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ITreviewは「口コミ」によるSaaS・クラウドサービス選定サイト

40,000件以上の
レビュー掲載

3,500以上の
製品掲載

月間平均
150万PV



ウェビナー
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商談前に57％勝敗が着いているといわれる今どきの購買プロセス

課題を解決するため
のソリューションを

探す

課題定義 ソリューション
模索

比較検討①
（候補決め）

比較検討②
（意思決定前）

導入

ブログ、動画、
Web記事（製品特徴や事例）

サービスサイト

利用者の評価・評判
（成功、失敗体験談などのリアルな事例）

商談

社数を絞り
ベンダー声掛け

まずは予算を掛けずに
解決できる方法を検討

人力で解決するには限
界、ツールで解決する
に至る

Web検索

知人

81

%

64

%

検討者が商談に至るまでのプロセスが重要に

資料請求/トライアル

引用：「The Digital evolution in B2B Marketing」

依頼調査：ビジネス用ソフトウェア・クラウドサービス導入に関する調
査 2019（クロス・マーケティング）

https://www.itreview.jp/lp/001/
https://www.cebglobal.com/content/dam/cebglobal/us/EN/best-practices-decision-support/marketing-communications/pdfs/CEB-Mktg-B2B-Digital-Evolution.pdf
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レビュアー

購買検討者

ベンダー

レビュープラットフォーム

自社がアピールしなくても

ユーザーが自社の強み弱みを
語ってくれて新たな見込み客
を作り出してくれる

レビューや比較軸を参考にし、
失敗しないITツール選びができる

個人の体験を新たな価値に
（ベンダーファンの拡大、購買検討者への情報提供、

商品改善）

ITreviewが目指す世界

レビューから顧客のインサイトを
プロダクト開発に反映

顧客評価を示す称号（ITreviewAward）を
ブランディング施策に活用

レビューという顧客の声が集まり、皆がよりハッピーな世界へ

https://www.itreview.jp/lp/001/
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マーケターのよくあるお悩みと解決の方向性

サービス認知が取れない

実績や露出量では負けるので

別軸でメッセージアウトした

い

新しい市場を創造し、いち早

くポジションを築きたい

市場に競合が増え、他社との

差別化が難しくなっている

受注率、商談化率が低い、リ

ードタイムの長期化

広報、プロモーションの強化

説得力の高い事例の活用

顧客のペインの払拭、ゲイン

の訴求

事例、ユーザー会への参加に

よる、実ユーザーの声による

ペインとゲインの訴求

購買行動に即した、レビュー

ベースで比較が出来る情報チ

ャネルの提供

ユーザーレビュー・レビュー

解析データのコンテンツ化

ナーチャリング用の魅力的な

コンテンツ作成と継続的な情

報収集

事例などの発信

ユーザーレビューと評価を反

映したポジショニング訴求

お悩み 解決の方向性 ITreviewで実現できること

https://www.itreview.jp/lp/001/


5

お客様の声が新たな顧客を生み出すレビューマーケティング

お客様の声や評価、閲覧情報から得られる様々なデータをビジネスの力に

ブランディング
顧客の声分析

バイヤーインテント
コンテンツマーケティング/

セールスマテリアル

レビュー/

価格情報
閲覧履歴

比較データ

企業属性/

規模/業種
動画/資料DL

履歴

顧客の声、
スコアリン
グデータ

https://www.itreview.jp/lp/001/
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Grid Awardバッジやレビューを活用し、製品ブランディングを強化

ITreviewの閲覧者はほとんどが「ツール購入を検討している人」

広告予算を投じるより圧倒的にコスパの良いマーケティングの実現

≪背景・課題≫
● 自社Webサイトにお客さまの声を寄せるページはあるが、直接の書き込みは少

なかった

● お客さまからの等身大の声が十分に集められていなかった

● マーケティングで活用するコンテンツが事例などに限られていた

≪ITreview利用の効果・メリット ≫
● ITreviewという第三者のオープンな場で、お客さまの等身大の声が聞けるよう

になった

● ITreview Grid Awardの「Leader」受賞ページを作り、社外向けサイトへ掲載。

イベントでもパネル掲示し、マーケティング活動へ有効活用できた

● 営業が利用する説明資料へレビューを掲載。より分かりやすく製品の良さが伝

えられるようになった
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レビュー集を編纂してナーチャリングに活用

