費用から：¥6,000,000（累計）
月額料金から：¥480,000/月

■月間５件の販売で･･･

⇒１２ヵ月後

初期費用から：¥6,000,000（累計）
月額料金から：¥480,000/月
⇒２４ヶ月後

初期費用から：¥12,000,000（累計）
月額料金から：¥960,000/月

■月間10件の販売で･･･

この収入例は左記の条件でのシミュレーションであり、収入を保証するものではあ
りません。販売手数料制度の詳細は、別途お渡しする最新の「アットメールFC代理
店契約のご案内」や「アットメール販売手数料基準Pt表」を必ずご参照下さい。
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販売手数料

費用

＋¥3,396,900

0.7ヶ月

■総費用と総収入の推移モデル※月間10件の販売時

＋¥8,601,300
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　■販売手数料（月別）の推移モデル※月間10件の販売時）
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費用

＋¥1,476,900

1.4ヶ月

■総費用と総収入の推移モデル※月間5件の販売時

＋¥4,041,300
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　■販売手数料（月別）の推移モデル※月間10件の販売時）
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販売手数料

費用

＋¥708,900
2.3ヶ月

■総費用と総収入の推移モデル※月間3件の販売時

＋¥2,217,300
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　■販売手数料（月別）の推移モデル※月間10件の販売時）
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　■販売手数料（月別）の推移モデル※月間５件の販売時）
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¥8,000,000
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販売手数料

費用

＋¥746,000

1.2ヶ月

■総費用と総収入の推移モデル※月間3件の販売時

＋¥2,091,500

■収益シミュレーション（平均価格帯より）

商品売価(基準Pt)平均・・・初期100,000Pt

・・・月額 10,000Pt

■月間3件

■月間5件

■月間10件 ■12ヵ月後：￥４８０,０００/月

■12ヵ月後：￥２４０,０００/月

■12ヵ月後：￥１２６,０００/月

⇒１２ヵ月後

初期費用から：¥1,520,000（累計）
月額料金から：¥126,000/月
⇒２４ヶ月後

初期費用から：¥3,260,000（累計）
月額料金から：¥288,000/月

■月間３件の販売で･･･

⇒１２ヵ月後

初期費用から：¥2,660,000（累計）
月額料金から：¥240,000/月
⇒２４ヶ月後

初期費用から：¥5,660,000（累計）
月額料金から：¥480,000/月

■月間５件の販売で･･･

⇒１２ヵ月後

初期費用から：¥5,630,000（累計）
月額料金から：¥480,000/月
⇒２４ヶ月後

初期費用から：¥11,630,000（累計）
月額料金から：¥960,000/月

■月間10件の販売で･･･

この収入例は左記の条件でのシミュレーションであり、収入を保証するものではあ
りません。販売手数料制度の詳細は、別途お渡しする最新の「アットメールFC代理
店契約のご案内」や「アットメール販売手数料基準Pt表」を必ずご参照下さい。
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費用

＋¥1,442,000
0.7ヶ月

■総費用と総収入の推移モデル※月間5件の販売時

＋¥3,869,000
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　■販売手数料（月別）の推移モデル※月間５件の販売時）
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費用

＋¥3,247,000

0.3ヶ月

■総費用と総収入の推移モデル※月間10件の販売時

＋¥8,464,000
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　■販売手数料（月別）の推移モデル※月間10件の販売時）

