
得意先が減って
きたので新規顧
客を開拓したい 

今より粗利率・
営業利益率を高
めたい 

手間をかけずに
顧客開拓・集客
を実現したい 

インターネット
での集客方法が
分からない 

独立開業したい
けど顧客や仕入
れ先が丌安 

こんなお悩みお持ちではないですか？ 

こんなお悩みお持ちではないですか？ 

1 

24時間365日働くネットの営業マン 

「テント屋ナビ」が 
貴店の集客を支援致します。 



テント屋 専用のマッチングサイト 

テント屋専用のマッチングサイト 
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１県１社限定の出店制度 

ユーザー テント屋 

店舗・工場・法人客・個人 

店舗テント、日よけ、 
オーニング、開閉テント、 
テント倉庫、荷捌き、 
ビニールカーテンなど 

問い合わせ 

出店 



問い合わせの流れ 

問い合わせ・受注獲得の流れ 

お客様よりテント屋へ直接問い合わせ 

地域のテント屋に 
工事を依頼したい 

○○県の施工は 
お任せ下さい！ 

お客様 テント屋 

１.問い合わせ 

４.見積もり検討 

5.発注 

２.問い合わせ対応 

３.調査・見積提出 

6.工事実施・決済 

発注までの流れ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

テント屋ナビを通じてお客様よりお問合わせが入ります。（電話、メール） 

お客様と直接やりとりを行って頂き、ご対応お願い致します。 

現地調査後に直接お客様にお見積りをご提出くださいませ。 

お客様にてお見積りを検討 

お客様から貴店へ直接ご発注 

施工実施 決済などは貴店様からお客様へご請求 
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製品掲載ジャンル 

日よけ・雨除けテント 

オーニングテント 

店舗用テント 

テント看板、軒先テントなど 

駐車場、通路テントなど 

テンパル、マルキルックスなど 

開閉式テント 

レール式、ワイヤー式など 

テント屋根 

荷捌きテント、上屋テントなど 

シートハウス 

シートハウス・テント倉庫など 

間仕切りシート 

工場用の屋内間仕切りシートなど 

ビニールカーテン 

屋外ビニールカーテンなど 

ビニールブース 

屋内クリーンルーム、ブースなど 

掲載されるテント製品のカテゴリー 
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出店時・出店後のサポート 

出店時・出店後のサポート 

出店登録時 出店後 

施工事例や、企業情報など検索対策に適した入力方法やポイントなど順次会員
様にお知らせいたします。 

企業情報を自由にご登録頂けます。 施工事例など順次アップして下さい。 

出店時 

出店後 

ＩＤ／パスワードを発行致しますので、指定の管理画面から
企業情報ページをご登録・ご編集頂けます。 

順次、施工事例など自由にご登録頂けます。ご登録方法など
のマニュアルもご用意しております。 
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出店後の会員向けメニュー 

出店後の会員（テント屋）向けメニュー 

１.「IT・WEBの無料相談にも対応」 

３つの会員（テント屋）向けメニュー 

2.「会員専用ＬＩＮＥグループ」 

3.「会員向け勉強会・交流会の実施」 

インターネットを活用した集客方法、 
検索エンジン対策、WEBツール活用方法な
どいつでもメールなどであればご相談を
無料にてお応え致します。 

会員テント屋さんで専用のＬＩＮＥグ
ループがございますので、新製品やお役
立ちになるような情報がある際には配信
致します。テント屋さん同士の交流も！ 

会員同士の勉強会・交流会（年１回）を 
開催致します。勉強会終了後は皆様で懇
親会を開催致します。（実費） 
※2017年は神奈川県で実施（9名参加） 
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全国に存在するテント屋 
およそ2000社 

地域テント屋の競合 
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同じ県内で競合テント屋は 
何社ありますか？ 



今、何を決断すべきか？ 

テント屋の販路 
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どこを攻めるべきか。 
（悩み） 

アナログ 
営業 

既存客 
リピート 

インターネット 



生き残るためには？ 

テント屋の顧客新規開拓 
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他社よりも 
「一歩早く」新しい市場獲得へ 

（決断） 

WEB上での「テント屋」 
マーケット 



地域商圏で勝つには？ 

テント屋の経営安定 
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最も新規客を獲得するテント屋へ 
（実行） 

新規顧客 
増大 

既存客 
依存 

安
定 



WEB上での地域NO1へ 

地域NO1へ 
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地域NO1を目指す事が 
「最大のブランド」 

