
集客支援、BtoF（ファン）に特化した
アプリを、もっと身近に。
もっと簡単に。

このカタログの掲載内容は2014年12月現在のものです。サービス内容・金額等は変更になる場合があります。

現在オリジナルアプリ制作サービスは、弊社以外にも数社が運営をスタートしています。
さて、  あなたに最適なのはどのサービス？

他社サービスとの比較

B社
・スタータープラン
・ビジネスプラン

・エンタープライズプラン

無料

スターター

ビジネス

エンタープライズ

スターター

ビジネス

エンタープライズ

9,800円

29,800円

お見積り

1配信 / 1円

無制限

無制限

なし

エンタープライズのみあり

エンタープライズのみあり

あり

なし

エンタープライズのみあり

プラン

初期費用

月額使用料

容量規制

プッシュ通知

制作サポート

電話サポート

メールサポート

コンサルタント

有料で代行
iPhone（8,400円 / 年 税込）
Andro id（25ドル / 回 税込）

アプリストアへの
申請代行

オリジナル機能
オリジナルデザイン

A社
・従量課金コース
・定額コース

・エンタープライズプラン

従量課金・定額

エンタープライズ

101ダウンロード目から
10,000円

従量課金※

定額※

エンタープライズ

2,000円～30,000円

・100ダウンロードまで500MB
・101ダウンロードから２GB（月々5,000円）

容量内で※

エンタープライズのみあり

なし

なし

なし

エンタープライズのみあり

無料で代行

100,000円

10,000円

80,000円+
別途サーバー代※

スタンダード

エンタープライズ

スタンダード

エンタープライズ

Smapost

・スタンダードプラン
・エンタープライズプラン

0円
お見積もり

なし

使用料・制限なし

あり

あり

あり

あり

内容によりお見積もり

エンタープライズのみあり

無料で代行

12,800円～※

※エンタープライズ版にて機能を追
加、またはカスタマイズした場合、別途
お見積りとなります。

※この比較表の「アプリストアへの申請代行」料金以外の表示価格は税別価格です。

・iPhone版 iPhone （iOS 5.0以上）　・Android版 Android（Android OS 2.3.3以上）　※日本国内のみのご利用となります。

Windows
・Internet Explorer Version 9以上
・Google Chrome Version 22以上
・Mozilla Firefox Version 15以上
・Opera Version 12以上
・Safari Version 5以上

Mac
・Google Chrome Version 21以上
・Mozilla Firefox Version 15以上
・Safari Version 6以上

動作推奨環境

Smapost管理画面の推奨ブラウザは以下の通りです。

Smapostアプリの推奨環境は以下の通りです。

Smapostは株式会社ディーエーオーの商品名です。 Mac、App Storeは
Apple Inc.の商標です。 Android、Google play、Chromeは、Google Inc.
の登録商標または商標です。 
Windows、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およ
びその他の国における登録商標です。 
その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

アプリを作るのは高額だと諦めていませんか？
Smapostは高機能オリジナルアプリを低価格で作成できるサービスです。

http://www.dao.jp/sma/
ポイント機能を付ければ
もう会員カードは不要

SNS連携で口コミを
最大限に活用

ブラウザ画面から
簡単管理

オリジナル機能の
追加も対応

テンプレート＆
オリジナルデザイン

プッシュ通知で確実に
お客様に情報をお届け

GPS機能で
道案内をサポート

会員登録をすれば
アプリから予約も可能

Smapostスマポスト

Smapost
スマポスト



普通のメールマガジンの開封率は0.07～0.1%と言われています。それに比べ、
プッシュ通知の場合は60％以上。i Pos tを使えばたくさんのお客様にお店の
情報を伝えることができます。

Smapos tは、あなたのお店のアプリを簡単に、しかもリーズナブ
ルに作れる新しいサービスです。お店の情報はもちろん、ニュース
やクーポンをお客様に配信することができます。その他にも集客
をサポートする機能が満載です。

