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代理店募集が初めての企業様でも
簡単に募集開始できる媒体です。

代理店募集 . c o m Ⓡは2 0 0 8年2月の掲載開始以来、

大手企業だけでなく中小・ベンチャー企業でも

簡単に代理店募集ができるようにお手伝いしてまいりました。

掲載用のページは、代理店専門のコピーライターが原稿を作成し、

お申込みから最短3日で募集開始が可能。

他ではマネができない支援内容で貴社の成功をお手伝いいたします。

2

代理店募集.comⓇとは?
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代理店募集.comⓇは、代理店を募集したい企業様と、代理店になりたい法人様・個人
様とをつなぐ、「資料請求サイト」です。掲載件数は業界No.1。掲載すると全国から
貴社の商品・サービスを販売したいという代理店候補者を集めることができます。募
集は法人・個人事業主・個人の区別、都道府県単位で可能です。

法人・個人事業主・個人の割合や、都道府県での比率は、募集する条件により異なり
ますので、非公表としております。募集は法人・個人事業主・個人の区別、都道府県単
位で可能です。

●ＳＥＯ対策による検索順位

　・「販売代理店」のキーワード検索：Yahoo! 第1位、Google 第1位
　・「代理店募集」のキーワード検索：Yahoo! 第1位、Google 第1位
　・「代理店募集サイト」のキーワード検索：Yahoo! 第1位、Google 第1位  
●2022年の実績

自然検索による応募者獲得を重視！
だから2割という高い成約率を誇ります！

※成約率は掲載企業様からのヒアリングによるものです（参考値としてお考えください）

※25万PV/月
ページビュー

新規掲載案件

467件/年 成約率約2割

例）法人だけの募集／法人・個人事業主の募集／法人・個人の募集 など選択可能

1. サイト概要 3. 資料請求者属性データ

2. サイトデータ 年齢性別

男性
68.1%

女性

31.9%

0%

10%

20%

30%

40%

8.73%

33.75%
29.34%

14.67%

7.57% 5.92%

18-24歳 25-34歳 35-44歳 45-54歳 55-64歳 65歳以上

代理店募集.comⓇサイトデータ

掲載件数
業界

No.1
掲載件数

業界

18年の運営実績
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サイト概要
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利 用 者

売れる商材を探している法人・個人事業主、
副業や独立開業をお考えの個人
会員登録制ではないため分類等は行っておりませんが、毎月2 5万
PV、20万UU程度のアクセスがあります。

効　　果
1ページあたり20-30件／月の資料請求数
資料請求数が少ない場合は商材を増やすなど資料請求数アップの
対策を行います。（複数掲載しても上限10万円は変わりません）

多 媒 体
との違い

料　　金

資料請求1件につき5,000円（税込5,500円）
1ヶ月の上限金額10万円（税込11万円）
初期費用や月額費用は無料です。月末で締めて件数に応じた料金が
翌月末までにお支払いいただきます。

掲載期間 掲載期間の縛りなし
1週間前までのお申し出でいつでも掲載停止可能です。

実　　績

業界最大数の約400件の案件掲載
17年間の運用実績 ほぼ毎日新着案件をリリース
資料請求からの成約率が約2割と高いため、多くの企業様にご利用
いただいております。

サイト名 代理店募集.com https://b-seeds.com

代理店制度の無料相談、無料テンプレートの
提供（契約書、代理店向け資料、営業ツール）など
代理店募集が初めての企業様でも安心の充実したサービス。
Webページもプロのライターが無料で作成いたします。

掲
載
前

毎月1回、目標達成のための
Zoom面談を実施
成果を出していただくために、カスタマーサクセスチームが
現状分析や改善策の提案を行いサポートいたします。

掲
載
後

Ⓡ



Webで1ヶ月10件しか資料請求がなかったという

会社様が当社で募集を開始しました。驚いたのは

当日100件の資料請求があっただけでなく、自動

返信メールでの資料を見た17社（名）が当日申し

込みのFAXをしてきたということです。これが代理

店募集.comⓇの瞬発力。1日で1年間分の広告効

果が出たと喜んでいただきました。

募集初日で100件の資料請求!
当日申込みが17件も!!

研修費用30万円の募集で
1ヶ月目に10件の申し込み!

