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『売上アップの右腕』とは・・・

売上アップに関するありとあらゆることをワンストップで提供するサービス

「売上アップの右腕」は、本気で売上アップをお考えのすべての経営者様を対象にしたサービスです。
売上アップのプロフェッショナル集団が、定石と最新メソッドを組み合わせて、最短ルートでお悩みを解
決します。

「お店にもっと集客したい。」
「お客様のリピート来店を増やしたい。」 という店舗経営者のみなさま

「ECサイトを作ってみたのだけど、なかなか売上が立たない。」
「ECサイトのリピート購入を増やしたい。」 というECサイト運営者のみなさま

「新規のクライアントを開拓したい。」
「成約に結び付く効果的な商談を行いたい。」
「たった一人の営業マンに頼り切っている状況をなんとかしたい。」

という製造業、B to Bの経営者のみなさま

CFJは、売上アップの仕組みづくり～メソッドの提供～伴走支援まで、まるごと貴
社の売上アップをサポートいたします。
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興味・関心 比較検討 購入・利用 共有リピート

SNS運用支援

店舗アプリ/
LINE公式アカウント運用支援

顧客ロイヤルティ向上

MEO対策

口コミ醸成
支援

Instagram
インフルエンサー
活用支援

LP作成
支援
＋

リスティング
広告運用支援

＝
リード獲得

Web診断

Webサイト作成

SEO

コンテンツ
マーケティング

メルマガ運用支援

クラウドファンディング
EC + Googleショッピング広告 ＋

LINE CRM

展示会制作支援 ＋ 名刺管理
B to B マッチングサイトの有効活用

MA/営業プロセス改革支援

B to C
店舗

B to C
非店舗

B to B

即効性のある施策
貴社の”資産”になる施策
顧客管理で売上UP！

提供サービス 全体像
顧客の行動段階に合わせた最適な施策をご提案します

MEO対策

P2



提供サービス
１． Web診断無料サービス
２． Webサイト/LP 構築・集客サービス
３． MAツール導入サービス
４． 営業プロセス改革サービス
５． ECサイト構築・集客サービス
６． ECサイトCRM構築サービス
７． MEO＆口コミ醸成サービス
８． LINE CRM (L Message) 構築サービス
９． 店舗向け顧客ロイヤリティ向上サービス
１０． インフルエンサーマーケティング
１１． SNS運用サービス
１２．クラウドファンディング
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Web診断無料サービス

web制作や分析の実績のあるプロフェッショナルが、独自に厳選した診断項目を使用して、
ビジネスの成果を上げるサイトであるかを診断します。
効果をあげるために必要な項目ごとに評価し、どの項目に問題があるのを把握することがで
きます。また、項目ごとに採点するため、なんとなくの問題点を可視化し、改善すべき方向性
を決める指針となります。

現状のwebサイトの問題点を無料で診断します！

効果のあがるwebサイトに改善するためには、現状把握が大事！

専用フォームからお申し込みください。

【STEP1】
申し込み

【STEP２】
診断

【STEP３】
レポートのご提供

弊社担当者がwebサイトを診断いた
します。

5営業日後に診断結果をメールで提
供します。
※面談をご希望の場合は、面談時に
診断結果の詳細を説明いたします。

【こんなお悩みありませんか？】
✔広告費をかけているけど、webサイトからの売上が上がらない
✔改善はしているけれど、効果が上がらない

【サービスの流れ】
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Webサイト/LP構築・集客

戦略策定を行った上で、セールスライティングを行い、効果的なWeb
サイト/LPを制作し、新規顧客開拓に結び付けます。

CFJは、長年の事業計画書策定サービスで培った、事業戦略への深い理解と説得力の
あるライティング実績があります。また、経験豊富なクリエイティブチームが、訴求力のある
Webサイト/LPデザインをご提供します。

SEO対策/インターネット広告を運用し、Webサイト/LPへの集客を
行います。

SEO対策を行い、Googleリスティング広告（※1）を効果的に利用、Webサイト、LP
に集客し、リード獲得につなげます。

Webサイト制作費（※2） ：
プレミアムプラン 200万円、スタンダードプラン 150万円、ライトプラン 100万円
LP制作費 ： ６０万円
広告運用費 ： 2０万円 （※1）Google検索広告認定資格を持つ担当が広告運用を致します。