従来のコンテンツと比較してDL率２倍

ナーチャリングに活用したところ、受注サイクルが短縮

≪背景・課題≫
● 顧客の声は主にプロダクト改善に反映しており、マーケティングには生かせて

いなかった

● 担当者による顧客ヒアリングでは得ることが難しい「顧客の本音」を捉えたか

った

≪ITreview利用の効果・メリット ≫
● レビューを二次利用した“口コミ集”資料を作成、見込み客の資料ダウンロード

率が約2倍に向上した

● “口コミ集”をお客さまの検討度合いに応じた活用方法に落とし込むことで、ア

ポ率、商談化などのスピードも早まった

● “口コミ集”が新規営業の場面でも説得力のある資料になり、営業プロセスを前

に進めるのに有効なものになった

● ITreviewというオープンな場所に顧客の声があることで、新規顧客にもサービ

スの良さをフラットに知っていただくきっかけになった

レビュー集

https://www.itreview.jp/blog/archives/6847
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顧客の声を分析し、市場にフィットするPLGの実現

≪背景・課題≫
● 顧客が課題として挙げることが、世間的に言われているものなのか、日常の業

務の中で感じる真の課題なのか判別がつかなかった

● サービスに満足している顧客の声を聞く手段がなかった

● カスタマーサポートについて、具体的に評価する声が聞けていなかった

≪ITreview利用の効果・メリット ≫
● 日常的にお使いいただいているお客さまの生の意見が聞けるようになった

● 困っているお客さまだけでなく、満足している（不満がないと感じている）お

客さまのレビューから、さらにご提案できる内容を掘り起こすことが可能にな

った

● サポート品質に対するお客さまの評価を具体的に聞けるようになり、社員のモ

チベーションアップにもつながった

● より顧客を意識した商品企画・改善が可能となった

普段問い合わせをしない「大多数の普通のユーザー」がレビュー投稿

偏りのない顧客フィードバックを参考に、顧客最適化を進められる

顧客の声
Customer

Review

顧客評価の向上
声の収集

声・評価の
拡散

顧客起点の
新規購入

Customer Success

MarketingSales
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その他ご利用企業様の声①

企業 カテゴリー 導入効果（お客様の声）

おりこうブログ
株式会社ディーエスブラン
ド

ホームページ作成 ・レビューで評価されてアフターフォローが武器だと気づいた

・コンスタントに問い合わせにつながっている

・採用につながった

System Support best1

（SS1）

株式会社ディー・オー・

エス

IT資産管理 ・認知度では競合2社に勝てないが、満足度で勝負できている

・サポート力が高いというのが、他社と比べて強いという武器になった

・ITreview内の資料請求が増えた。

・一括請求型でないので、リード数は少ないが検討確度高い。

・ほとんどのリードが良い話につながっている

List Finder

株式会社 Innovation & 

Co.