思いがけない契約に！
実は大手企業も注目しているサイトです

新規事業で全国にて代理店を募集。技術を身に

付ける研修が必要で研修費用は30万円に設定。

この申込みが1ヶ月目で約10件。遠方からの申し

込みも多く、交通費を負担してあげて合同研修

することに。思わぬ反響で数ヶ月で掲載は一旦

ストップ。今の代理店が育ったら次も必ず掲載し

ます！と言っていただいております。

法人限定で代理店募集を開始。資料件数はあっても社内の

ルール（与信等）が厳しくなかなか代理店ができないまま3ヶ
月が経過。そんなある日、大手企業から資料請求が！募集して

いた代理店の枠を超えた大きな取引に。代理店募集の目的の

一つは、いろいろなところへ触手を広げることによる新しいチャ

ネルの開拓をすること。偶然と考えるか、活動した結果と考える

か。突破口が欲しいという全ての会社様にインターネットなら

ではのチャンスがあります。

※商品・サービスの内容や募集条件、募集後の対応によって結果は大きく異なります。効果を保証するものではありませんのでご注意下さい。

5

代理店募集.comⓇの掲載効果

多くの企業様がその効果に驚いています
代理店募集.comⓇは、代理店募集の登竜門。最近ではそのような声もいただくようになりました。
ご利用いただいた効果をご紹介いたします。

Ⓡ
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代理店募集.comⓇ掲載実績
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掲載料金

代理店募集 .comⓇの掲載にかかる費用は以下の通りです。初期費用なしの完全成功報酬で、貴社の成功をお手伝いいたします。

重複を除いて、資料請求の全件が課金対象となります。

ただし、事前に定めた、募集地域、募集対象以外からの資料請求は課金対象とすることが
できます。（件数確認時に申告いただきます）

募集は、地域（都道府県単位）、対象（法人・個人事業主・個人）を絞って掲載することも
可能です（上限金額がありますので初めは広く募集することを推奨します）

掲載期間はありません。掲載停止のお申込みがない限り継続的に掲載されます。

1週間前までに専用フォームからお申込みいただければいつでも掲載停止可能です。

・

・

・

・

・

【お申込み前にご確認ください】

掲載料金とお支払い方法について

■WEBページ作成

■成果報酬

※同一企業様でしたら複数掲載しても上限10万円は変わりません。複数商材がある企業様はお得です。

成果報酬として資料請求1件につき5,000円、
月末で締めて1ヵ月20件以上何件来ても10万円以上かかりません。

■初期費用・月額費用

（税込5,500円） （税込11万円）

無料 無料
5,000円/件 上限10万円/月

WEBページ
掲載

資料請求

貴社ご担当者様
資料請求後

すぐに電話をして
面談や契約に

資料請求者

資料請求者の
連絡先情報

ダウンロード用
資料のURL

※

※資料請求者の情報1件につき5,000円の費用が発生します。
　料金は後払いです。（詳しくは次ページをご参照ください）

〈ご安心ください。その他のオプション料金は一切ありません〉

お申込み
ページは
こちら

Ⓡ

https://help.b-seeds.com/guide/
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お支払い方法

毎月初めにWeb上でご確認いただける請求書を発行します
ので翌月末までにお支払いください。別に件数確認用のメー
ルもお送りいたします。万が一、修正の必要がある場合は担
当までお知らせください。（郵送での請求書発行が必要な場
合も対応させていただきます）