Google広告料金は別途Googleへの直接支払いとなります。
（※2）Webサイト制作費は仕様によって変わります。

【サービスの流れ】
【STEP1】
戦略策定

【STEP２】
Webサイト/LP制作

【STEP３】
SEO対策/ 広告運用

【ご利用料金】
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MAツール導入支援サービス
MAツール導入支援を通じて、営業効率をアップします！

中小企業診断士資格を有したBtoBマーケティングの専門コンサルタントが、MAツールを活
用した営業プロセス改革を支援します。MAツールの設定はもちろん、見込み顧客への具体
的なアプローチ方法や、アプローチ後の具体的なデータの分析・活用方法など、業務運用フ
ローまでしっかりとご提案いたします。
【こんなお客様におすすめです！】
 展示会などで集まったお客様情報を有効活用し、契約につなげたい。
 成約に結び付く効果的な商談を行いたい。

【サービスの流れ】

• 事業ドメイン・SWOT分析
• 営業組織・プロセス分析
• Webサイト診断
• 問題点とニーズの抽出
• 課題抽出

【STEP1】
現状分析と課題抽出

【STEP２】
MA運用方針策定

【STEP３】
SFA実装

• 課題対応策検討
• MA運用方針作成

• MA全体設計
• MA個別設定(Webフォーム、
メール配信、リードスコアリン
グ)

• 取引先データ登録

【ご利用料金】
 MA支援サービス費用：100万円～

※出張旅費は別途実費となります。支援範囲に応じて個別にお見積りさせていただきます
 伴走型支援費用：月額7.5万円～

※支援内容に応じて個別にお見積りさせていただきます
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営業プロセス改革支援サービス
営業プロセスを改革し、組織全体の営業力を底上げします！

中小企業診断士資格を有したBtoB営業の専門コンサルタントが、SFAを活用した営業
プロセス改革を支援します。自社の強みを活かせる営業戦略を明確化した上で、組織的に
成果を出せる新たな営業プロセスを構築します。

【こんなお客様におすすめです！】
 特定の営業パーソンに依存した営業体制を見直したい。
 自社の強みを活かしながら、時代に即した新たな営業スタイルへ変化したい。
 根性論でなく、データに基づく科学的な営業マネジメントを行いたい。

【サービスの流れ】

• 事業ドメイン・SWOT分析
• 営業組織・プロセス分析
• 問題点とニーズの抽出
• 課題抽出

【STEP1】
現状分析と課題抽出

【STEP２】
営業プロセス改革方針策定

【STEP３】
SFA実装

• 課題対応策検討
• 営業プロセス改革方針作成

• SFA/CRM全体設計
• SFA/CRM個別設定(取引
先項目、案件項目、レポート、
外部連携)

• ユーザーデータ、取引先データ
登録(データ移行)【ご利用料金】

 営業プロセス改革支援サービス費用：200万円～
※出張旅費は別途実費となります。支援範囲に応じて個別にお見積りさせていただきます

 伴走型支援費用：月額7.5万円～
※支援内容に応じて個別にお見積りさせていただきます
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ECサイト構築・集客

「売れる」ECサイトを構築します

自社ECサイトは、 ECモールと異なり、ショップ自体の個性を出しやすく、覚えてもらいや
すいため、正しい運用をすればリピートの獲得に有利です。
また、差別化をしやすく、値下げ競争に巻き込まれにくい点もメリットです。
CFJは、プロのクリエイター、セールスライターが総力で「売れる」ECサイトを構築します。

１２０万円
（Shopifyでの構築 ＋ SNS連携、３か月間のSNS運用、UGC
仕組みづくり、サイトの改善を含む）

※映像制作のための出張旅費は別途実費となります。
※インターネットに出広する際の広告料金は別途実費となります。

【サービスの流れ】

サ イ ト 制 作 の プ ロ が
Shopify/BASEを用いて、結果
の出るECサイトを構築します。

【STEP1】
戦略策定

【STEP２】
制作

【STEP３】
運営・集客

サイトの運営アドバイス、
SNS連携、SNS運用、UGC
（※）仕組みづくり等、３
か月間サポートします。

（※）UGC (User Generated Contents) ユーザーに自社商品を宣伝してもらうこと。

【ご利用料金】

競合を分析の上、差別化でき
る商品設計、プライシング含
め戦略を策定します。
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ECサイトCRM（顧客管理）支援サービス
ECサイトにLINE公式アカウントを加えて、お客様のコスパを最大に！

