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株式会社オニオン新聞社

統合マーケティング
マネジメントソフトウェア



1986年の創業33年の実績。県内トップクラスの構築実績。

オニオンCMSを活用した 

ポータルメディア構築  

競争力を高める 

ブランドサイト・採用構築  

生産性を向上させる 

業務変革システム開発  

運営代行・サポートも万全  

弊社ポータル連動で 

プロモーション強化も可能。  

はじめに



サービス概要



オニオン クラウドは、
飲食・美容・教育・医療・生活サービス業様の

＜情報発信・販売管理・予約管理・顧客管理・業務管理＞
を一元サポートするクラウド型ソフトウェア搭載。

オニオンクラウドとは

統合マーケティングマネジメントソフトウェア



提供領域

販売管理 顧客管理予約管理

業務支援・自動化・分析レポート

業務管理

オニオンクラウドが提供する領域

貴社ホームページ

簡単連携（サブドメイン設定・リンク設定・ヘッダーフッター登録だけOK！）

豊富な機能が利用可能。

経営者

管理者

実務担当者

ユーザー

情報発信・販売プランの企画状況から
予約状況・顧客状況・業務状況までワンストップで状況管理が可能。

プラン管理
コース管理

申込者管理
在庫管理

お客様
情報管理一元化

業務進捗
情報一元化

プラン登録
コース登録
求人登録

申し込み処理
在庫設定

新規登録
予約自動取込

業務処理
自動化

コンテンツSEO
求人情報発信

リアルタイム予約
リクエスト予約
求人エントリー

オンライン
オフライン

双方のデータ取込
対応スピード向上

情報管理

アクセス管理
更新状況管理

全情報更新可能
PR情報発信

PR文章・写真
動画・メニュー
クーポン・他

貴社顧客

オフラインでの登録顧客や
既存顧客データも登録可能

新規顧客も既存顧客も一元化管理のマーケティングマネジメントで生産性を向上



プラン
作成

予約
管理

在庫
管理

決済
管理

分析
自動化

顧客
管理

業務
管理

統合マーケティング
マネジメントプラットフォーム

コンテンツ
作成

オニオンクラウドが提供する価値

大手のメディアサイトの管理機能や各社が提供する様々なクラウドツールを

BtoC向け地域マーケティング企業様に特化した形でワンストップで提供しています。

販売管理 顧客管理予約管理 業務管理情報管理



機能紹介



オニオンクラウド機能紹介①情報管理

販売管理 顧客管理予約管理 業務管理情報管理

コンテンツマネジメント

htmlやcssの知識がなくてもホームページの更新が

見たままデザインで可能なコンテンツマネジメント

システム。地域のお店様やチェーン店様の各店舗様に

個別のID・PASSを発行し様々な情報を更新可能なパワフ

ルなホームページに変わります。

通常のホームページでは実現が難しいオールコンテンツ

更新とエリアSEOに強いURL構造と内部SEO対策も

標準でセッティングされています。

エリアSEOの強化で流入増加。
１住所の固有のディレクトリ配下に複数ページを生成しエリアページの

トピック度を高めエリアページのSEOを高めます。
求人ページも追加できIndeed広告のクローリングにも対応。

キーワード広告のCV率増加。
１店舗１店舗の個別の店舗ページを生成し、かつ更新管理が

簡易なためキーワード広告を店舗個別ページで設定し
コンバージョンデータを確認しながら日々の管理が可能。



オニオンクラウド機能紹介②販売管理

販売管理 顧客管理予約管理 業務管理情報管理

セールスプランマネジメント

取り扱いサービス個別のページ生成
販売したい商品やサービス・プランは全てインターネット上で

表現し自動で受付する事が可能に。
検索ニーズの調査をかけあわせる事で需要調査も可能。

※別途、キーワードプランナーの設定が必要です。

期間別・スポット別・キーワード別集計
販売商品の管理・集計・分析に便利な集計機能を搭載。

どのエリアのどの商品が売れているのか、どんなキーワードを
含んでいる商品が売れているかなどの管理も可能。

販売したい商品やコース、イベントプランなど様々な販売

プラン・コースを設定し、特別ページを開設。販売数量管

理・在庫管理までオートメーションで管理が可能です。設

定により販売受付を24時間可能にし、

受付対応から在庫管理までを自動で行える機能です。

人的な受付から脱却し閲覧情報を元に販売するプランの

検討なども行えます。Googleアナリティクスも設置可能で

詳細な分析も行えます。



オニオンクラウド機能紹介③予約管理

販売管理 顧客管理予約管理 業務管理情報管理

コンテンツマネジメント

地域のお店が24時間予約受付可能に。
電話問い合わせやメールフォーム問い合せが多い中、
受付タイミングのロスや電話やメールのやりとりのロスが
多々発生。サービス別に24時間リアルタイムで受付。

