
圧倒的な検索順位優位性！
google検索順順位 1位 多数！ 「地域名 + コンカフェ」 など

全国のコンカフェ情報を集めた

ポータルサイト

サイト内が探しやすい
「地域別」 「ジャンル別」 「細かい特徴」など

魅力が伝わる体験レポート
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・店舗情報の掲載は完全無料！

・サイトの使いやすさ・お店の探しやすさは、当サイトが一線を画していると自負しています

・お店の魅力を存分にユーザーへ伝える為「コンカフェ体験レポート」に特に力を入れており
店舗様、ユーザーそれぞれから非常に好評を頂いています

サービス概要

POINT!

特徴



こんなお悩みはありませんか？

コンカフェ経営において重要な要素
・顧客のリピーター率
・将来のリピーターを育てる為の新規顧客開拓

新規顧客の開拓は、長いビジネス継続に不可欠

集客への対策は十分ですか？

・ビラ配りに頼りっきりで対費用効果が悪い
・既に広告を打っているが対費用効果が悪い
・新規顧客向けのイベントの来客が少ない
・売上成長率が横ばい
・そもそも新規顧客開拓の施策を打てていない

以下のように
新規顧客の集客に苦戦していませんか？

「全国コンカフェマップ」では

新規顧客の獲得に特化した

費用効果抜群の

有料プランを

ご用意しております



サイトへの
バナー掲載

Twitter上で
定期的な店舗ご紹介

体験レポート
執筆

「エリア別のオススメ」
優先掲載

広告の効果測定はクーポンを発行して頂くことで可能となります

有料プランのご紹介

大きく目立つバナー掲載で
多大な宣伝効果を！

弊社での無料でバナー作成も可能
(※Bプラン以上をご契約場合のみ)

「地域名 + コンカフェ」という
キーワードで表示される

「エリア別のオススメ店舗記事」へ
店舗情報を掲載

毎月２５万インプレッション獲得の
Twitterアカウントで
店舗をご紹介

来店の決め手になる！
店舗のイメージが伝わりやすい
体験記事やレビュー記事を執筆

より集客に力を入れたい店舗様の為に有料広告プランをご用意♪

４つの施策により集客をサポート！



プラン比較表

プラン名 A B C D
地域別記事の
掲載のみ

単月契約（月額） 70,000円 40,000円 30,000円 20,000円 15,000円

サイトへのバナー掲載 トップヘッダー サイト上部 サイト下部 フッター なし

「エリア別のオススメ」
優先掲載 ◯ ◯ ◯ ◯ ○

Twitter上で
定期的な店舗ご紹介 ◯ ◯ ◯ ◯ ○

体験
レポート執筆 ◯ ◯

✕
（有料）

✕
（有料）

✕
（有料）

ご予算に応じて

バナー掲載位置をご選択可能



A B C D

プラン別 バナー掲載位置

契約が複数店ある場合は
ランダムスライドショー形式

ヘッダ部
サイト下部

各コンテンツの間
フッタ部

サイト上部
各コンテンツの間

目立つ場所ほど

アクセス可能性がアップ



有料プランのメリット

手間をかけずに

大幅な来店促進効果が期待できる

手間が

ほとんどかからない
来店促進効果

（新規顧客＋リピート）

圧倒的な

検索順位優位性

① ② ③

♪



「コンカフェ 池袋」

1位
※2020/9/3確認

「コンカフェ とは」

1位
※2020/9/3確認

「コンカフェ 秋葉原」

1位
※2020/12/25確認

「コンカフェ 新宿」

1位
※2020/9/14確認

「コンカフェ 男装」

1位
※2020/12/25確認

「コンカフェ おすすめ」

1位
※2020/12/27確認

「コンカフェ 渋谷」

1位
※2021/2/28確認

「コンカフェ 大宮」

3位
※2021/3/2確認

「コンカフェ」

1位
※2021/5/8確認

「コンカフェ ミナミ」

1位
※2022/1/2確認

「コンセプトカフェ」

1位
※2021/10/12確認

「コンカフェ 心斎橋」

1位
※2021/10/12確認

メリット①圧倒的な検索順位優位性！

「コンカフェ 日本橋」

1位
※2022/1/2確認

「コンカフェ 博多」

1位
※2022/1/2確認

「コンカフェ 天神」

1位
※2022/1/2確認

「メンズコンカフェ おすすめ」

3位
※2022/1/2確認

「コンカフェ 大阪」

1位
※2022/1/2確認

「地域名 + コンカフェ」キーワードでの

google検索順位 1位多数！

googleの検索順位で上位に上がる必須条件は2つです
①質の良い記事であること、②検索ユーザーのニーズを満たせる記事であること
全国コンカフェマップの記事は、上記を満たしているためgoogle検索で上位を獲得する事が
出来ており今後も主要キーワードでの順位の向上が見込まれます。

POINT!



メリット②来店促進効果

多大な広告宣伝効果で新規顧客を獲得
後のリピート増加にも繋がる

① ②

検索順位優位性により
コンカフェを探している潜在顧客に

店舗様の存在を
強くアピールする事が可能です

特定エリアの
潜在顧客へのアピール

になる

・客単価5,000円と仮定してもプラン料金
を裕に超える効果をご体感出来ます

・リピート利用まで考慮すれば、実際の効果
はもっと高いです

コンカフェマップ経由の

新規顧客が
1か月で16人ご来店

有料プラン
ご利用店舗の効果事例

※実事例の一つの為、全ての店舗様の効果の保証するものではありません



メリット③手間がほとんどかからない

バナー作成や紹介文の作成など

弊社のプロ（デザイナー・ライター）にお任せ下さい

店舗様でのご用意
店舗情報・バナー素材の用意とご確認だけ！

弊社でのご対応
バナー作成や紹介文の作成など

※バナー作成は一部プランのみ

①住所
②電話番号
③Twitter
④営業時間
⑤料金体系
⑥設備情報
⑦クーポン内容 etc...

①キャストの宣材写真
(複数人写っているもの)

②店舗内装写真 etc...

店舗情報 バナー素材



プラン料金

プラン名 A B C D
地域別記事の
掲載のみ

サイトへのバナー掲載 トップヘッダー サイト上部 サイト下部 フッター なし

単月契約 70,000円 40,000円 30,000円 20,000円 15,000円

3ヶ月契約 63,000円 36,000円 27,000円 18,000円 13,500円

６カ月契約 56,000円 32,000円 24,000円 16,000円 12,000円

１２カ月契約 49,000円 28,000円 21,000円 14,000円 10,500円

6ヶ月以上の

長期契約がお得
※月額

複数店舗でご加入の場合、上記料金から以下を割引！
2店舗目 : 20%引
3店舗目 : 30%引
4店舗目 : 40%引
5店舗目以降 : 50%引

体験記事の執筆が無料！
（通常３万円）



メールか、TwitterDMにてお問い合わせください
info@con-cafe.jp または https://twitter.com/con_cafejp

各プランの料金表をお送りいたします

店舗情報やバナーをご送付ください
バナーの作成が必要な場合は、弊社で無料で作成致します。

バナー掲載開始！ ＆ 取材完了次第、体験記事も掲載！

ご入金
一括、分割それぞれ対応可

ご契約の流れ
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まとめ

手間が

ほとんどかからない
来店促進効果

（新規顧客＋リピート）

圧倒的な

検索順位優位性

お問合せ運営元

https://twitter.com/con_cafejp https://saab-tech.com
info@con-cafe.jp

大幅な来店促進をサポート！

まずはお問い合わせ下さい

① ② ③