ECサイトにLINE公式アカウントを付加することで、ECサイト利用客へのフォローが自動化で
きるのはもちろん、ECサイト利用客の分析や、利用客（性別、職業、A商品購入等）ごと
のPR配信が可能になります。

【こんなお客様におすすめです！】
 ECサイトを作ってみたけど、なかなか売上が立たない。
 ECサイトで購入してくれた顧客のフォローをする時間が確保できない。
 ECサイトのリピート購入を増やしたい

【サービスの内容】

• LINEアプリから移動せずに商品
購入できる

• LINEで購入履歴、配送状況を
確認できる

• LINEで決済、発送通知を受け
取れる

ECサイト利用客ができること ECサイト運用側ができること 具体的な効果

• EC利用客に「タグ付け」（性
別、職業、A商品購入）し、
EC利用客ごとに分けて配信
ができる

• EC利用客を「ランク」付けし
• 利用客の「ランク」ごとに「クー
ポン」などの特典を付与できる

• EC利用客の具体的な
「見える化」

• EC利用客のフォローアップを自
動化

• EC利用客の「リピート売上」の
向上

【ご利用料金】
 導入支援費用：20万円

※別途、ツール利用料ほか伴走支援内容に応じて月額料金を設定させていただいております。
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MEO＆口コミ醸成

 内部施策（Google Business Profile内）
 クオリティの高い写真や動画をGoogleビジネスプロフィールに掲載して、ユーザーの目を引きます。
 最新の上位表示要因を分析しつつメニューを組み合わせます。
 上位表示されやすい最適なキーワードをご提案します。
 適切な口コミ対策で星の数を獲得するご提案を行います。
 コロナ緩和と円安でチャンス再来！インバウンド対策を致します。
 Googleガイドラインを遵守し、万一の公開停止を防ぎます。

 外部施策（Google Business Profile外）
 最適なサイテーションを実現します。
 ローカルSEO対策やSNSリンクもトータルでお受けします。

 導入前後の効果測定
 月１回の分析レポートとミーティングにより対策をブラッシュアップします。

ローカルSEO、Google Map検索経由の集客を実現します。

※CFJは(株)トライハッチの契約パートナーです。

MEO 月額4万円 （最低契約期間6か月）
口コミ醸成 年額2.5万円（最低契約期間6か月）

【ご利用料金】

【サービスの流れ】

内部施策、外部施策、口コミ
醸成を行い、結果を報告をい
たします。

【STEP1】
戦略策定

【STEP２】
運用

【STEP３】
継続施策

継続施策についてご提案い
たします。

競合を分析の上、差別化でき
るキーワード含め戦略を策定
します。
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LINE CRM（L Message）導入・運用支援

CFJのコンサルタントは、全員が経営コンサルタントの国家資格である中小企業診断士の
資格保有者。その中でも約10年間東京銀座エリアで店舗を経営していたコンサルタント
などBtoC支援スペシャリスト達が、貴社の課題を引き出し、それぞれの課題に合わせた
導入・設定・運用支援を行います。

顧客管理を自動化！リピート率を劇的改善！

初期費用 ：25万円（導入・基本設定＋運用説明会）
伴走支援費用：5万円/月（6か月契約の場合）

※出張旅費は別途実費となります。
※1アカウントあたりの料金となります。
※LINE公式アカウントおよびLINE CRM(L Message)費用は別途実費となります。

【こんなお悩みありませんか？】
✔ 新規客を必死に集めているが、売上向上につながらない
✔ お客様全員に同じDM・メルマガを送ってる
✔ アフターフローをしっかり行いたいけど人手不足
コンサルタントが不要になるのがゴールです！

まずは無料ヒアリングで貴社の
真の課題を設定します

【STEP1】
ヒアリング・現状分析

【STEP２】
導入・設定

【STEP３】
伴走型運用支援

それぞれの課題に合わせて
導入・設定をカスタマイズ
さらに、運用方法の説明会も実施

貴社担当スペシャリストによる
データ分析・改善策提案で
リピート率向上を一緒に目指します

【ご利用料金】

P11



店舗向け顧客ロイヤルティ向上支援サービス

CFJのコンサルタントは、全員が経営コンサルタントの国家資格である中小企業診断士の資
格保有者。
その中でも約10年間東京銀座エリアで店舗を経営していたコンサルタントなど店舗支援の
スペシャリスト達が、店舗ごとの現状を分析し、真の課題を引き出し、共に改善していきます。
地域No.1の店舗になるための顧客ロイヤルティ向上を支援します。

