SMS送信サービス

・ ・ ・ ・ ・
「SMS」は、結果にこだわる方のプロモーションツールです
SMS（ショートメッセージサービス）とは…
SMSとは携帯電話の番号を宛先にして「70文字」のメッセージを送信できる、携帯通信会社（キャリア）が提供
している世界標準のサービスです。
標準機能として搭載されている「SMS」は、受信者の目に触れやすいため開封率が高く「必ず読んでほしい」
重要なメッセージを届けられるので、ECや決済などのWebサービスやスマホアプリなどの本人認証の確認、
緊急連絡・通知手段、販売促進のためのプロモーションツールとして活用されているサービスです。
SMSはスマホや携帯電話を所有するほぼ全ユーザーに対し送信できる上、到達率が高く、メールよりも開封
してもらえる率がはるかに高いのが特長です。
そのため、多くの企業において様々なビジネスシーンで導入・ご活用いただいており、SMSを業務に組み込み
活用することで、集客数アップや業務の効率化を図ることができます。

標準機能だからできる信頼性のあるサービス
SMSは携帯番号を宛先にしてメッセージを送るので、ＤＭを送るための住所、メールアドレスやLINEの交換、
アプリをインストールしてもらう等の手間をかけずメッセージを送ることができます。
例えば、勉強会やセミナー等の情報を告知したり、 休眠しているお客様の携帯番号宛に「ご無沙汰クーポン」を
送り再来店に結びつけたり、自社のSNSのインストールを促したりするなど、貴社からお客様に対して「お伝え
したいこと」、「ご案内したいこと」を確実にお届けいたします。

拡大するSMSサービス
なぜ、「SMS」が採用され、急激に拡大しているのか？
①SMSアプリのインストールが必要ない。（ほとんどの携帯電話端末にＳＭＳが標準装備されている）
②携帯電話番号あてに送信できる。（※1 携帯番号は変更されにくいので未着が少ない）
③届いたメッセージは携帯番号を知っている人からであると認識できるのでメッセージへの信頼性が高い。
④メッセージが70文字なので視認性も容易で、タイトルに店舗名を付けるなどしてパーソナルな内容にする
ことが可能。
などの理由により、お客様と確実にコンタクトを取りたい企業の新たなコミュニケーションチャネルとして注目
されていることが市場急成長の要因となります。
※1「携帯番号ポータビリティ」の導入により、特別な理由がない限り、携帯番号を変更する方は極端に少なくなりました。
携帯番号ポータビリティとは、通信事業者（キャリア）や通信サービスを変更しても、携帯番号は変更しないまま、継続して利用できる仕組み。
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SMS送信サービスの特長と主な機能
特長1

SMSから自社広告ページへ誘導

特長2

さまざまなニーズに合わせた送信方法

特長4

アプリのインストールは不要です！

SMS内にクーポンや広告ページのURLを記載することで、SMSの
70文字では伝えられない情報を最大限アピールすることができます。
SMSの特性上、すぐに目を通してもらえる確率が高いため、より確実な
プロモーションとして高い効果が期待できます。

特長3

99.9%驚異の到達率

インターネットにつながるパソコンやタブレットがあれば「SMS送信
サービス」をご利用いただけます。
専用のウェブサイトより手軽にSMS送信をご利用いただけます。
ご契約後、ログインIDとパスワードを付与いたします。

3大キャリア（docomo・au・SoftBank）、その他格安スマホ（MVNO）
に直接接続！ 国内キャリアの正規ルートでのメッセージ配信網を整備
していることで、90%を越える到達率（※受信拒否及び圏外・電源
OFFを除く）と高い送達結果精度を可能にしました。

機能1

機能2

URLの自動短縮機能

SMSでは送信可能な文字数に制限があります。（本文70文字）
SMSからクーポンや広告ページへ誘導するURLを短縮することで、
限られた文字数の中でもタイトルや本文をしっかり伝えることが
できます。

