
              ゾーホージャパン株式会社
〒220-0012    神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1
　　　　　　 みなとみらいセンタービル13階

▶ 導入に関するご相談など、お気軽にお問い合わせください

sales@zoho.jp 045-319-4614

・データ件数無制限
・カスタム項目の追加 (150件/タブまで)

・メール送受信
・見積書 / 請求書の作成
・GoogleApps 連携

・データ件数無制限
・カスタム項目の追加 (500件/タブまで)

・カスタムタブの追加
・テリトリーの管理
・日付ベースのワークフロー

¥50,400
1 ユーザー / 年間

¥17,280
1 ユーザー / 年間

              ゾーホージャパン株式会社

顧客とつながり、

売上につなげる仕組みづくり

マーケティング
オートメーション

料金プラン

コストシュミレーション 

お客さまの反応や温度感を見える化！どのお客さまからアプローチ

すべきかが即座にわかります。Webサイトへのアクセスやメールの

開封、リンクのクリックなど、見込み客の行動履歴を顧客情報と合わ

せて一元管理できるので、ニーズが発生したタイミングを逃さず、

商談の成約率を飛躍的に高めます。 

( 表示価格は全て税抜きとなっております )
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メール /SNS キャンペーンの
最適な実施・管理を実現

Zoho CRMで管理する見込み客へ
メールを一括配信できます。配信さ
れたメールの到達状況や配信エ
ラー、顧客の反応 ( 開封率やクリッ
ク数等 ) を自動集計し、配信効果を
リアルタイムに取得。見込み客の興味
関心の把握と評価を容易にします。

メール配信

顧客属性と反応に基づく配信 

効果測定と見込み客評価

SNSキャンペーン 

行動履歴から興味関心を把握 

スコアリングで優先顧客の見極め

チャットによるおもてなし

Webトラッキング顧客管理・案件管理

顧客の行動履歴を可視化し、
効果的なセールスアプローチを展開

Zoho CRMに登録された顧客情報と連携し、
自社の Web サイトに訪問したユーザーの
行動履歴を管理することができます。ユー
ザーが関心を持ったページや行動履歴を見え
る化することで、ニーズや課題をリアルタ
イムに把握。スコアリングを最適化し、営
業成約率を高めることが可能です。

顧客のあらゆる情報を一元管理

商談機会を逃さずアプローチ

多様なビジネスに対応可能なカスタ
マイズ性を備える顧客管理・案件
管理ツール。顧客の属性情報ととも
に、あらゆる顧客接点に関する情報
を集約。今追うべき顧客へのアプ
ローチを可能にし、商談状況の可視
化を実現します。　

Webフォーム取り込み

顧客情報を集約

ターゲットリスト作成 

顧客管理ツール

顧客管理ツール

WEBトラッキングツール メール配信ツール

WEBトラッキングツール

メール配信ツール

¥28,800
1 ユーザー / 年間

・データ件数 100,000 件まで
・カスタム項目の追加 (10件/タブまで)