MA（マーケティン

グオートメーショ
ン）

・セリングポイントが、レビューで裏付けられてた。

・パワーワード「ちょうど良いMA」の発見

・スピーディにプロダクト改善するため声収集をしているが限界がある。

・3rdPartyであるITreviewで質・量ともに加速することが出来ている

Sales

マーケ

CS

経営

Sales

マーケ

マーケ

マーケ

経営

Sales

Sales

CS
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その他ご利用企業様の声②

企業 カテゴリー 導入効果（お客様の声）

AOSBOX Business

AOSデータ株式会社

クラウドバックアッ
プ

・レビュー収集をきっかけに営業接点強化につながった

・コロナ禍においてもポジティブな要素提供できコミュニケーションの幅が広がった

→そのために全社でコミットしてレビュー収集に取り組んだ

・プロジェクトチームを作り週次で振り返り、率先垂範するメンバーをアサイン、可視化

・表彰などにより首都圏以外のお問い合わせがふえた

・販売パートナーレビューも売りにくい／売りやすいの声を集めて営業戦略に活かすことがで

きた

Backlog

株式会社ヌーラボ

プロジェクト管理 ・レビューをチャットで全社共有。レビューをもとにプロダクト改善へ実際組み込まれている

・自社でも集めているが、ITreviewのほうが本音が集まっていると感じる

Flipdesk

株式会社フリップデスク

Web接客 ・顧客に向き合う姿勢を強化できた。もともとプロダクト改善にいかしてはいたが、

リアルタイムや網羅性で課題あり。ITreviewで底上げができるようになった。

・月1MTGしてる既存客からでも普段MTG出てこない意見をいただけることが多く良かった

・レビューを各Tで読み込み会を開催し、今後のアクションプラン素材に使っている

Sales

Sales

マーケ

マーケ

経営

マーケ

CS

開発

開発
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料金プラン

16万円/月
定額で自社サイトへ送客が可
能！二次利用範囲の拡大可能！

12万円/月
ITreviewのデータ・コンテンツを

二次利用可能！

8万円/月
ITreview訪問者に対する

UXを最適化！

０円/月
掲載＆レビュー収集を
無料で利用可能！

※1「レビューキャンペーン」機能で使われた「投稿報酬」は別途請求対象となります。また、Freeプランごの場合、総利用額の10％を手数料としていただいております。
※2「リード獲得」機能については、1件獲得あたり15,000円の成果報酬をいただいております。
※3  Standard以上の場合、社名・氏名非公開設定で投稿されたレビューも、「社名まで」のデータは取得可能になります。
※各機能は現在時点の提供内容となり変更する場合がございます。

Freeプラン Standardプラン Premiumプラン Advancedプラン

✔製品基本情報の入力

（LOGO、製品紹介文、スクリーンシ

ョット、価格情報）

✔レビューキャンペーン設定（※1）

✔リード獲得ボタンの設置（※2）

✔Gridシミュレーター(12月上旬リリ

ース予定)

✔ Freeプランの機能すべて

✔ 製品ページコンテンツ拡充

（カバー画像/資料DL/動画）

✔ ピックアップレビュー設置

✔ 製品ページ内CTA

✔ コメントバック/メッセージ

✔ レビュー二次活用

✔ レビューデータダウンロード(※3)

✔ 自社製品ページ閲覧者の企業名

✔ CS運用サポート

✔ レビュー分析機能（簡易）（12月

リリース予定）

✔ Standard以下プランの機能すべて

✔ アワード受賞バッジ

✔ Grid/比較表

✔ リファレンスLPの作成

✔ カテゴリーページ閲覧者の企業名

✔ ウィジェット利用

✔ Premium以下プランの機能すべて

✔ リンク（送客）ボタンの設置

✔ CTA機能

✔ カテゴリーレポート二次利用

✔ 動画/資料閲覧者の企業名

✔ 比較表閲覧者の企業名と比較対象

製品名

✔ レビュー分析機能（12月リリース

予定）
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Freeプランの概要と実現できること：月額0円

✔掲載＆レビュー収集を利用

✔認知獲得＆興味喚起の機会創出

✔自社製品の魅力/課題発見

製品情報

価格情報

製品紹介

キャプチャ

担当者からのメ
ッセージ

お問い合わせ

製品
ロゴ

リード
ボタン

GridAward受賞時にはAwardバナーの二次活用可能

ウェビナー情報

https://www.itreview.jp/lp/001/
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Standardプランの概要と実現できること：月額8万円

✔ ITreview訪問者に対するUX最適化

✔サポート力強化

✔営業機会創出と訴求力強化

レビューを活用したコンテンツマーケティングが可能に

カバー画像

動画/資料DL

ピックアップ
レビュー

コメントバック

製品ページ内CTA

https://www.itreview.jp/lp/001/
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Premiumプランの概要と実現できること：月額12万円