機能3

概文字数の自動カウント機能

送信するメッセージが 70文字（1通分）に収まるかを確認して
から送信が可能です。また、広告ページに移動するURL数も
考慮して計算されるのでより正確な文字数のカウントが可能
となります。

機能5

一括送信用ファイル機能

機能4

SMS受取り許可/拒否（アプトイン/オプアウト機能）

初回SMS送信時において、お客様よりSMS受取りの許可/拒否
の意思確認を行なっております。
受取りの同意をすでに取得している場合には、本機能を表示
させないことも可能です。

機能6

ひな形、定型文章サービス

業務の効率化を図り、SMS、クーポン、広告ページにご利用
いただける、挨拶文や紹介文などのテンプレート集をご用意
しております。

機能8

送信履歴一覧

※SMSの開封率は仕様上
取得できません。

SMS内に記載したクーポンや広告ページのURLがどれだけの
お客様にクリックされたかの開封率を確認することができます。
SMSならではの到達率と、すぐに目を通してもらえる確率が高い
ため、クーポンや広告ページの開封率も一段と高くなります。

外部ソフトから出力した顧客ファイルをそのまま一斉送信リスト
としてご利用いただけます。
注：リスト形式によっては、対応できない場合がございます。

機能7

広告ページ開封率確認機能

SMS送達結果を確認することができます。到達もしくは未達の電話
番号やお客様名を確認することができ、次回送信分の顧客リストを
適正化することができます。通数による従量課金のため、顧客リスト
を適正化することで、無駄なコストをかけずSMSの送信ができます。

SMSテスト送信機能

あらかじめ設定された特定の電話番号にテスト送信することが
できます。 誤送信防止や責任者チェックを行う際に役立ちます。
注：テスト送信においてもSMS送信料は発生します。

あらゆる業種でご利用いただけます
顧客満足度調査アンケート、商品開発のためのアンケート、休眠顧客の掘り起こし、歯医者の定期健診のお知らせ、注文商品の納期連絡
など、業種毎に多岐にわたる利用方法があります。

美容サロン・ネイルサロン
ヘアサロン・エステサロン

美容クリニック
歯医者・診療所

保険業・不動産

スポーツジム
リラクゼーション
整体・整骨院

通販業者

飲食業

グループ・協会団体
サークル

BtoC（※1）ビジネスを
行なっている企業

（※1）BtoC（Business to Consumer ）とは、企業が個人に対して商品・サービスを提供する取引を指します。
個人の取引があり、携帯電話番号が分かれば、相手にメッセージを送信できるBtoC用のサービスとなります。
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特長をいかしたSMSの活用事例
ソーシャル

集客・リピート率の向上に

自社のSNS ネットワーキング
を広め、登録してもらうために
サービス

初回来店のお客様にSMSで「サンキューメール」と次回来店の際
にご利用いただける「セカンドクーポン」を配信することで再来店の
キッカケを作ることができます。SMSの特性上、すぐに目を通して
もらえる確率が高いため効果的なプロモーション活動が可能と
なります。

休眠顧客に対し、SMSの広告ページを使いFacebook・Twitter
Instagram・LINE公式アカウント(旧:LINE＠)といった自社 の
SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス） を周知させインストールを促します。
次第にSNSの登録数が増えていくことで、SNSを活用した集客を
仕掛けてみてはいかがでしょうか。

休眠顧客を掘り起こし、再びアクティブな顧客に！

即効性を求めたいときの「即時クーポン」

売上を伸ばすには、新規顧客の開拓だけではなく、過去に利用
実績のある「休眠顧客」をうまく掘り起こすのがポイントです。
売上アップのカギを握る休眠顧客に対し特別感を与える内容の
「ご無沙汰クーポン」を配信することで、何年ぶりかの復活に
期待が高まります。

思いつきクーポンや雨の日クーポンなど、スポット的なSMSクーポンを
配信することができます。SMSの特性上、すぐに目を通してもらえる
ので即時効果が期待できます。また、急なキャンセルにより空き時間
ができた時にも「キャンセル待ち」のご案内をSMSで配信することで
キャンセルの穴埋めができるなど営業損失を回避することができます。

