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3分でわかる
シナジーマーケティング
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この度は

「３分でわかるシナジーマーケティング」を

ダウンロードいただき、ありがとうございます。

本資料では、

シナジーマーケティングの提供するサービスの概要を

ご紹介させていただきます。
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よくあるCRMの課題

マーケティングツールが

使いこなせない……

CRMに関する知見が

不足している……

いくら高機能なツールでも、使いこなせなければ

宝の持ち腐れとなりかねません

ツールを活用するためにも、まずは貴社の課題

に応じたCRM業務全体の設計が重要です

CRM業務の運用体制が

確保できない……

CRMは継続してこそ効果が出るもの

長く運用するための体制が必要です

CRM業務にマーケティングツールは不可欠ですが、

いざ導入してみたものの、運用が定着しないという企業も少なくありません
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課題を解決するために

CRM業務の運用体制が

確保できない……

マーケティングツールが

使いこなせない……

CRMに関する知見が

不足している……

CRM業務を定着させるためには、使いやすいマーケティングツールの導入と、

自社の課題に合った支援を受けることが必要です

運用定着のための

支援・代行サービスを活用する

成果を出すために

CRMに関する知見を得る

運用定着のためのオンボーディングや、

設定代行・メルマガ作成といった

アウトソーシングサービスも必要に応じて活用

課題の分析や戦略・施策の立案など、

CRMの業務設計に必要な知見が社内にない

場合は、積極的に外部の知見を導入

必要な機能が備わっているのはもちろんのこ

と、将来的な運用も視野に入れて、拡張性の

高いツールであることも重要なポイント

使いやすく、活用できるツールを
導入する
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シナジーマーケティングが貴社のCRMを成功に導きます

約6,000件の導入実績を誇る

国産クラウドサービス

総合顧客管理（CRM）システム

BtoBマーケティングツール

CRM業務の定着に向けて、貴社の現状・課題を紐解き

最適な運用方法をご提案し、実行するための制作まで支援します

CRMのプロフェッショナルによる

業務設計支援

課題分析

マーケティング戦略・施策立案

コミュニケーション設計支援

安心の無償サポートや

デジタル領域での実行支援

サポート（電話・メール・サイト）、オンボーディング

代行（配信設定・キャンペーン事務局運営・ライティング）

制作（メルマガ・Webサイト）
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メール配信 アプリプッシュ
通知

LINEへの配信 Webパーツ 広告連携

国産クラウドサービス「Synergy!」

データベース

フォーム アンケート 問い合わせ
管理

シナジー

「Synergy!」は、必要な機能のみを選択して導入できる、

クロスチャネルに対応したプラットフォームです

ニーズに合わせて

必要な機能だけを組み合わせ可能

メール・LINE・広告・アプリなど

クロスチャネル対応

国産ならではの使いやすさと

充実したサポート体制
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メール配信

国産クラウドサービス「Synergy!LEAD」

BtoBマーケティングに

必要不可欠な機能

Salesforceの

従来機能
営業管理

フォーム

シナジーリード

「Synergy!LEAD」は、Salesforce 上でのマーケティング活動を支援する

マーケティングツールです

BtoBマーケティングに

必要な機能を網羅

Salesforceの運用を含めた

支援体制

Salesforce上で

マーケティング運用管理を完結
Web

トラッキング
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安心のサポートやデジタル領域での実行支援
システム・CRM 業務・クリエイティブに精通したプロフェッショナルが、

マーケティングツール導入の定着・サービス利用を徹底的にサポートします

運用定着のための

サポート／オンボーディング

ツールの運用が定着するよう

ニーズに合わせて徹底的にサポートします

多くの運用実績をもつ

専任スタッフによる代行サービス

万全の品質管理体制により

業務の効率化・質の向上を実現します

マーケティング企業の強みを

最大限に活かした制作サービス

戦略に沿った施策・クリエイティブで

成果を出します
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CRMのプロフェッショナルによる業務設計支援
さまざまな業種業態・規模の企業に向かいあってきたプロフェッショナルが

貴社の視点に立った最適な課題解決への道筋を提案します

顧客を知り、現状を理解する

ための課題分析

顧客情報などを分析・解析することで、

貴社の現状を紐解き、課題を発見します

問題解決のための

マーケティング戦略・施策立案

課題解決のために、実現可能でベストな

マーケティング戦略／施策を提案します

複数チャネルを使った

コミュニケーション設計支援

CRM施策の中心となる

顧客コミュニケーションの最適化を図ります

※ 業務設計支援は弊社クラウドサービスをご契約いただいているお客様のみ対象となります
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　 シナジーマーケティングは「すごくうち

のことを考えてくれているよね」と話して

いるんです。

事例の詳細はこちら

ht tps://www.synergy-market ing.co.jp/

showcase/infocom/

Synergy !を活用したメール・LINE のアプローチで、CRMチャネル

の売上が昨対比2倍の売上！

事例の詳細はこちら

ht tps://www.synergy-market ing.co.jp/

showcase/hirak i/

　 ツールの操作方法に加え、マーケティング

施策の考え方やコツをインストールしてもらえ、

正直「この値段でここまでやってもらって

いいの？」と思っておりました（笑）

お客様の声②お客様の声①

　　　　　　　　ヒラキ株式会社

開発商品事業部 WEB マーケティング課

主任

木下 真由美 氏

            　　　　 インフォコム株式会社

サービスビジネス事業本部　GRANDI T 事業部 

セールスグループ

嶋田 康治 氏

リードナーチャリングの施策における、自走できる仕組みづくりを

支援！

https://www.synergy-marketing.co.jp/showcase/hiraki/
https://www.synergy-marketing.co.jp/showcase/infocom/
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リターゲティングメールと広告の活用で、昨年対比140.8%、

