
～ どなたでも３分で作れるＳＮＳ ～ 



 

 
3分で自分達だけのSNSが作れます 

(独自のSNS)で 「ファンの囲い込み」  と 「新規顧客を獲得」 
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３分でサービスにＳＮＳを導入 

 

  ❶  ツールのボタンを押すだけで 
              簡単にあなただけのSNSを作成できます 

 

  ❸   SNSは 
      スマートフォン・PCのどちらにもご導入いただけます 

 

  ❷  SNSを作成したら、 
            サービスにリンクを設置するだけで完成です 
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ＳＮＳを導入するメリット 

 

  ❶  来訪頻度を増やすことでネット売上が伸ばせます       
          サービスのファン同士が交流できる場所が生まれることで 
          サービスへの来訪頻度、接触時間が高まり、販促機会が増えます。 

 

  ❷  新たな顧客獲得に繋がります       
          サービス提供者とファン同士でコミュニケーションをとることによって、 
          口コミによる新規顧客の獲得に繋がります。 

 

  ❸  顧客の囲い込みができます       
           SNSでオンラインでの顧客との深い接点をもつことによって、 
           サービスのファンを増やします。競合と差別化が図れます。 
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月間売上推移 実例 

SNS導入前の上昇線 

SNS導入後の上昇線 

簡単ＳＮＳ導入 

 

■SNSを導入したことでサービスに対する 
  利用頻度、接触時間が大幅に向上 

  1年後・・・１27％の売上向上 

  ２年後・・・１６１％の売上向上（YnoY） 

効果 実績 

ＳＮＳを導入したサービスの実績データとして、売上げが１.６倍に上昇 
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ご導入イメージ 

リンクボタン 
一つで追加 

ワンボタンで簡単導入 ノーコードで手間いらず 
 
サーバー準備もバックアップも不要 コミュニティページ 
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用途に合わせてカスタマイズも簡単、アバター・写真投稿にも対応 

仲間うちの 
サークル活動 

趣味 

オンライン 
サロン 

企業のインフラ 

マッチング 
用途 

ゲーム用 
ＳＮＳ 

ｅコマース用 
ＳＮＳ 

電子書籍用 
ＳＮＳ 

Ｄ２Ｃ用 
ＳＮＳ 

さまざまなＳＮＳの形にご対応できます 

エンタメ・ゲーム・サロン、マッチングサービスなど 
様々な規模のコミュニティを自在に作成可能 
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 顧客ニーズデータベース 抽出事例 

SNSの会話を管理ツールから出力 

顧客のニーズ分析などにも活用 

ファンの本心を商品改善に反映 
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サンプル画面 （ＳＮＳ） 
写真 SNS 

アバター SNS 
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サンプル画面 （ツール） 

 

 データ分析系 

お客様管理 

画面プレビュー 
 

 各種設定 
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■ＳＮＳ 
 会員登録 
   （メルアド登録、APIでID連携、Facebook,LINE,google登録） 
 アカウント認証・ログイン 
 
 SNS（コミュニケーション） 
 掲示板（みんなで書き込めるスレッド型） 
 日記（ブログ） 
 伝言板（マイページの伝言板に書き込める） 
 ミニメール知（１対１でにミニメールを送れる） 
 
 マイページ（お客様のSNSのホーム画面） 
 プロフィール 
 マイページ足跡 
 フレンド登録 
 フレンドとの親密度 
 知り合い機能（接触した人が知り合いになる） 
 いいね・コメント機能 
 フォロワー機能 
 仲間の投稿が閲覧できる機能 
 ニュース告知表示 
 
 ログインボーナス 
 プレゼントボックス 
 
 各機能のAPI連携 
 外部SNS連携  
 
■グループ交流機能 
 グループ（サークル、ディスカッションルーム） 
 グループ内メンバー一斉メール 
 グループ掲示板 
 

■写真機能 
 プロフィール写真UP 
 日記、掲示板への写真UP 

■アバター 機能 
 ポイントシステム（アバター購入用、APIで大本側のポイント連携可） 
 アバター表示 
 アバター着せ替え 
 アバターアイテム3万5000点以上 
 複数体のアバター所有機能 
 時間帯毎にアバター表示を変える 
 アバターお披露目広場 
 アバターメダルSHOP(ガチャでダブったアバターをアイテムに交換する機能) 
 アバターSHOP 
 アバターガチャ（単発ガチャ、10連ガチャ） 

機能一覧 

■管理ツール 
 簡単フォーム変更 
 PC、モバイルで出し分け（ページ出し分け、モジュール出し分け） 
 カスタムアイコン 
 各種設定項目を入力できるツール 
 
 アカウント管理、アカウント警告、停止、写真検閲、禁止語登録など 
 サンドボックス（開発、運営用用アカウントの追加） 
 サービス用KPIツール 
 アカウントKPI 
 （主にオンライン接客での運営側アカウントパフォーマンス計測用） 
 googleアナリティクス連携 
 
 ニュース、伝言板、ミニメールなどの告知機能、プッシュ通知 
 
 各種機能のコンテンツ登録 / 管理 
 お客様行動データ出力（管理者ログ、お客様ログ、など） 
 データ自動バックアップ 
 サポート・その他 
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ご提供方法 

 

基本パッケージ 
 

 ■ スマートフォン、PCの 簡単ＳＮＳのご提供 
 

 

個別のカスタマイズをご希望の場合 
 

 ■ 各機能をご要望にあわせてカスタマイズ （独自テザイン、API連携など） 

 
 ■ 追加で運営のご依頼 （アカウント監視、ニュース告知、ガチャ配信など） 
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料金・プラン 

無料版 
準備中10月末 

スタンダード 
準備中10月末 

プロ エンタープライズ 

初期導入料金 無料 無料 
無料 

カスタマイズはお見積 
無料 

カスタマイズはお見積 

月額料金 無料 3万5千円 6万円 15万円 

15万円＋ 
3万アカウント以上は 

1アカウントにつき２0円 
3カ月以上アクセス無は除外 

サービスの規模に合わせて 
お見積 

登録可能 
アカウント数 

～100 ～5000 ～10000 ～30000 無制限 無制限 

KPI画面 × 〇 〇 〇 

1アカウントの 
写真UP上限枚数 

10枚 50枚 200枚 無制限 

アニメアバター利用 
（35000アイテム以上） 

× × 〇 〇 

顧客行動データ 
保存容量 

１カ月分 6カ月分 3年分 無制限 

顧客行動データ 
取り出し 

× × 〇 〇 

簡単ＳＮＳ 
ロゴ表示 

あり なし なし なし 

無料で簡単に始められます 
本格的なサービスには、プロ版、エンタープライズ版をおススメします 
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開始までの流れ 

簡単導入 （ 無料版 ・ スタンダード版 ） 

ツールを 
ネットで 
お申込み 

ツールで 
SNS開始 

ツールを 
ネットで 
お申込み 

カスタムの 
仕様お伺い 
お見積 

仕様の実装 
ログインID連携 

APIで実装 
デザイン変更 

など 

テスト SNS開始 

本格導入 （ プロ版 ・ エンタープライズ版 ） 



お問合せ 
 

  公式サイト     ：  https://www.winlight.co.jp/csc/ 
  お打合せご予約 ：  https://esns.youcanbook.me/ 

  お電話         ：  03-6666-9572 
 

  ご連絡先      ：  株式会社ウインライト 
                 藤本勝寛 
                                    [mail] csc_support@winlight.biz 
       

https://www.winlight.co.jp/csc/
https://esns.youcanbook.me/
mailto:csc_support@winlight.biz