予約忘れ、急なキャンセル、No Show防止に

セミナーや勉強会のご案内に

飲食業界全体に与えるキャンセル損害額は年間約2千億円、

セミナー会場までのアクセス、地図、注意事項等をあらかじめ

1～2日前までのキャンセルを含めると年間約1.6兆円に及びます。

SMSで一斉配信することで、スムーズなご案内ができます。

SMSでリマインドメールすることでお客様の「予約忘れ」を防ぐ

急な変更や中止等が発生した場合でも、すぐに目を通して

ことができ、損失を最小限におさえることができます。

もらえる確率が高いSMSで知らせることが効率的です。

請求に関するご案内や督促に

緊急時の一斉連絡の効率化

金銭に関わる連絡など、迅速かつ確実に顧客の元へ通達する

地震・台風などの自然災害や事故・火事・伝染病などの思わぬ
わざわいなどに、多数の方へSMSで一斉送信！
急ぎの連絡が必要だが、メールでは相手に確実に届いているか
分かりにくく、電話では一人ひとりかけるため時間がかかってし
まうので、SMSでの送信が有効的です。

必要があるメッセージをSMSで送信。
Eメールや電話よりも格段に高い到達率によって、連絡業務の
効率化を実現します。

SMS送信のしくみ

※1秒間に50通程度の容量で送信していきます。
送信件数によっては、数分要する場合がございます。
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エステティックサロンでの導入事例
商品・サービス・接客対応しだいで・・・
眠りの深い
お客様

休眠顧客

眠りの浅い
お客様

稼働客

離反予備軍
しっかり囲い込みをすることで、離反を防ぎ、
稼働客に留めておくことができます。
囲い込みとして「クーポン」、「ポイント」、「スタ
ンプ」などの販促ツールが活用されています。

以前、商品やサービスを購入してくれたのに、その後
一定以上の期間、来店や購入がない顧客のことです。
業種により異なりますが、美容サロンでいう一定以上
の期間とは半年～1年間をいいます。

某エステサロンで、SMS送信サービスを使い、
休眠顧客（2500名）に「ご無沙汰クーポン」
を一斉送信しました。

稼働客とは、「稼動とみなす期間」に
来店したお客様です。稼動とみなす
期間はサロン毎に異なりますが、おお
よそ1ヶ月〜6ヶ月の間となります。

70
41人

先着クーポン
まだありますか

2500名にSMS送信

SMS見たんですけど
〇月〇日〇時に
予約とれますか？

復活来店
以前担当者の
〇〇さんはいらっ
しゃいますか？

電話問合せ70件

難しいと言われてきた
休眠顧客の掘り起こしに成功！

上記サロンでは、毎月SMS送信を千人単位で実行。その都度、新規集客を上回る掘り起こし（復活来店）ができています。

SMSからクーポンページまでの遷移イメージ

知っているサロン名が表示
されるので、不信感なくＵＲＬ
をタップしていただけます。

弊社指定の番号が
表示されます。

・テキスト5000文字
・ハイパーリンクの
挿入も可能です！

SMSの短縮URLをタップ！
「キャンペーン情報」や「クーポンページ」に誘導することで、集客へのモチベーションアップにつながります。
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各種費用について
項

費

目

用

導入登録費用

29,800円（税別）

月額利用料

3,980円（税別）
55円～（税別） 1送信

SMS送信料

※SMS未達の場合でも、データアップロード及び通信リクエスト等により、送信料金が発生いたします。

＜注意とお願い＞
・専用の管理画面にID・Passwordでログインいただくことで、PC画面上からSMS送信を行うことができます。
・CSVファイルから一斉配信を行ったり、特定の方に個別配信することも可能です。
・本SMS送信サービスは、チャット機能（相互間でのコミュニケーション）はご利用いただけません。
・本SMS送信サービスは、長文化機能（660文字）はご利用いただけません。
・SMS送信料は、SMS送信を利用した量（通数）に応じて、請求金額が変動する従量課金となります。
・SMS送信料の支払いは、クレジットカード払いとなります。詳しくは加盟店契約書をご参照ください。