曜日・時間・プラン別受付数量管理も。
週末でフリーで来店する顧客が多い。この日は予約よりも
フリーを優先したい。これは限定プランだから数量限定で

販売したい。１日単位や時間単位の予約を。全て対応可能です。

リザーブマネジメント

予約は店頭の状況を加味した柔軟なマネジメントが

売上を最大化していきます。リアルタイムで予約完了のリ

アルタイム予約から店舗の状況に合わせて受付調整を行

えるリクエスト予約の２種類を用意。カレンダーでの表示

や管理側では数量・曜日・時間設定などが可能。セールス

プランと組み合わせる事により、様々な魅力的なプランを

販売予約が可能。会員限定の受付など多彩なリザーブマ

ネジメントが可能です。



オニオンクラウド機能紹介④顧客管理

販売管理 顧客管理予約管理 業務管理情報管理

カスタマーマネジメント

問い合わせ情報から顧客情報まで一元化
煩雑になりがちな顧客接点の情報を一元管理します。

マーケティングの初動のプロセスから顧客取引実績までを
１つに統合できるため戦略的な顧客管理を実現できます。

カスタム機能で貴社固有のDBヘ変更可
基本的な情報はクラウドサービス共通の内容とし、

貴社独自の管理項目など、顧客情報管理の内容に合わせて
カスタムが可能。基盤の顧客管理として活用頂けます。

予約フォームからの顧客登録や他サイトからの受付の自

動取り込みやオフラインでの登録顧客など様々なチャネ

ルからの顧客を一元登録。顧客個別の対応履歴の登録

や予約対応履歴の管理が可能です。

外食業・教育業・不動産業・宿泊業・医療など様々な分野

で統合型の顧客管理システムとして、ご活用頂いておりま

す。



オニオンクラウド機能紹介⑤業務管理

販売管理 顧客管理予約管理 業務管理情報管理

オペレーションマネジメント

顧客や内部への指示業務が削減。
煩雑になりがちな問い合わせ予約・求人などの顧客へ

の対応と内部の業務指示や状況を共有するための工数を
大幅削減するための自動設定機能を各種搭載。

複数人数が一斉の業務が可能。
店舗・エリアマネジャー・本部・FCなど権限に合わせて
作業範囲の設定や同時に作業をする事が可能となり

業務スピードが大幅にアップ致します。

予約・求人受付業務処理状況のステータス管理や、

自動でのメール送信設定・メールテンプレート登録・

詳細な受付管理情報の管理・分析などが一元管理できま

す。複数担当者や同時ログインステータスの確認を

行ったり、作業を行う事が可能で、大幅な作業効率アップを

管理効率の向上が図れます。全国展開するチェーン店様な

どが多くの予約や求人を行っても、

本部や複数店舗でリアルタイムの業務管理が可能です。



導入支援・サービス



既存サイト組み込みプラン

初期費  150万円
初期導入セットアップ

固定ページ：既存ページ利用

オリジナル検索結果一覧

CMS設定

拠点アカウント作成：50:ID迄
システム利用料：月額3万円

スタンダードプラン

初期費  300万円
初期導入セットアップ

固定ページ：新規作成10P含む

オリジナル検索結果一覧

CMS設定

店舗ページ作成：100:ID迄
システム利用料：月額5万円

プロフェッショナル

初期費  450万円
初期導入セットアップ

固定ページ：新規作成20P含む

オリジナル検索結果一覧

CMS設定

店舗ページ作成：無制限

システム利用料：月額8万円

ご利用プラン

機能追加型 All in one
スタンダード

All in one
プロフェッショナル

販売管理 顧客管理予約管理

業務支援・自動化・分析レポート

業務管理情報管理



導入・運用支援プラン

アドバイザープラン
＜月額10万円＞

コンサルティングプラン
＜月額30万円＞

プロデュースプラン
＜月額50万円〜＞

対応可能内容 運用サポート
＆アドバイジング
（軽微な修正含む）

運用サポート
＆運用MTG・運営代行
（作業6人日稼働分）

運用サポート
＆運用MTG・運営代行
（作業10人日稼働分）

業務ヒアリング・運用設計 ◎ ◎ ◎

運用マニュアル・運用サポート ◎ ◎ ◎

定例MTG実施 ◎ ◎ ◎

アクセスレポート ◎ ◎ ◎

サイト改善アドバイス ◎ ◎ ◎

サイト修正指示書 × ◎ ◎

サイト修正 軽微な修正 △ ◎

コンテンツSEO設計 × × ◎

コンテンツ作成 × × ◎

延べ工数 2日程度 6日程度 10日程度

貴社のWEB部門がなくてもスムーズに運用できるよう

導入コンサルティングから運用支援を行っております。





プラン
作成

予約
管理

在庫
管理

決済
管理

分析
自動化

顧客
管理

業務
管理

統合マーケティング
マネジメントプラットフォーム

コンテンツ
作成

販売管理 顧客管理予約管理 業務管理情報管理