収益シミュレーション（②FCクリスタル）



販 売 環 境

（フランチャイズ契約）



商品広告用商品広告用WEBWEBサイトサイト

FC代理店毎に、FCにのみ提供される貴社独自のアット
メール広告サイトをご用意。

豊富なテンプレートから数分で作成可能。商品や最新
事例追加の際も、当社で自動更新。メンテナンス不要で
常に最新の商品情報を宣伝できます。

商品広告用商品広告用WEBWEBサイトサイト

FC代理店毎に、FCにのみ提供される貴社独自のアット
メール広告サイトをご用意。

豊富なテンプレートから数分で作成可能。商品や最新
事例追加の際も、当社で自動更新。メンテナンス不要で
常に最新の商品情報を宣伝できます。

商品広告用WEBページの開設と、ＦＣ用管理ツールの提供

①新着情報確認
②ケータイ版商売繁盛講座の提供
③販売情報・顧客情報管理
④資料ＤＬ、最新事例、提案書類検索
⑤セミナースケジュール確認
⑥各種販売コンテンツ確認・体験
⑦アットメール（1アカウント）利用
⑧見積書・請求書作成（料金自動計算ツール）
⑨販売手数料確認
⑩各種申請

販売支援プログラム（アップリンク）販売支援プログラム（アップリンク）

当社とＦＣを結ぶ窓口となるＦＣ用コンテンツを提供いたします。

資料閲覧・事例検索、研修日程確認、販売先の顧客管理、販売サービ
ス体験利用、見積・請求書作成など、ビジネスに欠かせない材料がい
つでも閲覧可能です（PC・携帯対応）。なお、一部プログラムへの閲覧
制限を加えた営業社員様用のコンテンツも自由に発行可能です。

販売支援プログラム（アップリンク）販売支援プログラム（アップリンク）

当社とＦＣを結ぶ窓口となるＦＣ用コンテンツを提供いたします。

資料閲覧・事例検索、研修日程確認、販売先の顧客管理、販売サービ
ス体験利用、見積・請求書作成など、ビジネスに欠かせない材料がい
つでも閲覧可能です（PC・携帯対応）。なお、一部プログラムへの閲覧
制限を加えた営業社員様用のコンテンツも自由に発行可能です。

⑤

③

⑧

④

⑥



販売支援体制

■初期研修

■ビジネストレーニング
■コンテンツ勉強会
■会社説明会

…登録してまずは何をしたらよいのか、どう動くか、活動についてや規約についてなどの基礎講座になります。一度は参加
必須の項目です。

…アットメールや各種サービスの販売研修です。
…アットメールなどの商材についての勉強会です。HP作成講座成功事例セミナーなど様々な種類があります。
…C2代表取締役社長等による会社説明会。会社概要、市場性、会社の方向性についてお話させていただきます。
ご新規の方も代理店の方もご参加下さい。

の活用
代理店の皆様のご活動支援のため、全国主要都市６ヶ所（札幌/仙台/東京/名古屋/大阪/福
岡）にショールーム｢Galleria(ガレリア)｣をご用意しております。商談やセミナー、ミーティングの場
として有効にご利用下さい。商材や販売に関する勉強会及び、ゲスト様向けの講習会を行って
おります。（参加は全て無料です）その他、販促品のご購入、ミーティングルームのご利用（予約
制）、PCのご利用等全て無料でご利用いただけますので、是非皆様のご活動にお役立て下さい。

■ガレリア札幌
011-221-1770(代)

■ガレリア仙台
022-212-3663(代)

■ガレリア東京
03-5159-1575(代)

■ガレリア名古屋
052-218-6320(代)

■ガレリア大阪
06-4708-2307(代)

■ガレリア福岡
092-725-7791(代)