✔ブランディング重視

✔マーケティング特化

✔購買者閲覧情報の拡大

顧客評価（GridやAwardバッジ）をコンテンツマーケティングや
SNS発信、セールスシートへの活用が可能に

サービス
サイト セールス

シート

企
業
名

製品/カテゴリー閲覧者情報取得

https://www.itreview.jp/lp/001/
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Advancedプランの概要と実現できること：月額16万円

✔定額で自社サイト送客が可能に

✔マーケ/セールス/CS全社活用型

✔コンテンツ・インテントデータフルver

企
業
名

製品/カテゴリー/比較データ取得可能

サービスサイトへ
送客可能

カテゴリーレポート
機能満足度、導入のしやすさNo1などの表記が可能に

https://www.itreview.jp/lp/001/
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ビジネスでの

レビュー活用を始めましょう！

レビューという顧客の声を

カスタマーサクセス、マーケティング

そしてブランディングに
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appendix

https://www.itreview.jp/lp/001/
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口コミ評価4.0/5
多くの方にご活用いただき、

高い評価をいただいております。
ITreview Grid Award 2020 Fall カスタマーサクセス部門

★ ★ ★ ★ ☆

特にコロナの影響が多い時期で、みんなリモートに移行しているタイミングは問い合わせ
してもレスが遅かったりしたため、レビューサイトで情報を収集する割合が今まで以上に
増えた。その結果、サービス理解はレビューサイトで済ませて営業担当とのコンタクトは
デモの確認と料金交渉がメインになるなど、時間短縮につながっている。
https://www.itreview.jp/products/itreview/reviews/44913

ITreviewに対する評価（サイトとして）

名刺管理のソフトを探す際に参考にさせていただきました。事前にメリットとデメリット
を把握して使い始められたので、とてもスムーズに導入できました。弊社ではサービスの
教材として利用する用途も含めて色々なソフトを利用するので、今後も参考にさせていた
だきたいです。https://www.itreview.jp/products/itreview/reviews/44886

類似するツールでどっちを採用するか迷ったときや、気になる新サービスを試す前に、覗
いてみると、ほかの一般のネット上の口コミとは違って、自分と似た業務や立場の方の使
い勝手について知ることができるので、かなりの確率でアタリが引けると思います。
https://www.itreview.jp/products/itreview/reviews/44310

今後BtoBでもレビューが重要になる時代

現場の声が聞ける貴重なサイト

誰にも聞けない本音レビュー

https://www.itreview.jp/lp/001/
https://www.itreview.jp/products/itreview/reviews/44310
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『Web会議』：1位

広告

SEOにより検索で上位にITreviewへのリンクが表出

カテゴリーやジャンルで検索 指名検索や製品名＋評判などでの検索

『楽楽明細』：3位

『クラウドサイン評判』：1位

https://www.itreview.jp/lp/001/
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Grid

アワード表彰と受賞バッジ

A B

※受賞条件として、販売関係者を除くレビューが10件以上掲載されている必要がございます。

顧客の声による満足度評価の表彰
ユーザーレビューを元に、

顧客満足度が高い製品を表彰させていただきます。

A

B

右に行くほど満足度が高い

上
に
行
く
ほ
ど
認
知
度
が
高
い

レビューが3件以上掲載されると
Gridに表出されます。

アワード表彰のバッジは、
高い顧客満足度の証として二次利用も可能

（※Premiumプラン以上のみ）

https://www.itreview.jp/lp/001/
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信頼性と公平性のあるレビューを参照
コミュニティガイドライン：https://www.itreview.jp/statics/guideline