※資料請求が20件以上の場合でも110,000円（税込）を超えて料金がかかることがありません。

例）1ヶ月に5件しか資料請求がなかった場合

⇒ 5件×5,500円＝27,500円（税込）をご請求

代理店募集.comⓇの掲載料金のお支払いは  月末締め、翌月末払い  です。

掲載料金とお支払い方法について

月末で集計し20件以上の場合は110,000円をご請求させていただきます。

請求対象期間

月末 翌月末 翌々月末
掲載開始

Web上で請求書発行、別メールで件数確認を送信

末日までにお支払い

ヶ月目1

以降
ヶ月目2 請求対象期間

（集計は同様）

月末 翌月末 翌々月末

末日までにお支払い

Ⓡ
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掲載マニュアル

STEP1. 準備と掲載申込

掲載申込は、WEB上から行っていただけます。

事前準備のご案内

すべて無料でダウンロードいただけますので
事前準備にご活用いただければ幸いです。

・ チラシ
・ パンフレット
・ 顧客事例集
・ アンケート用紙

・ 業務委託契約書＋覚書
・ 商品売買基本契約書
・ FAX注文書
・ 販売委託契約書
・ 社内説明資料

https://b-seeds.com/entry-form

社内稟議用にPDFファイルもご用意しております。

FAXやメールでもお申込みいただけます。

info@priceless.co.jpFAX : 0120-099-979

社内稟議用に見積書が必要な場合は弊社担当か
こちらのフォームからご依頼ください。

https://b-seeds.com/toi

https://help.b-seeds.com/salestool/ https://help.b-seeds.com/contract/

https://b-seeds.com/files/Kiyaku.pdf
広告掲載利用規約

https://b-seeds.com/files/Form.pdf
掲載申込書

ヘルプサイトでは、代理店
展開に必要な以下の資
料・テンプレートを多数ご
用意しております

また、契約書や社内稟議に使用で
きる資料もご用意しております。

お問い合わせ

お申し込みはこちらから

Ⓡ

https://b-seeds.com/entry-form
https://b-seeds.com/files/Form.pdf
https://b-seeds.com/files/Kiyaku.pdf
https://b-seeds.com/toi
https://help.b-seeds.com/salestool/
https://help.b-seeds.com/contract/
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掲載マニュアル

STEP2. 資料のご提供

お申し込み後は、以下の資料をご提供いただきます。

ダウンロード用資料作成にご活用ください
■ 他社サンプル

■ 無料テンプレート（掲載する・しないに関わらず、ご自由にお使いください）

情報量が多い
https://b-seeds.com/files/with_guide.pdf

Wordで簡単に
https://b-seeds.com/files/earphone.pdf

写真を多く利用
https://b-seeds.com/files/betable_guide.pdf

PowerPoint（青）
https://b-seeds.com/files/template_blue.pptx

PowerPoint（旧デザイン・書き方コメント付き）
https://b-seeds.com/files/template_01.pptx

PowerPoint（オレンジ）
https://b-seeds.com/files/template_orange.pptx

PowerPoint（ピンク）
https://b-seeds.com/files/template_pink.pptx

Word版
https://b-seeds.com/files/template_02.docx

①会社概要、②商材説明、③募集条件、④連絡先が記載された資料です。
※本ページ右にサンプルやテンプレートをご用意しておりますのでご活用ください。1

2

3

4

Webページ作成にあたって使用できる画像、動画、URLなどあればご共有
お願いいたします。画像は750x500pixを5枚使用します。
（商材や利用シーンが分かると良いです）
・ ご用意がない場合は、資料やHPなどから弊社側で作成します
・ ご用意がない旨をお知らせください

掲載企業のレベルを保つため、社名で検索した時にホームページが
出てくるかどうか、内容は十分かなどを判断させていただいています。
また、メールもフリーメールではなく、自社ドメインのメールを使用して
いて、毎回署名が付く設定を必須としております。

発行より6ヵ月以内、PDFまたは写真でメールにてお送りください。
※上場企業様はご提供不要です。

ダウンロード用資料とは

資料請求者に弊社システムから自動で送信させていただき
ます。御社の第一印象を決め、契約獲得率に影響する重要な
資料です。
作成にあたっては、途中まで作成いただいた資料にメールで
アドバイスさせていただいております。

※プロに作成をお任せいただく場合は有償33万円で代行
させていただきます。お急ぎの場合や社内に作成できる方が
いない場合などにご用命ください。

履歴事項全部証明

写真・動画素材

ダウンロード用資料

ＨＰ・署名確認

資料作成の解説動画
https://help.b-seeds.com/siryosakusei/

参考 https://help.b-seeds.com/rule_category/email/

Ⓡ

https://help.b-seeds.com/rule_category/email/
https://help.b-seeds.com/siryosakusei/
https://b-seeds.com/files/with_guide.pdf
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https://b-seeds.com/files/earphone.pdf
https://b-seeds.com/files/template_blue.pptx
https://b-seeds.com/files/template_orange.pptx
https://b-seeds.com/files/template_pink.pptx
https://b-seeds.com/files/template_01.pptx
https://b-seeds.com/files/template_02.docx
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WEBページは通常1-2営業日でご用意させていただきます（混雑時は遅くなる場合がありますのでご了承ください）
作成後、メールにてお知らせしますので以下の3点をご確認ください。