セミナー開催による販売の効率化

商売繁盛・売上UP講座とは

【＠メールの採用実例のご紹介】
・繁盛店のノウハウ公開
・会員募集のヒント
・配信のアイディア
・売上UPの実例
・活用例の紹介

▼日程案内▼



取扱商材販促品例

▼商品価格表
5部/300円

▼成功事例集 Vol,1～Vol,6
20部/798円

▼PC同時作成
20部/315円

▼スタートアップマニュアル
10部/798円

▼６ヶ月返金保証
20部/315円

▼ﾎﾟｲﾝﾄ＆ｸｰﾎﾟﾝ
20部/315円

▼アットビデオ
20部/315円

◆商品販売時に活用できます ※2010年5月現在の販促品一部。 価格、内容は変更となる場合があります。

▼申込書キット
3部/500円

お客様にイメージさせるための
最強販促ツール。

▼ラピナビライト
20部/315円

▼独自ドメイン
20部/315円

ＰＣ同時作成の詳細は
こちらを参照。

ラピナビライトの詳細は
こちらを参照。

独自ドメインの詳細は
こちらを参照。

アットビデオの詳細は
こちらを参照。

ポイント＆クーポンの
詳細はこちらを参照。

６ヵ月返金保証制度の
詳細はこちらを参照。

商品の価格を確認する
際はこちらを参照。

受注時に使用。 アットメールの利用

方法を解説。

▼モバイル電子名刺
SEED

30部/500円

モバイル電子名刺の詳
細はこちらを参照。



ご確認事項

（フランチャイズ契約）



ＦＣ代理店契約確認事項

■お申込時費用について

■販売手数料集計に関して
FCシステム月額費用（FC法人:¥12,600/FCC:¥10,500）のお支払いはゆう
ちょ銀行より口座振替とさせていただきます。お振替日は前月の5日です。
（※土日祝日の場合は金融機関の翌営業日）

アットメールFCシステムへのご登録時は、

初期費用＋ビジネスキット代＋月額費用2ヵ月分

※代理店用顧客・営業管理ツール「アップリンク」や商品宣伝ページの利用、

アットメールSDベーシック（1000アドレス迄）のご利用が可能となります。

●お申込時必要書類

◆アットメールFC代理店契約申込書（書面A）

◆アットメールFC代理店契約書（書面B）：2枚

◆月額費用口座振替用紙（ゆうちょ銀行口座をご用意下さい。）

●法人登録の場合

◆会社概要（パンフレット等）

◆会社登記簿謄本（取得して3ヶ月以内のもの）

■お申込書類に関して

■FCシステム月額費用に関して

●集計期間

【初期費用からの販売手数料】

集計期間を3つに分け、それぞれ25日後にご指定口座へお振込いたします。

●第一期： 1日～10日⇒翌月5日

●第二期：11日～20日⇒翌月15日

●第三期：21日～月末⇒翌月25日

【月額料金からの販売手数料】

毎月月末に締めを行い、翌月25日に申込時の指定口座へ弊社よりお
振込いたします。

例）1月お申込の場合は、初回振替（4月度分）は3月5日となります。
（以後、5月度分は4月5日、6月度分は5月5日、・・・に振替）

●FC代理店からの送金は、お振込またはお振替（原則月額料金のみ）にて行っていただき
ます。
●月額等の一定期間にご利用料金が発生するものについては、振替日が前月の5日（再
振替は15日）となり、ご指定いただいた、ゆうちょ銀行口座からの口座振替にて清算いたし
ます。
●送金期限日が指定金融機関非営業日の場合、翌営業日をお支払期限といたします。
●月額の料金が発生するものについては、口座振替設定のため前払いにて、初期費用と
合わせてお申込時に2ヵ月分（翌月分及び翌々月分）を現金振込していただきます。５－３．
「自己利用アットメール利用料金」にて、追加料金がある場合を除き、お申込当月の月額料
金の日割り計算は行いません。
●全ての利用料金の振込手数料は、FC代理店のご負担となります。
●ご利用明細は、原則webページ上にて発行します。

●販売手数料の支払は、ご契約時にご指定いただくゆうちょ銀行口座への送金とさせて
いただきます。
●別紙「アットメールサービス申込書」の「販売代理店欄」へのIDご記入をもって販売実績
集計の対象とさせて頂きます。必ず記載漏れのないようご確認下さい。（ID は代理店ご契
約時に発行いたします）
●弊社からFC代理店への販売手数料お支払時の振込手数料はFC代理店の負担としま
す。
●振込日に指定金融機関が非営業日の場合、翌営業日のお振込となります。
●ユーザーから弊社へ、所定の期限内にサービスご利用料金の支払いが無かった場合
は、当月の実績として算入されませんのでご注意下さい。
●ご自身でのご利用サービス以外に別途本サービスをお申込頂く場合、自身を担当代理
店として指定していただくことは出来ますが、当該サービスからの販売手数料は一切発生
いたしません。
●販売手数料明細は、原則webページ上（アップリンク内）にて発行します。