（成果） 

利
益 

安
定 



費用について 

費用について 

出店費用 

初期費用（出店時） 月額費用 

３０，０００円（税抜） 

（初期開設費用） 

次のページをご覧下さい 
（県別に記載） 

テント屋ナビ 出店費用 

■原則、１県１社限定となります。 
 
■営業所、支店の場合は住所・電話番号が必要となります。 
 
■初年度はお申し込み時の一括払いとなります。 
初期費用＋月額費用12ヵ月分＝出店時の費用合計 
 
■2年目の更新日前にご請求書を発行致します。 
 
■合計費用は初期費用＋月額費用となります。 
（2年目は初期費用は発生致しません） 
 
■更新期間は12ヵ月単位となります。 
 
■退会、解約は更新1か月前にお知らせくださいませ。 
 
■解約後は契約満了を持ってデータを削除致します。 
（リンク、施工事例、企業情報など） 
 
■年1度の会合などに関する出張費は各自実費となります。 
※会議室は当社負担、開催場所は随時検討 
※宿泊される場合も同様に実費となります。 
※会合終了後の交流会などの飲食費用は実費となります。 

1年更新（12ヵ月）となります。 
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月額費用について（県別） 
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県名 月額費用 

北海道 30,000円 

青森県 20,000円 

岩手県 20,000円 

秋田県 20,000円 

山形県 20,000円 

福島県 30,000円 

宮城県 30,000円 

茨木県 30,000円 

栃木県 30,000円 

群馬県 30,000円 

埼玉県 30,000円 

千葉県 30,000円 

東京都 30,000円 

神奈川県 30,000円 

新潟県 30,000円 

富山県 20,000円 

石川県 20,000円 

福井県 10,000円 

山梨県 10,000円 

長野県 30,000円 

静岡県 30,000円 

愛知県 30,000円 

三重県 30,000円 

県名 月額費用 

岐阜県 30,000円 

滋賀県 20,000円 

京都府 30,000円 

大阪府 30,000円 

兵庫県 30,000円 

奈良県 20,000円 

和歌山県 10,000円 

鳥取県 10,000円 

島根県 10,000円 

岡山県 30,000円 

広島県 30,000円 

山口県 20,000円 

徳島県 10,000円 

香川県 10,000円 

愛媛県 20,000円 

高知県 10,000円 

福岡県 30,000円 

佐賀県 10,000円 

長崎県 10,000円 

熊本県 10,000円 

大分県 10,000円 

宮崎県 10,000円 

鹿児島県 10,000円 

※赤い文字部分は出店済となります。 
 
 



会員・出店 参加条件 
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■1都道府県につき1社様限定となります。（会員同士による地域競合を回避するた
め）退会された場合は、そのエリアにおいて新たに募集を行います 
 
■「テント屋」様限定となります。 
（内装屋、工務店などの参加は不可となります） 
 
■本店営業所以外の地域（他県）への営業所・支店住所でも出店は可能となります。 
（他県での出店の場合、住所・電話番号がある事が前提となります） 
 
■日頃、メールなどご利用されている方に限定致します。 
（メールは問い合わせ対応でも必須となります） 
おすすめのメールソフト、効率的な使用方法などは当社からお教え致します。 
 
■小型テント（軒先テントなど）がメインとなるため自社施工ができる方に限定致
します。（製作が自社で行っていない方は製作会社をご紹介も可能です） 
 
■個人、法人は問いません（独立開業される方は住所、電話番号、屋号は必須とな
ります）独立の事前相談もお気軽にお問合せくださいませ。機密情報などはお守り
致します。 
 
■初期登録時は、店舗情報を入力頂きます。 
 
■ホームページをお持ちの方は店舗紹介ページよりリンクを行います。 
（専門サイトからのリンクはホームページにも相乗効果がございます） 

会員（出店）参加条件 



テント屋ナビの実績例 
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キーワード実績（2017年4月1日時点） 
 
「テント屋」 1,430,000件中 1位 
 
「テント屋 神奈川」 7,700,000件中 1位 
 
「テント屋 東京」 7,990,000件中 1位 
 
「テント屋 栃木県」 5,870,000件中 1位 
 
「テント屋 群馬県」 4,100,000件中 1位 
 
「テント屋 埼玉県」 2,990,000件中 1位 
 
「テント屋 千葉県」 9,760,000件中 1位 
 
「テント屋 静岡県」 7,780,000件中 1位 
 
その他、「店舗テント ●●県」や「テント屋根 ●●県」 
など製品名×地域名でも各テント屋の施工事例が上位表示 

地域ダントツの集客力 

驚異的な伸び率を実現 



よくある質問１ 

よくある質問ー１ 

まだホームページを持っていないけど会員になれる？ 

ホームページがないテント屋さんでも出店は可能となっておりま
す。ホームページを持っているテント屋さんは店舗詳細ページよ
り貴店のサイトにリンクが貼れます。 

独立してテント屋を開きたいけど開業前でも相談できる？ 

開業時は中々顧客が見つからず、同業者の下請けが多くなりがち
ですが、テント屋ナビへの出店により、開業から最短で集客を実
現致します。 
（外注加工先、問屋などは無料でご紹介いたします） 