掲載マニュアル

STEP3. WEBページ作成・ご確認

上記　　　　まで問題なければ、翌営業日以降いつでも掲載開始可能です。
資料ができていれば最短3日で掲載できるサイトとして多くの企業様にご利用いただいております。

画像やテキストなどをオンライン上でご確認いただきま
す。（パスワード設定）

修正がある場合は、以下のページを参照のうえ担当ま
でご連絡ください。
（管理画面のご用意はございません）

動作確認のため、資料請求のテストをさせていただき
ます。メールが届いているかどうかや、自動返信メール
の内容をご確認ください。

資料請求者の情報をオンライン上で管理できるツール
を掲載期間中は無償提供しております。
案内メールをお送りしますので、パスワードを設定の
うえ、ログインできるかどうかを事前にご確認ください。

②自動返信メール内容の確認
ダウンロード用資料のURLや連絡先をご確認いただき
ます。資料を差し替えた場合などはバージョン違いに
ご注意ください。

①通知メールの確認
「代理店募集.comに登録がありました」という通知メール
が届きます。

WEBページ

1

通知メール・自動返信メール

2

資料請求者管理サイト「ファネル」

3

1 3～

WEBページの確認について https://help.b-seeds.com/1-5/

代理店募集.com以外からの資料請求者の
情報も管理いただけます。

「ファネル」のご案内 https://help.b-seeds.com/funnel/

Ⓡ

https://help.b-seeds.com/funnel/
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掲載開始は当日の早朝行われます。
新着案件の告知として、メールマガジンは8:00、Lステップ（LINEのメルマガ）は9:00前後に送信されます。
ご対応は以下の手順に沿って行っていただきます。

掲載マニュアル

STEP4. 掲載開始

電話対応

資料請求者にはできるだけ早く電話をかけ
るのが成功の秘訣です。
人手が足りないからといってメールで対応されても返
信はほどんど期待できませんのでご注意ください。

契約獲得

オンラインやリアルで面談して
契約を獲得していきます。
一方的に資料をプレゼンするのではなく、相手の状況
やニーズをヒアリングして、営業方法などを提案して
いくことが契約獲得には必要です。

研修・フォロー

契約しただけでは
誰も売ってきてくれません。
しっかりと研修を行い、活動後も丁寧にフォローして
いくことが必要です。スタートに失敗すると売ってくれ
なくなるので一番初めが重要です。

https://help.b-seeds.com/category/advance/tel/
電話対応について

https://help.b-seeds.com/category/advance/keiyaku/
契約獲得と注意点について

https://help.b-seeds.com/category/advance/follow/
初期研修について

https://help.b-seeds.com/customersuccess/
カスタマーサクセスミーティングについて

目標達成シート

カスタマーサクセスのご案内
掲載開始後は、月に1回Zoomでのカスタマーサクセスミーティングを無料で行って
おります。目標売上や目標代理店数を共有しながら、WEBページを増やしたり、電話対応
方法などを改善していただくなど、成功に向けてサポートさせていただきます。代理店
募集は、掲載してからが本番。実際の代理店獲得や売上獲得のためのサポートまで行って
いるのは弊社だけです。代理店展開が初めての企業様も安心してご利用ください。

Ⓡ

https://help.b-seeds.com/category/advance/tel/
https://help.b-seeds.com/category/advance/keiyaku/
https://help.b-seeds.com/category/advance/follow/
https://help.b-seeds.com/customersuccess/
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掲載申込の前に、いただく「よくあるご質問」をご紹介します。
お申込み前でもお使いいただけるヘルプサイトもご活用ください。

Q.どれくらい応募・契約がありますか？
A.商品・サービスの内容や、募集条件により異なりますので、一概にはいえません。
通常は、月20～30件前後。多い案件で50件/月、少ない案件で数件/月、と
いう数字を目安にお考え下さい。契約件数は資料請求の2～3割です。ご担当
者のスキル、初期費用、契約基準（多く採りたいなど）にもよります。

Q.どんな方からの応募が多いですか？
A.弊社サイトのご利用者はおおむね法人が4割、個人が6割です。いずれも比
較的スピーディーに新規事業として取り組みたいという方が多いようです。

Q.最低の利用期間はありますか？
A.ありません。１週間前までにご連絡をいただければいつでも掲載停止可能
です。集まり過ぎたので掲載をストップしたい、制度を見直したいので1～
2ヶ月休みたいなど、便利にお使いいただけます。（掲載再開もいつでも可
能です）

