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1.常連さん.comとは？ 

 お店へ足を運び、その良さを認めてくれるお客様。特に何度も通ってくれる常連さんはお店の宝です。　

そうした方々にこそ感謝の気持ちを込めて、日替メニューや午後の急なお休み、自慢の新製品情報などを

いち早くお知らせしたいものです。しかしLINEやFacebook等のSNSは、お客様各々の好みがバラバラで、

個別にメッセージを送らなくてはならず、またグループメールでは思わぬトラブルが起こることも。。。 

 常連さん.comは、所定のカードを配るだけでメールリストが完成し、ネットが苦手なオーナーさんでも、

5分程の簡単な操作で今の旬な情報をメルマガにまとめ、大切なお客様のスマホや携帯にシュッと届けら

れる仕組みです。いつもお世話になっている常連さんへ、感謝の気持ちをメルマガにして届けましょう！ 
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2.サービスの流れ 

お店独自のQRコード入り常連さんカードを用意しますので、大切なお客様を選んでお渡しください。　　

そのカードからお客様が空メールを送ってもらえば登録完了です。メール配信リストが自動生成され、

あとは情報発信したい時に、5分でメールマガジン（HTML＆テキスト自動）を作り送信するだけです。　　　　　　　

直接お客様の携帯やスマホにシュッと送れるライブ感は、DMやチラシの比ではありません 

(1) 常連さんカードをお客さんに手渡す (2) カードのQRからご登録 (3) お店は何もせずメールリスト完成 

(4) メルマガはスマホで簡単作成＋一斉送信 (5) お客さんの携帯＆スマホへ直送 (6) お店のライブ感をそのままお届け 

常連さん.comサービスの流れ 
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3.メール配信リスト自動生成 
 
 
 
 

一般的な顧客リストの作成は、お客様に面倒な手書きを強いたり、セキュリティが心配な端末への入力を

促します。お店側も情報を転記・リスト化する作業が必要で、誤入力や更新作業、カードの紛失対応など、

苦労が絶えません。常連さん.comでは【お客様が空メールを送る】ただそれだけで完了です。お店は　

何もすることなく、メールリストが自動生成されます。取得情報はメールアドレスだけで、お客様に面倒

を強いることもありません。使わない情報を幅広く取得することはお互いに百害あって一利もないのです 

□ 常連さんカード（名刺サイズ） 

送信ボタンを

押すだけで

登録完了！
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4.メールマガジン簡易作成＋一斉送信 

こんなに簡単なんだ 

□ 件名は16文字以内で、何文字でもOK 

□ 写真はその場で撮影でも、 
　 ライブラリーからの選択でもOKです 
 　※動画の掲載はできません 
　 ※15MBまでの写真を添付可能です 
 

□ 配信設定は【タイマー式】と 

  【今直ぐ送信】から選べます 

□ 文字数は200文字以内。飽きられ 

　 ないコツは要点をしぼることです 

1.  左の内容に沿って、各項目の入力が
完了すると、自動でフォーマットに

組込まれメールマガジンが完成です 

 

 

 

 

 

 

 

2.  お好みの送信時刻をセットすれば、
リストの方々へ一斉送信されます。

メールには他ユーザーのアドレスは

掲載されません 

□ 電話番号は自動でメールに 

　 ※表示させないことも可能 

□ HTML（画像形式）とテキスト形式

（携帯電話対応）を簡単に切替可能です 

横丁の名店 

トイズム亭　	
□ お店やコミュニティ名称は自動入力 

https://www.toizm.com/	

電話：070-1063-8000 

メルマガイメージ 
※一部実際のメルマガをご覧いただいています 

□ ホームページや大手サイト内の 

　 お店のページURLを添付可能です 
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5.その他 特徴 

あ 

1）携帯電話も受信OK 

携帯電話（テキスト形式）とPCやスマホ

（HTML/一体画像形式）の双方から選択、

ほぼ全てのユーザーを網羅できます 

2）データは絶対守られる 

3）セキュリティ対策は万全 

世界最大級のクラウドサービスである

AWS（アマゾンWebサービス）にて

サービスを構築しています。世界一 

強固なセキュリティで守られています 

4）電話番号は常に記載 

メールにはご登録いただいた電話番号

を常に記載しますので、すぐに電話で

連絡することが可能です 

5）広告は一切載りません 

大切なお客様に　

お送りするメール

マガジンですので、

不愉快な広告は　

一切掲載しません。 

6）リストは誰も見れません 

リストはお店からも見れません。　　　

送信対象者を確認し、グループ分けする

機能も、個人を特定する名前すらありま

せんので、情報流出の危険性はゼロです 

データはクラウド上に記録されています。

天災やパソコンのクラッシュなどで 

データ喪失する危険性はありません 
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6. こんなケースが考えられます 

1)  完全クローズなグループ連絡用 
 

4）ホームページへの誘導（プッシュ） 
 

2)  半クローズなグループの連絡用 
 

3)  フルオープンな顧客リスト用 
 

• お店の顧客に常連さんカードを手
渡し、その場で登録していただき、

カードを回収するといった、完全

に必要な人だけをリスト化する

ケースです 

• コミュニティの連絡簿やサークル

など様々なシーンで利用可能です 

• カードを回収はせず、多少伝播さ
せても良しと考えるケースです 

• お店のホームページなど、必然性
や興味を持っている人であれば、

共有しても良いと考えます 

• ユーザーがほぼ限定できるので、

情報を絞り込んで提供するなど、

より緊密な関係構築が見込めます 

• ホームページはもとより、配布・
掲示物、SNSや各種広告にもQR

コードを記載し、徹底的に訴求す

る場合です 

• とにかく配信対象を増やすことを
目的にするので、常連さんならで

はの特別情報というよりは一般的

な話題の発信を目指します 

• そもそもホームページのあるお店
は、掲載した最新情報を共有する

ためのプッシュツールとして利用

できます 

• 情報の一元管理は極めて重要であ
り、メールはあくまでその誘導手

段として、簡潔な文章で作成され

る理想型といえます 
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7.料金について 
 
 
 
 

 メールはどれだけ配信しても1アカウント当たり月々5,000円。何人、何通

でもOKです。スタートアップ費10,000円で常連さんカードを500枚制作し

お届けしますので、お店に何かご用意いただく手間はありません。お申込み

月含む2ヶ月間は月次費用無料なので、常連さんカードを配布しメール配信

リストを増やしましょう。カードが届き次第サービス開始です！ 

費用－1　月次利用費（オーナーさん） 

5,000円/月（税込) 
 

•  月内送信数の上限はありません 

•  申込月含む2ヶ月間は無料期間です 

•  前月末までの振込で当月利用可能です 

費用－2　スタートアップ費（オーナーさん）　

10,000円（税込)　　 
 

•  名刺サイズの常連さんカード500枚 

•  上記をお振込完了後10日以内に発送します 

•  常連さんカードの増刷も可能です 

LOCOMELカード

×500枚 
メルマガイメージ 

※一部実際のメルマガをご覧いただいています 

横丁の名店 

トイズム亭　	

電話：070-1063-8000 

https://www.toizm.com/	
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常連さん.com 制作・運用会社TOIZMのご案内　 

常連さん.comは、株式会社トイズムが製作・運営しています 

トイズム社ついてご興味のある方は、下記URLよりご覧ください 

T  O  I  Z  M 
N E T  F O R  H A P P I N E S S	

株式会社トイズム　〒150−0001 東京都渋谷区神宮前1−1−8 

@	

HP	

070−1063−8000                   info@toizm.com 

http://www.toizm.com/ 

          T O I Z M	 検　索 


