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■ スマートフォン需要増加
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スマートフォン利用の需要は年々増加傾向にあり、比例してアプリ利用率も増加
しています。利用時間だけでなくメディア視聴にも大きく影響しいることから
アプリを活用したビジネスチャンスが存在します。
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■ なぜアプリが必要？
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スマートフォンアプリは、デバイスに常駐し利用者に対してあらゆる効果を発揮
するツールです。

新規誘導と
顧客囲い込み × 企業PRのUP

集客･売上のUP

お知らせ開封率の
高いプッシュ通知

利用者の操作性
利便性 向上

運営側の経費削減
オペレーション削減

高い拡散性と
ブランディング効果

アプリの高い拡張性



■ ShopKeeperの特徴
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Shopkeeperで最大の特徴は機能性･ブランディング性･導入価格感です。
あらゆる業種･企業に適用できる柔軟性の高いアプリサービスです。

ビジネス利用

◎社内利用 ◎顧客対応用
などビジネスに活用

ブランドPR

◎ブランドの告知用
認知度UP・集客に活用

店舗PR

◎店舗の集客
◎リピーター育成
集客・売上向上に活用

イベント利用

◎イベントやセミナー
告知や会場案内
セミナー案内等に活用



■ どんな機能があるの？（1）
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Shopkeeperはあらゆる業種に対応した機能を搭載！連携が可能です。

ｵﾘｼﾞﾅﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ
◎アプリ画面をオリジナル
デザインで制作が可能
貴社用のアプリ化

ページ作成機能
◎会社案内のページや
サービス案内のページが
ホームページのように！

EC機能
◎アプリ内にオンライン
ショップを表示させ
購買を促せます

チャットボット
◎お客様からのお問合せを
AIで24時間365日自動
対応させる機能です。

デジタル書籍
◎営業マンも楽ちん！
資料やパンフレットを
持ち歩く必要なし！

オンライン会議
◎オンライン会議機能で
お客様とのオンライン
打ち合わせが容易に！

予約機能
◎カレンダーからの予約
担当者別予約の設定で
お客様の利便性UP

グループウェア
◎勤怠管理、スケジュール
管理、プロジェクト管理
等を社内用アプリで！

VR連携
◎貴社用のVRコンテンツ
連携でサービス案内が
スムーズに！



■ どんな機能があるの？（2）
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プッシュ通知
◎アプリをインストールし
ているお客様へ確実な
お知らせ配信！

スタンプ機能
◎ポイントカードをデジタ
ルに！お客様の忘れた！
無くした！を改善

クーポン機能
◎割引クーポンで集客効果
店舗だけじゃなく、EC
の告知にも活用可能！

多店舗情報機能
◎各店舗の情報からMAP
と連携したナビゲーショ
ンでお客様誘導効率化！

動画配信機能
◎Youtubeと連携し動画
を手軽に閲覧可能！
説明や告知に活用で集客

求人システム
◎採用サイトと連携し
求人案内から応募者管理
までアプリで完結！

友達紹介機能
◎SNSを活用して手軽に
お客様が紹介出来る機能
拡散力UPと集客効果UP

SNS連携機能
◎FacebookやInstaなど
SNS連携で利用者の
利便性UP！

利用者分析機能
◎アプリ利用者の時間帯や
曜日、ダウンロード率等
ログ管理で分析で施策へ



■ どんな機能があるの？（3）
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見積･請求書発行

◎見積書も請求書もデジタ
ル化！管理画面で簡単に

アンケート機能

◎アンケートを簡単に作成
お客様のご意見を収集！

企業･社員制御
◎企業や社員別にコードを
発行！利用者制限で
セキュリティ強化

社員行動分析
◎営業ツールとして活用し
ている社員の行動をリア
ルタイムで分析

Eラーニング
◎動画や研修内容をコン
テンツ化！いつでも
社員教育をアプリ内で！

助成金情報
◎補助金や助成金に関する
情報収集が出来るシステ
ム。貴社に最適な施策を

楽天市場連携
◎お持ちの楽天ショップを
アプリ内で表示！お客様
への誘導性UP

電話機能
◎スマホの電話機能と連携
更に050番号発行可能
アプリ内で直通化！

利用者分析機能
◎アプリ利用者の時間帯や
曜日、ダウンロード率等
ログ管理で分析で施策へ



■ 選べる機能で効率化（1）
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必要な機能を設定して日々の業務に役立つオリジナルアプリへ。

アプリとしてスマートフォンに常駐する
ことで貴社･貴店とワンボタンでつながる

顧客が電話番号を調べる必要もない。
顧客がホームページを見返す必要もない。
顧客にいつでも思い出してもらえる。
顧客フォローがスムーズに簡略化！

顧客と直接
つながる

営業でカタログやパンフレットを
持ち歩く、鞄がかさばる事も無くなる！
顧客が資料を無くすこともない！

アプリ内で24時間365日顧客が見れる。
紙媒体の印刷リスクとコストが削減。
複数人の持ち回しがなくなり安全効率化。

ペーパーレスで
業務効率化



■ 選べる機能で効率化（2）
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『AIチャットボット』『予約機能』
『EC機能』『MAPナビゲーション連携』
の機能で顧客対応を自動化