Q.請求対象を問合せの件数ではなく、
　  代理店契約の件数にしたい
A.申し訳ございませんが、契約の成否は弊社の範囲外とさせていただいており
ます。各社様「資料請求件数」でお願いしております。契約の件数を増やすため
のアドバイスはいつでもさせていただきますのでお気軽にご相談ください。

Q.他社サイトとの違いは何ですか？
A.当社サイトは、「代理店募集に特化している」という点と、弊社がホームページ
製作会社ではなく、代理店構築の専門会社という点が大きな違いです。
WEBページのコピーライティングや募集文書のアドバイスは弊社ならでは。
初めて代理店募集するという企業様は、まず当媒体からの掲載をお勧めし
ます。

Q.掲載内容の変更や資料の差し替えはできますか？
A.内容の修正はご連絡いただければすぐに対応いたします。ダウンロード用
資料の差し替えもデータをお送りいただければ何度でも可能です。これら
は全て費用はいただいておりません。

よくあるご質問Q&A  1/2

https://help.b-seeds.com/ヘルプサイト（ ）

Ⓡ

https://help.b-seeds.com/
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Q.資料請求の件数はずっと掲載しているとだんだん減って
いくものでしょうか？

A.募集開始当初が多く、だんだん減少していく傾向にあります。しかしながら
SEO対策などを行っているため検索で来る方も多く、長く掲載していても資
料請求件数が減少しない人気案件もあります。減少する場合には、募集条件
を変更したり、新たな案件を掲載するなどの工夫が必要になりますので都度
ご相談ください。

Q.初期費用の金額や代理店への報酬はどれくらい
（何パーセント）にすれば集まりますか？

A.一概には言えませんが、無料と100万円を超える初期費用では10倍以上資
料請求の件数が違います。商品・サービス内容や、報酬とのバランスにもより
ますので、どのような募集を検討されているのかご相談ください。

Q.課金の対象となるのはどこまでですか？
A.基本的には全件課金対象ですがインターネットの特性上、以下は対象外とさせ
て頂いております。
＜課金の対象とならないもの＞
●電話番号が不完全 ●営業（売り込み）目的での資料請求 

●事前に定めた募集エリア、募集対象以外からの資料請求　●重複分

Q.資料請求者に電話をかけてもなかなかつながりません。
どうしたらいいですか？

A.相手が携帯電話の場合には、きちんと留守電を残しておく必要があります。
電話の印象が悪いと、２度目、３度目も出てくれなくなる傾向があります。
また、携帯電話や050からの発信の方がつながりやすい場合もありますので
いろいろと試してみてください。

Q.費用対効果が出せるか心配。
　 どのように考えたらよいですか？
A.弊社では代理店制度を松竹梅と何パターンか用意することを推奨していま
す。例えば、紹介代理店、販売代理店、OEMパートナーと3つ用意すれば、3

ページ作ることができます。どの制度が人気があるのか比較検討できます
し、資料請求数を最大化させることができます。

　　また、いずれの制度にも初期費用を設定することを推奨しております。代理
店が何社か獲得できれば広告料がペイできます。そこからの売上はプラスに
なるだけですので、費用対効果を心配する必要がなく、長く掲載しながら事
業拡大が行えます。
＜参考＞

よくあるご質問Q&A  2/2

https://help.b-seeds.com/11-3/初期費用の考え方について

https://b-seeds.com/files/kakudai.pdf事業拡大方法について

Ⓡ

https://help.b-seeds.com/11-3/
https://b-seeds.com/files/kakudai.pdf
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1.短期的な募集計画はご遠慮ください
初めて代理店を募集される企業様は資料請求の多
さや、契約の手間、実際に売上を上げるまでの難し
さなどに直面されることと思います。弊社ではこれ
らを改善するように様々なサービスで応援させて
いただきますが、試しに1週間掲載してみようという
募集で成功したケースは今までありません。最低で
も３ヶ月くらいの計画とご予算で募集を行うことを
推奨します。

2.掲載をお断りする場合がございます
資料請求者を保護するため、実態のない事業や、弊
社サイトに相応しくない商材、またご担当者様のモ
ラルの欠如などを理由に掲載をお断りさせていただ
く場合がございます。販売実績がない企業様が代理
店募集をすることは、禁止しておりませんが、代理店
様に対して売れているというような虚偽の説明をし
ているような場合もお断りさせていただきます。