レビューの信頼性を高めるための仕組みとは？

実名公開/非公開は投稿時に選択可能

すべて審査チームが内容を確認し
承認されたレビューのみが掲載されます

実名と企業名での会員登録必須、
企業ドメインの確認（フリーメール登録NG）

審査チームによる
レビュー投稿内容の全件事前審査

ガイドラインに抵触する内容などは
掲載差し戻しの対応を実施

審査チームによるリジェクト率

16.9%

品質向上の取り組みと審査基準を設けております

https://www.itreview.jp/blog/archives/304


ITreview内ブランディングの実現①

実績や広告予算ではなく、顧客支持で注目される仕組み
比較意思あるユーザーに製品ランキングとGrid表示で検討の土台に

カテゴリーやジャンルのKWや「×比較」で検索

4位

1位

顧客支持されるポジション

口コミ数ランキング



貴社製品の指名検索や「×評判」「×口コミ」などでの検索

製品を探しにきている顕在層に適切なブランドメッセージを

例：導入数の多さ、強みを訴求

ITreview内ブランディングの実現②

比較検討しているITreviewカテゴリーページから誘導



他オンラインマーケティング施策との相乗効果事例（一部）

CVせずに離脱した訪問者に対し、顧客

満足度の高さが伝わるバナーでリターゲ
ティング広告を配信。クリック率2%強

で再訪問者を獲得。うち、一定数が無料
登録に繋がる。

リターゲティング広告＆
Awardバッジ＆顧客評価点

ホワイトペーパー &

投稿された顧客レビュー

投稿されたレビューを「評価しされてい
る」ポイントごとに分類した顧客レビュ
ー集を作成。製品資料などの従来のWP

と比べてDL率が2倍程度に

LPO &

Award受賞バッジ

見込み客の流入があるLPに、自社ツー

ルが市場においてどんなポジションなの
かを明示。利用者がどのように評価して
いるかを参考にできるようにし、リード
獲得につなげている。

※数値的効果は非公開

Copyright 2020 ITcrowd Corp. 24



セールス（商談）時での効果的な活用方法

サービスが実際にどのように使われ、ど
う評価されているのかを顧客の声（客観
的な情報）で伝えることが可能。また、
社名公開の投稿は、導入実績も兼ねるも
のとなります。

投稿されたレビューと評価 Gridと企業規模ごとの評価軸

小規模企業軸 大規模企業軸

企業規模ごとで満足度や認知度が異なる
場合は、営業シーンにおいてGridの活用

が有効です。例えば、エンプラ顧客との
商談の際に「大企業の満足度が最も高
い」ことなどを客観的に証明できます。

競合優位性を視覚化できます。各機能に
対する評価や、サービス、価格などの満
足度を競合と横並びにすることができ、
顧客の要件に見合ったサービスであるこ
との証明にすることができます。

各機能・サービス評価の比較表

Copyright 2020 ITcrowd Corp. 25

Sales 客観性のある顧客の声や競合優位情報による商談、受注率向上
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ITreview オプショナルプラン：White Paper作成

ITreviewでは、レビュー投稿と共に製品評価アンケートにてデータの取得を行っております。それらデータを独自のアルゴリズムで解析し、
競合製品同士の比較・分析表などの形でご提供もしております。ITreview Whitepaperプランでは、それらデータを盛り込んだ資料を作成
し、納品させていただきます。

Light版 Rich版

制作形式
ITreview WhitePaperの既
存テンプレートからのご
選択頂きます。

オリジナルコンテンツ。
課題やご要件をヒアリン
グし内容を企画します。

制作工期 約2週間 約1.5ヶ月

費用 15万円～ 30万円～

内容（頁数） 5ページ 8ページ

納品形態 PDF ppt, PDF

オプション 有料でページ数の追加が可能です。

※当該ページに記載の金額に消費税は含まれておりません。サービス改定により金額変更をする場合もございますことご了承くださいませ。
※本プランはStandardプラン以上をご利用のお客様がコンテンツとしてご利用いただけます。ご契約終了後は本コンテンツをご利用いただくことはできません。

https://www.itreview.jp/lp/001/
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リード獲得機能（成果報酬型課金）についての詳細

製品ページ上に「お問合せ」「トライアル」「資料請求」ボタンを設置するほか、掲載している動画の「視聴」やWhitepaperなどの「ダウ
ンロード」で、リード情報を獲得することが可能です。リード獲得1件につき、15,000円の成果報酬をお支払いいただきます。予算上限を設
定してご利用いただくことも可能です。