費用対効果は見込める？ 

１００％、費用よりも利益が出ます。とは約束はできませんが、
「今以上」はお約束いたします。ホームページを持っていない方
には更に集客力が目に見えて実感して頂けます。 
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年に1度の会合では何をするの？ 

会員同士のテント屋さんで顔合わせを行い、日々の検索エンジン
対策のノウハウの勉強会や、業界の動向、会員同士での製品開発
などを行いたいと思います。 



よくある質問２ 

よくある質問ー２ 

本店所在地では他社が契約しているので他県での出店はできる？ 

他県に営業所、もしくは支店がある場合はご出店（会員契約）が
可能となります。（お電話番号、住所が確認できる場合か新たに
営業所を開設する場合） 

1社で２、３地域の出店は可能？ 

上記のご質問同様、営業所・支店の開設に伴う出店は問題ござい
ません。ご住所、お電話番号が確認できる場合、新たに営業所を
開設する場合などにご利用下さいませ。 
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施工事例の登録は簡単？ 

１つ5分程度で登録できるように考慮しております。ご自由に登録、

編集、削除など行えます。又、当社よりマニュアルなどもご用意
しております。 

ユーザーからの問い合わせは直接対応してよいのか？ 

当社は一切関不致しませんので、テント屋さんにてユーザーから
の問い合わせに直接ご対応下さいませ。 



よくある質問3 

よくある質問ー3 

ホームページ制作会社に依頼して成果が出ないのはなぜか？ 

ホームページ制作会社は「制作のプロ」であって「テント業界の
プロ」ではないからです。 

野球をしたことがない人間が野球の本（コンテンツ）を書くのと
同じです 

とりあえずリンクをいっぱい貼れば効果がでる？ 

ヤフー、グーグルともに同じ検索エンジンですが、外部リンクの
評価基準は大きく変わり、コンテンツが全てです。 
無用な多数のリンクは大きなリスクを伴います。 

なぜ他社よりも検索で上位に上がらない？ 

専門性・歴史があるサイトは強く、新しいサイトは上位に上がり
にくい点はございますが、テント屋ナビでは3か月目で複数のキー
ワードで上位表示を実現致しました。 
要因はおよそ250ほどの項目により順位が決まります。 

テント屋ナビの運営者は？ 

【株式会社なつみ】が運営を行っております。過去には1300万件
を超えるビッグキーワードで1位のサイトを作り、現在は4つのサ
イト合計で毎月15,000人以上のユーザーを集客しております。

（テント関連のサイト）他、各テント屋さんのホームページなど
の受託製作も行っております。 
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当社は、テント屋 から生まれた 
インターネット企業です。 

当社概要 
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社名：株式会社なつみ 
 
住所：海老名市扇町12-33 フィールズ三幸ビル3F 
電話：046-206-5860 FAX：046-206-5865 
メール：info@tentyanavi.com 
 
事業内容 
・テント屋と顧客のマッチングサイト「テント屋ナビ」運営 
・テント屋向けホームページ制作、検索対策 
・他、ECサイト、WEBサービス運営、制作 
 

ご挨拶 
 
当社はテント屋専門のホームページ製作など、これまで業界のホームページやサイ
トなど10サイト以上の立ち上げ・制作を行い、当社にてお手伝いさせて頂いたテン
ト屋さんのサイトを含めると、年間1億円を超える合算売上に育ってきております。 
（自社サイト、受託サイトを含めた合計金額） 
 
ニッチなテント業界のマーケットは、日増しにネット検索によるマッチングによる
取引が増加しており、多くのテント屋さんがホームページを立ち上げ、熾烈な競争
環境となり、テント業界にとってインターネット上のマーケットは新たな市場とし
て大きな成長分野に生まれ変わろうとしております。 
 
しかし、実際には多くのホームページでは集客が実現できていないサイトも多く存
在し、一部のテント屋が圧倒的な成果に結びつく形となっております。 
当社ではテント屋ナビをはじめとする、お手伝いをさせて頂くテント屋さんが、こ
れまでにない新規顧客からの問い合わせや、取引によって事業の安定基盤を作る事
のお手伝いができればと思っております。 
 
新しい事を始めるリスクよりも何もしないリスクの方が遥かに大きく、それらのリ
スクを最小限に留めるお手伝いができればと思っております。 

mailto:info@tentyanavi.com