目指すは地域No.1！強みを磨いて他と差別化！

初期費用 ： 10万円（研修＋顧客アンケート設計＋ツール設定）
伴走支援費用： 5万円～/1回（1回あたり約3時間）
アンケートツール利用料： 3万円/月 ※出張旅費は別途実費となります。

※1店舗あたりの料金となります。

「自身で収益を伸ばせる店舗になる」のがゴール
です！
まずは無料ヒアリングで貴店の目指す
姿と課題を設定します
そして、貴店のための
「顧客ロイヤルティ向上計画」を提案

【STEP1】
ヒアリング・現状分析

【STEP２】
研修＋ツール設定

【STEP３】
伴走型運用支援

経営者や従業員向け「顧客ロイヤル
ティ向上を実行するための研修」を
開催
さらに、効果的に顧客の声を集める
アンケート設計＋ツール設定を実施

貴店担当スペシャリストが
分析・計画・実行を支援
必要に応じて店舗研修も実施
地域No.1を一緒に目指します

【こんなお悩みありませんか？】
✔ 新規客を必死に集めているが、売上向上につながらない
✔ 集客のための価格競争に巻き込まれいる
✔ 「他との違いは何？」と聞かれても、すぐに答えられない
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SNS運用
エンゲージメントの高いアカウントは資産になり、
集客に結び付きます

 オリジナル管理手法により公式Instagramアカウントを育
てます。

 Instagramプロアカウントの開設、全体設計
 世界観のデザイン
 プロフィールの作り込み
 従業員様へのガイダンス（投稿は従業員様が行います）
 フィード、リール投稿の組織化
 従業員様のフォローアップ、ケア
 エンゲージメントの高いフォロワー増加施策
 ハッシュタグの正しい使い方
 ストーリーズの活用
 フォロワーに動いてもらう仕組みづくり
 インサイトデータの分析、効果測定・改善
 ショップタグをつけてお店のEコマースの集客にも活用

SNS運用は、他サービス（ECサイト構築、クラウドファンディング、店舗支援）との併用サービスとなります。
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インフルエンサーマーケティング

インフルエンサーマーケティング
３万人のInstagramインフルエンサーから適任者を人数無制限で選択、商品・
サービスをモニター提供、無料で投稿してもらえます。インフルエンサーの人選、投稿
フォローアップ、投稿結果を分析し、レポート、次回投稿施策のご提案まで致します。
Eコマース、美容サロン、飲食店、ホテル等に最適のPRサービスです。

月額８万円（１か月から可）

登録インフルエンサー情報

B to Cの認知アップにはマストです！

※CFJはトリドリの契約パートナーです。

Insta
アカウント
運用コンサ
ル付き！

YouTube
rは別途見
積

【ご利用料金】
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クラウドファンディング

プロジェクトページ作成・PRサービス

クラウドファンディングを成功に導く、クリエイティブ制作、ストーリー作成、
商品撮影、動画制作、事前集客、広告運用を行います。

支援対象サイトの一覧

※CFJはCAMPFIREの契約パートナーです。

※
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クラウドファンディング

クラウドファンディングで多額の資金調達を成功させるには？
クラウドファンディングのサイトには毎日たくさんのプロジェクトがアップされます。
プロジェクトの成功には、ページの作り込みと宣伝が欠かせません。

 プロジェクトページの作り込み
 分かりやすく魅力的なプレゼン
 文章、写真、イラスト、動画の有効活用
 商品のディスカウント、クラウドファンディング限定のセット販売、等ユーザー価値
 SNSを活用してPR（事前集客）

初期費用：１０万円～応相談
成功報酬：１０％

【サービスの流れ】

• 新商品、目標のヒアリング
• プロジェクト設計
• プロモーション企画提案

【STEP1】
契約前準備

【STEP２】
制作・PR

【STEP３】
ローンチ/伴走支援

• プロジェクトページ作成
• 事前プロモーション

• プロジェクトローンチ～終了
• リターンの発送サポート
• 一般販売企画提案

【ご利用料金】
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お問い合わせ

本サービスのお問い合わせは、以下のいずれかよりお願い致します。

Web

メール
電話
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https://uriageup-migiude.info/

uriageup-migiude@comrade-firm.co.jp

0120-954-527
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