3.応募者からのクレームを受けて掲載
を強制停止する場合がございます
掲載を開始した後でも、電話対応が悪い、報酬の支払
いが悪いなど、応募者からのクレームを弊社が受け
た場合は、改善を要請いたします。クレームの度合い
や改善が見られない場合など弊社の判断で強制停止
する場合もございますので予めご了承ください。

4.インターネットの特性をご理解くだ
さい
弊社サイトに関わらず、資料請求者の中には「資料請
求していない」「覚えがない」という方が紛れ込む場合
があります。この場合は、請求の件数から外しますが、
インターネットの特性としてこうした心無い方が紛れ
込むことがあるということをご理解願います。

5 .見込みがない代理店は契約しない
ようにお願いいたします
代理店契約は成功報酬で貴社と対等のように思われ
るかも知れませんが、多くの代理店が少ない人員や
経費を貴社の商材にかけて代理店契約を申し込んで
きます。こうした代理店が思うような成果が出なかっ
た場合は、貴社に責任があるというクレームに発展す
る恐れがありますのでご注意ください。

6.掲載料のお振込みが確認できない
場合は即時掲載停止させていただき
ます
掲載料のお支払いは月末締め翌月末払いです。掲載
料がお支払いいただけない状態は、代理店を募集し
ている企業としては不適格と考え、掲載を停止いたし
ます（入金確認後、掲載再開）。
確認できない場合は、一般社団法人日本代理店協会
に報告させていただきます。（未払い事案としてWeb

上に社名等が公開されます）

注意事項（お申込前に必ずお読みください）

Ⓡ
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生ゴミ・ペットのフン処理ロボット「サム」の代理店を代理店募集.comⓇで募集。掲載開始日に100件の資料請求が来て、その日に代理店申込のFAXが17件も
届いたというBIOコミュニケーションズ様。掲載していただいた経緯や、掲載してどのようなことが起こったのかなど伺いました。（写真左が西社長様です）

お客様の声

それに、検索しても１ページ目に出ているしこれで沢山来たらいいなーと
思いました。スピードの早さも良かったですね。こういうことを考えている
んだけどと質問したら翌日に回答が帰ってきて、しかも細かいところまで
的を得ていました。もともとフランチャイズ本部で加盟店獲得を長年やっ
てきましたのでどこを注意すればいいかは大体分かっていましたので。
募集文書の作成も早かったですね。お願いした翌日に出来てきたので、
この早さを見習えと社員にも言っています。（笑） 内容も説明会用資料と
は違う切り口で大変参考になりました。

̶掲載日からスゴイ反響だったようですが？
いやー、凄かったですね。初日は電話が鳴りっぱなしだったんですよ。こ
んなこと初めてでビックリしました。こちらから電話しなくても申込のFAX
や電話がかかってきたので、これは凄いなーと。これまでは頑張って電話
して何とか会ってもらうというのが加盟店獲得の常識でしたから。実は、
代理店の応募者で社員になった人もいたり、テレマの会社さんがパート
ナーとしてやりたいって言っていただいたり、おかげさまで本当にいろい
ろなご縁をいただいています。まーとにかく2ヶ月足らずで30社以上代
理店ができましたから、本当に掲載して良かったと思っています。あと、経
験上、冷やかしが多いかなと思ったら全然そんなことなくて、「LEDや太
陽光発電が頭打ちだから乗り換えたい」とか人生かけますという意気込
みの方が多くて意外というか凄いなーと思っています。欲をいえば、また
あの初日みたいな反響があればいいですが、2ヶ月経った今でもコンス
タントに資料請求が来ているので助かっています。月に100件来たら単
価500円ですから某広告とは比べ物にならないですよね。

̶貴社の事業内容について教えていただけますか？
生ゴミやペットのフンを入れると10分でほとんど分解してしまって臭い
もしないという生ゴミ処理機を取り扱っております。代理店様には店頭
販売やフェア販売、既存顧客への販売などを行っていただいておりま
す。ある地方のお祭りでは女性2名で1日100台販売したという実績もあ
ります。有名大手メーカーさんでもできなかった99.8％という驚異的な分
解力を武器に市場シェア30％獲得を目指して頑張っております。