※詳細は必ず『アットメールFC代理店契約のご案内』をご確認下さい。



【重要】サービス販売時（ユーザー）への確認事項

■販売先お申込料金について

@メールお申込時のお支払いは、
コース毎の初期費用+月額2ヶ月分(ご利用初月は日割り計算)

※定額コースの場合も月額2ヵ月分が前納となります。
定額コースは12ヶ月以内にご解約の場合追加で2ヵ月分の利用料が発生。

■販売先オプション追加時

【ご利用後に追加お申込の場合】

オプションの初期費用+月額1か月分(初月は日割計算)

■オプション申込の注意点

他、上記同様。

■販売先月額料金お支払いに関して

＠メール月額料金のお支払いは 口座振替とさせてい
ただきます。ご利用頂ける金融機関は

●銀行
●ゆうちょ銀行

となり、どちらを利用される場合でもお支払い日は

■前月の27日 ※(土日祝日の場合は金融機関の翌営業日）

となります。口座振替用紙の郵送と共に、初回振替日
は必ずお伝えください。

12月ご利用の場合は、3月分のお支払いとして2月27
日に振替られます。（利用月の日割も同時振替）

なお、日割計算の開始日は当社からの登録完了ﾒｰﾙ
送信日となります。（未着の責任は負いません。）

【ご利用と同時にお申込の場合】

オプションの初期費用+月額2か月分(初月は日割計算)
【重要】以下のオプションがある場合は別途設定書をアッ
プリンク資料コーナーよりＤＬ下さい。

ア）おすすめセット イ）ポイント＆クーポン ウ）独自ドメイン

エ）ラピナビ（単体申込の場合） オ）ハンディfelicaリーダー
SEED カ）ＱＲスタンプ＋カード

■オプション申込の注意点
①ラピナビ申込時は送料￥630が発生します。
②ポイント＆クーポンでラピナビを2台以上ご利用の場合、初回のみ設定料金
¥3,150/1台が加算されます。

日割計算

※詳細は必ず案内書や規約、価格表記載事項をご確認下さい。



年間９７．８９％※で続く、ストックビジネスを始めませんか？

H21.9月/メール会員数100名以上の利用者

１．積み上げ型の収益モデル

初年度初年度2020万円強の資本万円強の資本※※で、翌年度から継続的なストック収入を作り上げる。で、翌年度から継続的なストック収入を作り上げる。
※ＦＣＣの場合

２．加速する携帯販促の受容環境

携帯メール配信の登録率は携帯メール配信の登録率は７１．９％７１．９％※※11。対して導入店舗は。対して導入店舗は１７．６％１７．６％※※22。。

周囲が気になり、体制が整い始めた今が参入のチャンス。周囲が気になり、体制が整い始めた今が参入のチャンス。 ※1:H22 ＭＭＤ研究所調べ（前出）

※2:H21 インプレスR&D

「ケータイ白書2010 」N=1,162

３．実績のある商品販売

①①国内最大手３４，０００店舗国内最大手３４，０００店舗※※、豊富な成功事例とノウハウ提供、、豊富な成功事例とノウハウ提供、

②②携帯を取り巻く環境に即応する、継続的な商品開発と増加する販売ターゲット。携帯を取り巻く環境に即応する、継続的な商品開発と増加する販売ターゲット。

③③実績のあるサービス販売力と充実の販売環境。実績のあるサービス販売力と充実の販売環境。

※H22.6月現在

ご提案事項のまとめ