アプリを作るのは高額だと諦めていませんか？

1
あなたのお店専用のアプリケーションを
低価格で持つことができます。

2
お客様にリアルタイムでニュースを送る
ことができます。

4 クーポンの発行ができます。

5
メニューや商品を表示することが
でき、ホームページやオンライン
ショップへ誘導することもできます。

3
ニュースが送られてくると、アラート音と
アニメーションで通知されます。

プッシュ通知は開封率が高い！

 このアプリの１番の特長は、
アプリの中身を全て管理画面から簡単に編集・削除することができることです。

※アイコンはイメージです。

Smapostのメリット

メイン機能のご紹介

お店のメイン画面
お店の写真や紹介文などを
自由に表示できます。また、
このページには5パターン
の画像を入れることができ
ます。

クーポンの表示画面
画像とテキストでクーポン
を表示できます。
クーポン券をタップすると
利用条件や利用期間などを
表示できます。

ニュースの表示画面
お店からのニュースやメー
ルマガジンなどを、画像と
テキストで表示できます。
ニュースは送りたい日時に
自由に配信できます。

メニューの表示画面
お店の商品やサービスを
一覧で表示できます。
写真やテキストをつけたり、
カテゴリごとにしたり、
分かりやすく表示できます。

設定画面
個人設定を変更できる画面
です。通知のオン・オフの
切り替えや、ログイン・ログ
アウトもこちらの画面から
行えます。

GPS機能を使いマップ上に
現在地はもちろん、お店
までのルートを表示する
ことができます。

トップ ニュース セッティング

クーポン メニュー GPS機能

会員機能カスタマイズ
飲食店、美容室、病院など
お客様が外部からお店の
予約を入れることができ
ます。

会員機能カスタマイズ オプション　
ご利用金額によりポイントを
付けることができます。
ポイントは使ったり、貯めた
りでき、たくさんポイントを
持っていると受けられる
サービスもあります。

各種ソーシャルメディアと
連携。ユーザー同士でお店を
紹介し合うことができま
す。

予約機能

集客を支援する充実の機能をご紹介

アプリのカスタマイズ内容について、
お打ち合わせさせていただきます。

お打ち合わせ

step1

専用のWEBサイトからお申し込み
ください。

専用WEB申し込み

step 2

お客様にて初期制作※をしていただき、
その後カスタマイズを行います。

アプリの制作

step 3

簡易審査を行い、問題がなければ
初月の料金をお支払いいただきます。

正式にアプリが登録され、
運用開始です。

お支払い

step 4

Google PlayとApp Storeへ
申請をします。

アプリ申請

step 5

運用開始

step 6

ご利用までの流れ ※弊社制作サポートもございます。（有料）

1. 管理画面 / Admin
管理画面のトップページになります。運営
からのお知らせがこちらに表示されます。

2. メイン画像 / TOP
アプリのトップ画面の画像を変更・削除
する画面です。各画像にはリンク先を設定
可能で、全部で５枚まで登録可能です。

3. クーポン / COUPON
アプリに表示するクーポン券を登録・削除する画面です。編集ボタンで
画像やテキストの内容を変更でき、全部で５枚まで登録可能です。

4. メニュー / MENU
メニュー画面の編集を行う画面です。
メニューのトップ画像を変更・削除できます。

6. iPostの使い方 / HELP
はじめてお使いになる方へ、Smapostの使
い方をご案内いたします。操作方法がわか
らなくても安心してご利用いただけます。

5. ニュース / NEWS
この画面からお客様にプッシュ通知で
ニュースを配信することができます。

1 2 3 4 5

6

アプリの内容（写真やテキストなど）は、パソコンやタブレット端末から管理画面にアクセスしていただ
き、簡単に変更することができます。また、ニュース配信や顧客データの閲覧なども管理画面から行えます。

管理画面のご紹介 ※このイメージはスタンダード版のものです。

・ 配信するニュースやクーポンの内容の変更や削除。
・ メニューや商品の画像 /  説明文の変更や削除。
・ 顧客情報の管理。

編集できる内容

ご利用ガイド

ポイント その他
エンタープライズ版 エンタープライズ版 エンタープライズ版

プッシュ
通知

http://www.dao.jp/sma/
Smapost

スマポスト