̶掲載前はどのようなご状況だったのですか？
もともと代理店は数社ありました。しかし、それ以上に拡大しなかったの
で、代理店募集ページを作ってそこに某広告（キーワード広告）を出して
いました。毎月10万円で反響としては資料請求や問合せが月に10件ほ
ど。獲得単価は1件1万円だからずいぶん高いですよね。しかもそこから
の代理店契約が0件だったので「何とかしないと」と思っていました。

̶代理店募集.comⓇに掲載されるまでの経緯を教えてください
とにかく分母を増やしたいと思って、代理店を募集する方法をネットで
いろいろ検索してみました。その中からいろいろ資料請求をして、価格を
比較したりしながら御社のサイト（代理店募集.comⓇ）に出すことにした
んです。

̶他社と比較してこれだという決め手はありますか？
アッパーが決まっているということが魅力的でしたね。資料請求１件の
値段は7,000円のものがあったりいろいろですが、上限が決まっているか
らいいなと。募集には毎月かかる費用が決まっていると気が楽ですよね。

株式会社BIOコミュニケーションズ

東京都千代田区神田紺屋町11番地 鈴野ビル8F

TEL：03-5298-5466　FAX：03-5298-5467

代表者：代表取締役社長 西秀樹

事業内容：環境事業・テレマ事業・IT事業

参考資料

Ⓡ
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火災保険を活用して住宅の屋根を修理するという「住宅保険災害申請支援」というジャンルを開拓し業界をリードしているTF総合研究所様。
数ある中から代理を選んでいただいた理由や、掲載した結果などについてお伺いしました。

お客様の声

のであっちこっちお願いするよりはまず一箇所で出してダメだっ
たら諦めようという気持ちで決めました。それに、何か面白そう
な会社だなと思ったので。（笑）

̶継続してご掲載いただいていますが、どのような結果が
出ていますか？
おかげさまで半年で300件以上。月にだいたい50件くらい資料
請求をいただいています。初めはこれほど来ると思っていな
かったので大変でしたが、専任者をつけて事業説明会も定期・
不定期に行うようにしてコンスタントに代理店が増えて来まし
た。人脈だけではなかなかできないような場所、たとえば九州
にも出張所ができて、体制も、案件数も増えてきています。今後
もこの流れを継続させて、全国展開を加速させたいと考えてい
ます。引き続きよろしくお願いします。

̶掲載前はどのようなご状況だったのですか？
代理店募集は自分の人脈を使ったり、交流会に参加したりして
やっていたのですが、とにかく労力がかかっていました。代理店
を作れば売上が上がるのが分かっていただけに、どうすれば代
理店が募集できるのか良く分からないという状態でしたね。そ
れでいろいろネットで調べたりしていました。正直、人脈を使っ
て代理店を募集するのに限界を感じていました。

̶掲載いただくまでの流れは覚えていらっしゃいますか？
はい。資料を請求させていただいたあと、電話をして「こういう
サイトを使ったことがないんだけどどうなんですか？」と聞いた
覚えがあります。それまでは交流会など自分の足で代理店を
作って来たので、こういうサイトで本当に代理店ができるのかど
うか、不安がありました。お話を聞いて、それなりに集まりそうだ
なと思ったので、じゃあ試しにやってみようというつもりで、募集
文書の作成から全部お任せでお願いしました。

̶他社とも比較されたと思うのですが決め手となった点
はありますか？
正直他のところはほとんど見ていません。お電話でお話をした
時の印象が良かったのと、いろいろ教えていただけそうだった

TF総合研究所株式会社

本社：東京都中央区八重洲1-9-13  八重洲駅前合同ビル6階

赤坂オフィス：東京都港区赤坂4-13-5

TEL：03-6234-6023　FAX：03-6277-7146

代表者：代表取締役 田渕将史

事業内容：災害事故保険申請の支援事業
山積みされた申請書類を作成するスタッフ様 全国の依頼案件が書き出されたボード

参考資料

Ⓡ
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アンケートでしか使われていなかったオートコール（自動音声電話）を販売の世界に持ち込み、数十業種で実績を上げているモズエンタープライズ様。
代理店募集.comⓇで募集しようと思った理由や、掲載効果などについてお話を伺いました。