・顧客 / 商談情報の管理
・カスタム項目の追加
・売上予測　　・電話連携

トコトン使い倒したい方に

エンタープライズ
シンプルに始めたい方に

スタンダード
本格的に活用したい方に

プロフェッショナル

・5 ユーザー無料
・5 万訪問者 / 月間
・組み込みコードの発行数：5 件まで
・部門数：5 件まで
・チャット無制限

・10 ユーザー無料
・10 万訪問者 / 月間
・組み込みコードの発行数：25 件まで
・部門数：25 件まで
・チャット翻訳サポート

・メール配信：無制限

・ワークフロー設定

・自動メール送信

・SNS 連携

営業担当

マーケティング担当

マネージャー担当

配信先リスト登録件数

3 名

1 名

1 名

2,500 件未満 

プロフェッショナル

プロフェッショナル

登録者数 1,001～2,500

5 ユーザー

1 件

1 件

￥28,800

￥76,464

￥32,400 

￥144,000

￥76,464

￥32,400 

¥167,184
年額

¥ 252,864

¥21,072

¥24,624
年額

¥76,464
年額

・3 ユーザー無料
・1 万訪問者 / 月間
・組み込みコードの発行数：3 件まで
・部門数：3 件まで
・1,000 チャット / 月間

大規模なチーム向け

エンタープライズ
小規模なチーム向け

ベーシック
本格的に使いたい方に

プロフェッショナル

0～2,000

0～500

501～1,000

1,001～2,500

2,501～5,000

5,001～10,000

10,001～25,000

25,001～50,000

50,001～100,000

12,000 件 / 月
無制限
無制限
無制限
無制限
無制限
無制限
無制限
無制限

¥0
¥6,480

¥12,960
¥32,400
¥58,320
¥90,720

¥162,000
¥259,200
¥453,600

登録者数

サービス

例えばこんな会社なら…
プラン 単価 数量 金額

年間プラン

メール配信数 年間利用料金

内訳

年間利用料合計

1ヶ月あたりの費用

×    MARKETING  AUTOMATION

いますぐ無料でお試しいただけます。ご登録はこちらから   ▶ www.zoho.jp/crm/signup-pe/



マーケティングと営業、つまり売上に直結する 2つの部門に必要なほぼすべての機能を備えていることが、Zoho マーケティング

オートメーションの特長です。顧客管理「Zoho CRM」を中心に、Webトラッキング「Zoho セールスIQ」とメール配信「Zoho キャン

ペーン」を連携して利用することで、戦略的マーケティングの実施から営業効率の向上までをワンストップで実現します。

       シナリオ 1　　  イベント開催後のフォロー

大量の見込み客の獲得時は営業が優先対応すべき対象を素早く見極めるこ

とが重要です。Zoho のマーケティングオートーメーションでは、以下の

ステップですばやく優先顧客をリスト化します。

① 参加者のリスト整理と即フォローメール
② メールリアクションの計測
③ ホットな見込み客のリストアップ

またその後の商談進捗もワンストップで追え、イベントの費用対効果も

計測できます。　

     シナリオ 2　　　  メルマガによる継続フォロー

見込み客フォローでは興味関心にあった情報提供が重要です。Zoho の

マーケティングオートーメーションでは、以下のステップで顧客ニーズを

把握し顧客・営業の双方に満足度の高いメールキャンペーンを実施します。

① 見込み客の属性や行動によるターゲティング
② メール反応での再ターゲティング
③ 再ターゲティング対象へのステップメールの自動化

またメール経由でのサイトアクセスはすべてトラッキングしスコアリング

に利用できるので、よりホットな見込み客を素早く・的確に把握できます。

売上に直結する
Zohoのマーケティングオートメーション

ニーズの
把握

見極め 商談化 受注

展示会

WEBサイト

引き合い

キャンペーン

メルマガ配信

ソーシャルメディア活用

効果測定

WEBトラッキング

スコアリング

訪問/電話

メール

見積もり

請求

  分析・集計

サポート

見込み客
獲得

配信メールの
トラッキング

マーケティング 営業

顧客情報の
データ化

ターゲット
リスト作成

優先顧客の
リスト化

対応履歴
の集約

行動履歴
の集約

訪問者の属性や行動から
興味をリアルタイムに把握

Webサイト訪問者の属性と行
動を可視化。関心を持ったペー
ジや行動履歴を分析すること
で、訪問者のニーズや課題を
リアルタイムに把握できます。

訪問者属性 ・滞在時間
訪問履歴 ・位置情報 ・リファラー

スコアリングの最適化で
ホットなニーズを見極める

想定したシナリオに基づき見込
み客の属性と行動によるスコア
リング条件を設定することで、
今フォローすべき優先顧客を把
握できます。成約率の高い商談
機会の創出を実現します。

チャットによる
一対一のおもてなし

Web サイトにソースコードを
挿入するだけで、チャット機
能を追加できます。 見込み客情
報の収集に役立ち、ニーズの
高まったお客さまに即座にア
プローチすることができます。

Zoho CRM、Zoho キャン
ペーンとの連携

Zoho CRMに登録された顧客
のWebサイトでの行動や、メー
ル経由のWebサイト訪問者の
行動を可視化できます。顧客の
ニーズを見極め、満足度の高い
顧客対応を実行できます。

Web トラッキングで顧客の行動からニーズを見える化

顧客と商談のあらゆる情報を一元管理

メール・SNS で顧客ニーズに合ったアプローチ

MERIT 1 MERIT 2 MERIT 3 MERIT 4

Webフォームから
顧客情報を自動取り込み

問い合わせフォームや資料請求
フォームから、Zoho CRM に
直接データを取り込めます。ま
た、名刺情報やエクセルで管理
していた顧客リストも一括イン
ポートですぐに活用可能です。

あらゆる顧客情報を
一画面に集約

属性などの顧客情報だけでな
く、メールや電話、イベント、
Webサイト訪問、問い合わせ
など、あらゆる顧客接点の履
歴を集約。顧客の理解と評価が
容易になります。

ターゲットリストと
商談状況の見える化

評価指標に基づきターゲット
となる顧客リストを柔軟に作
成できるので、すばやい営業ア
プローチを実行できます。商談
のステージ管理で、状況と見通
しを常に把握できます。

MERIT 1 MERIT 2 MERIT 3

リアルタイム集計で
意思決定をスピーディに 

すべてデータをあらゆる角度
から集計し、分析や戦略に役立
てることができます。現場とマ
ネジメントが状況をリアルタイ
ムに共有することで、意思決定
のスピードアップを実現します。

MERIT 4

顧客情報に基づいた

柔軟なメール配信

見込み客の属性や興味関心に
基づいた柔軟なターゲティン
グで最適なメールキャンペーン
を展開できます。A/B テストや
顧客の反応に応じたステップ
メールなど、効果的なメール
マーケティングを自動化します。

メールキャンペーンの

効果測定と見込み客評価

配信されたメールの到達状況
や顧客の反応（開封率やクリッ
ク数、配信解除等）などのレポー
トから、各メールキャンペーン
の効果を可視化し、正確な見込
み客の評価を行えます。

SNS 連携と
ソーシャルキャンペーン

FacebookやTwitter等への
投稿の自動化や、フォロワー
の反応（いいねやRT等）を即座
に把握。多彩な連携でソー
シャルメディアマーケティン
グを支援します。

Zoho CRM、
Zoho セールスIQ との連携

配信したメールを基点に、Web
サイトに訪問した見込み客の行
動をトラッキングします。行動
履歴は、即座にZoho CRMに同
期され、営業活動に活かすこと
ができます。

MERIT 1 MERIT 2 MERIT 3 MERIT 4