電話問い合わせの軽減。
顧客誘導がよりスムーズに！
正答率・顧客満足度が向上！

オンライン会議ツールで遠隔接客
ファイル共有機能で的確な資料配布

接客で必要な機能を事前にアプリへ
設定しておくと、全てアプリ内で完結
画面共有で適切なサポートも可能。

顧客対応の自動化

オンラインで
業務効率化

プッシュ通知機能で特定ユーザーに
ピンポイントでお知らせ！
タイマーセットで配信時間設定可能

順番待ち、時間待ち、キャンセル待ち
お荷物お届け、などのお知らせを的確に

アナウンスも
遠隔で的確に



■ 選べる機能で効率化（3）
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『AIチャットボット』『予約機能』
『EC機能』『MAPナビゲーション連携』
の機能で顧客対応を自動化

電話問い合わせの軽減。
顧客誘導がよりスムーズに！
正答率・顧客満足度が向上！

オンライン会議ツールで遠隔接客
ファイル共有機能で的確な資料配布

接客で必要な機能を事前にアプリへ
設定しておくと、全てアプリ内で完結
画面共有で適切なサポートも可能。

顧客対応の自動化

オンラインで
業務効率化

プッシュ通知機能で特定ユーザーに
ピンポイントでお知らせ！
タイマーセットで配信時間設定可能

順番待ち、時間待ち、キャンセル待ち
お荷物お届け、などのお知らせを的確に

アナウンスも
遠隔で的確に



■ アプリの活用例（1）
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会社案内 デジタル書籍 ECシステム

見積･請求発行 動画連携 オンライン会議

AIチャットボット プッシュ通知 グループウェア

予約機能（アポ用）

建設業・工務店

お客様へアプリを入れてもらい、建具の選定

をデジタル書籍で選んで頂く。リフォームの

イメージ、新築イメージの2次元や3次元で、

いつでも確認して頂き、見積の発行までをア

プリ内で完結。遠方のお客様にもアナウンス

しやすく、オンライン会議ツールで遠隔接客

カタログをタブレットで！
もう持ち歩かなくていい！

いつでも、何処でもお客様に完成
イメージを確認してもらえる！

社内情報共有がスマートに！

建設会社・工務店様向け
営業業務をスマートに！



■ アプリの活用例（2）
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多店舗情報機能 デジタル書籍 ECシステム

来店予約機能 動画連携 LINE公式連携

AIチャットボット
順番待ち

プッシュ通知
グループウェア

スタンプ機能 クーポン機能 お友達紹介機能

飲食・サービスなどの店舗型

お客様が自分のスマホでメニューを見れるか

ら、注文がスムーズに！お問合せはAI

チャットボットで電話対応軽減、予約もアプ

リで完結。ネット販売も連携していて、

クーポンやスタンプ機能による特典システム

でリピーターさんが増加！

お客様の来店予約から、来店後のメニ
ュー持ち回し無しで業務がスムーズに！

デジタルクーポンやスタンプでの特典と
お友達紹介で集客UP！ECサイトも連携

グループウェアでアルバイトのスケ
ジュールから、出退勤管理まで楽に！

店舗様向け
集客にリピーター育成までの機能が！
日々の業務が効率的に変わる！



■ アプリの活用例（3）
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医院紹介機能 来院予約機能 SNS連携

MAPナビ連携 AIチャットボット オンライン会議

医院・クリニック

担当の先生別に患者さんが診療予約！

AIチャットボットで事前に症状を伺う事と

Zoomに連携して遠隔受診まで

診療がよりスマートに！

患者さんの受付対応から受診までを
もっとスムーズに！

軽い症状やご相談もAIが事前対応で
患者さんを待たせること無く
受診までの業務効率化！
オンライン診察も可能に！

医院・クリニック様向け
受診までのワークフローが
よりスマートに！

順番お知らせ
プッシュ通知

Eラーニング機能



■ アプリの活用例（4）
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スクール紹介機能 予約機能 SNS連携

MAPナビ連携 AIチャットボット オンライン会議

塾・スクール・研修

受講の予約から、チケット、月謝、会費などの決済まで完結！

生徒の管理もCRMで楽に！

Eラーニングで授業からテストまで、

オンライン会議で遠隔でのビデオ通話で授業も可能！

場所も時間も気にすることなく
授業･講座を実施！映像授業からオンライ
ン会議ツールでのビデオ通話授業まで！
生徒管理のCRM搭載、月謝もカード決済
で自動処理

学習塾･スクール様向け
Eラーニングからオンラン講義まで！

プッシュ通知 Eラーニング機能 デジタル書籍

クレジット決済お友達紹介機能 生徒管理CRM



■ ご利用価格について
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通常、貴社用にアプリを開発すると相場は1000万円前後！？
ShopKeeperは、どのような方でも手軽に導入できる価格でご提供しています。

プラン名 トライアル
（基本機能）

スタート
（カタログ機能付き）

ビジネス
（業種別パッケージ）

フルカスタム

年間システム利用 52万円 84万円 138万円 要相談

貴社のご要望を教えてください。
ITコンサルタントが

貴社用に最適なアプリをご提案致します。



■ ネット環境もお任せ下さい。
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ご自宅にインターネットの環境が整っていない。どこでも使えるネット環境が欲しい！

そんな方へ、マルチスタイル（MSモバイル）のポケットWi-Fiをおすすめ致します。

いつでもどこでも、大容量のネット環境を！弊社サービス『MSモバイル』を別途ご提供も可能です。

MSモバイル

MSポケファイ

docomo回線
データ容量

100GB/月の大容量プラン

初期費用・端末一括：15,000円

月額利用料：7,500円

※契約期間は3カ月超えると縛り無し！

動画やオンラインゲームも
容量を気にしなくて良い！

docomo 契約の直接契約より

データ容量 3.3倍
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