過去最高の出願者数を達成！

事例の詳細はこちら

ht tps://www.synergy-market ing.co.jp/

showcase/kyoto-ar t-univ/

マーケティング専門の部署がない状態で営業効率向上に取り

組み、見込み顧客の興味関心を醸成できるように！

事例の詳細はこちら

ht tps://www.synergy-market ing.co.jp/

showcase/locus/

　 私はマーケティングの他にも業務を兼任

していますので、運用が負担にならず、最小の

コミュニケーションで最大の成果を出せる

ツールが必要でした。

　 シナジーマーケティングは、クライアント

の自走を目指した支援をしてくれるので

本学と相性がいいんです。

お客様の声④お客様の声②

　　　　　　　　                  京都造形芸術大学

通信教育部事務室　入学・教育開発グループ

グループヘッド

作山 朋之 氏

　　　　　　　　 　 株式会社 LOCUS

事管理部　事業推進グループ

マネージャー

田中 文子 氏

https://www.synergy-marketing.co.jp/showcase/kyoto-art-univ/
https://www.synergy-marketing.co.jp/showcase/locus/
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展示会からの脱却に向けたコンテンツマーケティングの企画・

制作・広告の運用を支援し、新規契約数が2倍に！

事例の詳細はこちら

ht tps://www.synergy-market ing.co.jp/

showcase/brother/

CRM支援サービス
お客様の声⑤

メールのリライトだけで定期購入の解約率を抑制。約2,000万円

のインパクト！

事例の詳細はこちら

ht tps://www.synergy-market ing.co.jp/

blog/case-of-mail - rewri te

CRM支援サービス
お客様の声⑥

　 シナジーマーケティングのいいところは、

各分野のプロフェッショナルがいるところ

ですよね。皆ビジネスを理解した上で、

方向性を合わせて支援してくれる。

　 シナジーさんの知見に基づいて「絶対

こうした方がいい」ということは、曲げずに

言っていただけたんで、それが成果につな

がったと思います。

　　　　　　　　ブラザー販売株式会社

マーケティング推進部 Omni Jo inG

チーフ

原 敬三 氏

　　　　　　     　　株式会社生活総合サービス

CRM部門責任者

戸田 氏

https://www.synergy-marketing.co.jp/showcase/brother/
https://www.synergy-marketing.co.jp/blog/case-of-mail-rewrite
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※ 順不同　　※ 提供するクラウドサービスの導入実績（2018 年 10 月 1日現在）

シナジーマーケティングについて

名称 ： シナジーマーケティング株式会社 　

代表者 ： 代表取締役社長　田代 正雄

創業 ： 2000 年 9 月

資本金 ： 90 百万円（2019 年 11月 1日現在）

従業員数 ： 245名（2019 年 11月 1日現在）

事業概要 ： CRM 領域におけるクラウドサービス事業およびエージェント事業

    ・CRM 関連製品ならびにサービスの企画・ソフト開発・提供

  ・CRM 戦略構築支援ならびに各種 CRM 業務の代行

   ・広告、宣伝に関する企画、制作および広告代理店業

大阪オフィス ： 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ 21F   

 　TEL 06-4797-2300（代表）

東京オフィス ： 東京都千代田区九段北4-1-28 九段ファーストプレイス 7F

URL ： ht tps://www.synergy-marketing.co.jp/

規模を問わず多種多業種にわたり、約6,000 件※の企業様のマーケティング

活動をご支援しています

何かひとつのアイデアや気遣いでも、お客様からの100点のご評価を超える＜+1点＞を提供し続けること

これが、私たちシナジーマーケティングのビジネスの原点です

https://www.synergy-marketing.co.jp/
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著作権について

本資料内の情報は、シナジーマーケティング株式会社に帰属します事前の承諾を得ること無しに、本資料のすべてまたは一部をいかなる形式、いかなる手段によっても、複製・改変・再配布・転送等をすることを禁じます。

商標について

本資料に掲載されている商品およびサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。他社商標については「他社商標について」のページをご参照ください。

他社商標について　ht tps://www.synergy -market ing .co. jp/company/ terms/ t rademark s/

お問い合わせ先

製品詳細資料ダウンロードはこちら

ht tps://form.synergy-marketing.co.jp/webapp/form/18784_mubb_9/index.do

製品・サービスに関するお問い合わせはこちら

ht tps://form.synergy-marketing.co.jp/webapp/form/18784_mubb_8/index.do

シナジーマーケティング株式会社

ht tps://www.synergy-marketing.co.jp/

国産クラウドサービスと、CRMのプロによる総合的な支援で、あなたのビジネスの課題解決に貢献します。

まずはお気軽にご相談ください！

https://form.synergy-marketing.co.jp/webapp/form/18784_mubb_9/index.do?utm_source=whitepaper&utm_medium=pdf_link&utm_campaign=3min_company_introduction&p=pdf_3min_company_introduction
https://form.synergy-marketing.co.jp/webapp/form/18784_mubb_8/index.do?utm_source=whitepaper&utm_medium=pdf_link&utm_campaign=3min_company_introduction&p=pdf_3min_company_introduction
https://www.synergy-marketing.co.jp/showcase/locus/
https://www.synergy-marketing.co.jp/company/terms/trademarks/