リード獲得の上限予算と、獲得を続け
る期間を設定します。上記イメージの
場合は3万円の予算上限のため、2件
までリードを獲得する設定です。
※リード単価15,000円

リード獲得タイプ（リード獲得ボタンor・コン

テンツダウンロード）と、コンバージョンア
クション（問い合わせ/トライアル/資料請求/視

聴/ダウンロード）の種類を設定します。

製品ページ左側にリード獲得ボタン、製
品情報タブ内の「動画」や「ホワイトペ
ーパー」掲載箇所からリードの獲得が可
能となります。

毎月末に、取得したリードの無効申請をしていただき、請求対象を確定いたします。無効リード・請求の詳細は次スライド→

https://www.itreview.jp/lp/001/


Copyright 2020 ITcrowd 

Corp.
28

無効申請の手続き

・対象リードを毎月末日締めとし、翌月20日までにITreview管理サイトより無効申請をおこなってください
・弊社で内容確認の上、無効リード数が確定いたします（場合によっては詳細確認をさせて頂きます）
・確定した件数*にて請求書を発行いたします
・期間内に申請手続きがない場合は、全リード件数にて請求書を発行いたします

無効となる場合

・記入項目に明らかに不正がある（虚偽の氏名、電話番号、企業名） 例：「あああ」「0120-000-111」

・電話がつながらない（呼び出し音がならない、別の会社につながる、FAX番号）

・自社社員（製品管理ページより、お客様ご自身で「IPアドレス、ドメイン指定」して排除設定をしていただきます）

・競合企業社員（製品管理ページより、お客様ご自身で「IPアドレス、ドメイン指定」して排除設定をしていただきます）

無効ではない場合

・SIer、リセラーなど
・住所が完全でない（他の情報は正しい）
・HPが存在しない企業

*リードは「設定された予算＋10％」まで獲得されます。予算超過して獲得した10％分は請求の対象とはなりません。
※設定した予算内に無効リードが含まれていた場合に発生する機会損失の可能性をITreviewがカバーさせていただきます。
※設定した予算額の10％分が15,000円に満たない金額の場合は、一律15,000円分（リード1件分）が請求非対象枠となります。

リード獲得機能（成果報酬型課金）についての詳細

https://www.itreview.jp/lp/001/
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※掲載保留のレビューの可能性もあるため、レビュー投稿申し込み時点で＋10％まで受け付けます

※Freeプランの製品に関しましては手数料10%を加算した金額にてご請求いたします。
Copyright 2020 ITcrowd 

Corp.

レビューキャンペーン（投稿報酬オート配布機能）についての詳細

自社製品に対するレビュー投稿をしてくれたユーザーに対して、Amazonギフト券を謝礼（投稿報酬）としてプレゼントできる機能です。キ
ャンペーンを設定・配信する機能はFreeプランからご利用いただけますが、実際に謝礼として発行されたAmazonギフト券の額面分は、ご
請求対象となります。

キャンペーンの名前、予算・期間、投稿に対する謝
礼金額を設定し、キャンペーンLPを生成。

ユーザーが、設定したキャンペーンを経由してレビ
ューを投稿。（キャンペーンコード入力して投稿）

投稿されたレビューを、ITreviewが審査。（ユーザ
ー確認、内容が適切か、コピーではないか、など）

審査通過したレビューの投稿者に対し、ITreviewの
キャンペーンシステムがAmazonギフト券（報酬）
を送付。

月末に、当月開催されたキャンペーンで支払われた
報酬（Amazonギフト券）の総額をご請求。

ご掲載者様

ユーザー様

ITreview

ITreview

ITreview

https://www.itreview.jp/lp/001/
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レビュー増やしていくために、積極的に自社ユーザーに
アプローチしてレビュー投稿を促進することが効果的です