ご利用開始までの流れについて

1

本書の最終ページ
「加盟店申請書」をご記入
いただきメールまたはFAX
にてお申込みください。

2

契約書、利用条件等の
書類をご送付いたします。

3

アカウント登録
SMS送信システムの設定
ID／パスワードの発行

4

SMS送信サービス
運用開始となります。

＜ご注意＞
契約書に署名押印していただきご返送ください。契約書を1部ご返送いただいた後、ID/パスワードの発行となります。

よくある質問
Q：申込からサービス開始までの必要期間を教えてください。

Q：SMSを配信する相手をグループ単位で登録しておきたいのですが

A：最短3営業日となります。

A：指定グループ（ジャンル別）ごとに電話登録が可能となります。

Q：絵文字は送信できますか？（送ってしまった場合はどうなりますか）

Q：SMS未着者へのリトライ発信機能はありますか？

A：送信できません。文字化けします。（広告ページの絵文字は一部可能）

A：未着者の宛先に対し、自動的にリトライは行なっておりません。

Q：送信元表示名はどのように表示されますか？

Q：SMSが届かないユーザーがいた場合、未着者を知る手段はありますか？

A：全キャリア 弊社指定のSMS専用の電話番号で表示されます。

A：管理画面の送信履歴一覧で送着の状況が確認できます。

Q：不特定多数の方に一斉に販促関連のSMSを送れますか？

Q：SMSの送信がエラー（未着）になります。

A：手当たり次第ＳＭＳを配信することは禁止されています。
SMS受取りの同意または、取引関係のある方に配信してください。

A：電源オフ、SMSの着信拒否をしている端末にはSMSは届きません。
AU端末においては通話中はSMSが届きません。
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SMS送信サービス 加盟店申請書
事

フリガナ

SMS システム

□法人

利用店舗名
フリガナ

店舗所在地

業

体

□個人事業主

〒

-

TEL

-

-

FAX

-

フリガナ

代表者

-

携帯番号

-

＠

メール
ホームページ

き

業

り と

種

お支払い

り

SMS 利用
の目的

http://
□美容業
□不動産業

□飲食業

□通販事業

□金融業

□小売業

□理美容業

□保険業

□人材派遣業

□FC 本部

□その他（

）

SMS 送信料はご登録いただくクレジットカードより決済となります。

□法人名義

□お知らせ

□代表者個人名義

□VISA

□予約リマインド

□商品の広告・宣伝

□MASTER

□JCB

※アメックス・ダイナースカードはご利用いただけません。

□緊急連絡

□延滞・滞納時の催促

□クーポン・キャンペーン □目的とするサイト (URL) へ誘導

□その他（

）

オプトイン □キャンペーン情報等、広告配信を行なうことに対し書面で同意を得ている。
広告受取の ※書面とは、美容サロンでいう「カルテ」や「同意書」等をいい、業種によって同意方法に違いがございます。
同意について
□Web や書面上で明記しているが、書面上で同意を記録していない。
（※1）
（※1）SMS でクーポンや宣伝を目的とする内容を送る場合、特電法により広告受取り（オプトイン）の許可同意が必要と
なります。特例として以下の①②場合は同意なく SMS を送信することができます。
①すてに取引関係のある方に SMS を送る場合、 ②同意を得るために SMS を送る場合となります。
さらには、カルテや承諾書またはその他書面の「個人情報の利用目的」の中で目的を告げており、すでに同意を
得ている場合もオプトインの必要はありません。

SMS 送信
対象の顧客数

□50 人から 100 人
□500 人から 1000 人

SMS の配信
ペース

□月 1 回

□100 人から 300 人
□1000 人から 2000 人

□3 ヶ月に 1 回

□年 2 回程度

□300 人から 500 人
□2000 人以上
□イベントに合わせ

取次店

受

令和
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月

弊社記載欄

付

年

担当者

日

SMS