お客様の声

いただいたんです。電話でお話を聞いて、やり方も納得がいったので掲
載をお願いしたんです。

̶ご紹介だったので、他社とは比較されなかったのでしょうか？
実は他社の募集サイトも資料請求したりして比較させていただいてまし
た。ご紹介とはいえ比較しないと違いが分からないな思って、ご紹介者
には内緒で。（笑） 比較した中でも一番ホームページが見やすかったん
ですよね。ごちゃごちゃしていなくて選びやすいというのと、それぞれの
商材がキャッチコピーも考えられているなーとか。そのキャッチも、ペー
ジの中の文章も全てプライスレスさんが考えられているというのを聞い
て、これはもう御社にお願いするしかないなと思いました。

̶掲載していかがですか？どのような結果が出ていますか？
他社と比べてどうか分かりませんが、相当資料請求いただいてます。た
だ、（初期費用が）無料だからなのかも知れませんが、労力をかけた割
に動いていただけない代理店さんがあるので今はそこが悩みどころで
す。反対に、代理店さんからいろいろ質問を受けるので、これに答えた
り改善しているうちに、非常に内容が良くなって凄い売りやすい商材に
なったという嬉しい結果もあります。何より代理店の作り方が全く分か
らないところをいろいろ教えていただいたので、本当に助かっていま
す。約250件の資料請求で40社強の代理店契約というのは非常に効率
的だと思っています。今後はフォロー営業を改善しながら代理店数を増
やしていきたいと思っていますのでまた相談させてください。

̶まずはじめに貴社の事業内容について教えてください。
プロのナレーターが吹き込んだ音声を、自動的に電話していくシステム
です。音声には、商品の説明と、興味がある、興味がない、などの回答を
プッシュボタンで押していただくようになっていて、これが見込客リスト
を自動的に作れるということでご好評いただいております。正確には数
え切れていないのですが、数十業種でご活用いただいていてそれぞれ
実績が上がっています。

̶掲載前はどのようなご状況だったのですか？
システムを開発してからずっと直販をしていました。オートコールシステム
を使って見込客リストを作って、そこに営業しに行けば高い確率で契約を
いただけたのですが、全国各地へ訪問するは出張費もばかにならないし、
行ったからといって契約にならない場合もあったりして、これは何とかした
いなと思っていました。そうしているうちに、代理店があれば解決できるな
と思ったんです。問合せや反響があったら、その地域の代理店が説明しに
行ってくれれば効率的ですし、もっとこのシステムを使ってくれるお客様
が増えると思ったんです。でも、正直にいうと代理店を募集したことがな
かったのでどうすればいいか分からなかったんですよね。

̶ご掲載される時はご紹介でしたよね？
知人の会社が代理店をうまく増やしていたのを知っていたので相談した
んです。「どうやって集めているのか教えてください」って。やり方なんかも
根堀り葉堀り聞きました。それで代理店募集.comⓇさんのことをご紹介

モズエンタープライズ株式会社

東京都新宿区西新宿3-17-7  西新宿TOKビル10F

TEL：03-3379-8818　FAX：03-5755-3151

代表者：代表取締役 松本豊季

事業内容：オートコール通信システムによるマーケティング

参考資料

Ⓡ
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最後までお読みいただきありがとうございました。
代理店募集.comは、成功者を生み出すサイトとして日々サイトの
マイナーリニューアルや新サービスの投入を行っております。

お申込みを
希望される方

お申込み前のご相談を
希望される方

メール・Zoom面談で承っております。

お急ぎの方は電話でも
対応しております

まずは代理店募集.comコールセンター
までお電話ください。

INFORMATION

株式会社プライスレス
〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-32-3-1F 

TEL.03-3605-4147　FAX.03-6893-6126

info@priceless.co.jp　

https://priceless.co.jp

弊社は2005年創業の代理店構築専門会社です。ノウハウは日本一と自負しておりますの

で、募集が初めてという企業様はもちろん、ベテラン企業様の成功をお手伝いいたします。

代理店やフランチャイズの構築に関してのご相談もお気軽にご連絡ください。

販売のプロフェッショナルとして、WBS（ワールドビジネスサ
テライト）に取材されました。（右図）

メディア実績

メール info@priceless.co.jp

Zoom面談予約 https://timerex.net/s/priceless/8fc86ce0 TEL.03-3605-4147 （平日9：00-18：00）本資料9ページをご参照ください。

お申込み・お問合せ

Ⓡ

https://timerex.net/s/priceless/8fc86ce0
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