セミナーやユーザー会

顧客満足度調査として
SNSやメール配信

事例協力企業や
優良顧客に個別依頼

プロダクトへの思いが強い
ロイヤルカスタマーに
レビューを書いてもらう

有料プランでの
レビュー収集ご支援

会員向けメルマガでの
ピックアップご紹介※2

PR枠などサイト内での
露出場面設置※2

レビューキャンペーン用
Amazonギフト券ご支援

御社イベントでの
現地ブース出展など※1

※1.実施内容は都度ご相談となります。
※2.ご紹介や露出機会は不定期実施となります。

プラス

各種広告による集客※2

レビューを集める

Copyright 2020 ITcrowd Corp.
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実装済みの機能について
コメントバックで補足説明

顧客の課題に対する
フォローコメントで課題解決へ

アップセル/クロスセル
提案

コメントバックでベンダーからも情報発信を展開

・レビュー内容に対しての補足説明をITreview上で展開する

・ユーザーの課題点に対する解決策を提示し、課題解決から満足度を高める

・顧客の声に向き合う企業姿勢をアピール

https://www.itreview.jp/lp/001/
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▼リファレンスLP機能とは
貴社が選択したレビューのみを掲載した
特設ページ（LP）を作成することができます。

作成されたページには専用URLが発行され、
そのURLはあらゆるシーンでご自由にご活用いただけます。

LPは通常のITreviewの画面と全く同じUIのため、
お客様にとって違和感なく、
貴社が見せたいレビューのみを絞って見せることができます。

特定のレビューをまとめ、専用のURLを発行することができます。
これにより、ターゲットとなる見込み客へナーチャリング材料として効果的な掘り起こしが可能となります

リファレンスLP

Copyright 2020 ITcrowd Corp.
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インテントデータ（購買活動している企業を獲得）

カテゴリーページや製品レビューの閲覧/製品比較/コンテンツDLなど購買活動履歴を確認でき、
貴社ハウスリストと照らし合わせてのターゲティング等にご活用いただけます。

製品ページ カテゴリーページ

動画・資料閲覧

比較対象の製品

企
業
名

企
業
名

Copyright 2020 ITcrowd Corp. 33

検討者ターゲッ
トリストとして
インサイドセー
ルスが対応

離反アラートに
CS活用
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ITreview ご掲載プラン：プロダクト連携サービス

Salesforce 連携

ITreviewに投稿されたレビューをSalesforce上に取り込み可能

に。レビューを顧客情報と一元管理できるようになり、顧客理
解が深まります。

プラン Premiumプラン以上でご利用可能

集めたユーザーの声
をSalesforce上に取

り込み、一覧化。営
業やCS社員がいつで

もレビュー（顧客の
声）を確認しやすい
状態に。

営業やCSが
Salesforceに蓄積し

ている顧客情報と、
顧客レビューを一元
管理可能に。アップ
セルや解約防止の参
考情報強化を。

Slack 連携

ITreviewにレビューが投稿された際、自社で使っているSlackの

指定のチャンネルにも自動でレビューが投稿される用に設定す
ることが可能に。お客様の声を「全社共有」する際に便利です。

プラン Standardプラン以上でご利用可能

https://www.itreview.jp/lp/001/
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利用部門 ニーズ 提供価値 有料メニュー 効果 代替金額

マーケティング

製品の認知獲得
（ブランディング）

高い顧客評価
の訴求

●評価高レビュー/コメントバック/カバー画像
の表示
●貴社で2次利用
Gridポジション、満足度評価、個別レビュー評価

品質高コンテンツで
・PV獲得
・リーチ数
・CV率UP

PV×200～500円
（500PVの場合、10万～25万）

広告費用

見込み客の獲得
（リード獲得）

きっかけ作り アワード受賞紹介と製品や事例資料DL促進 見込み客の掘り起こし 貴社想定

新コンテンツ入手

レビューなど2次利用によるバナーの作成 CVの効率UP 10万/月

レビューなど2次利用による事例/WPの作成 WP制作費用 10万/月

カスタマー
サクセス

商品改善 インサイト獲得
●アンケート集客支援
●詳細レビュー情報DL

調査費用代替え
頻度高く収集可

10万/回

離脱防止/アップセル
アラート

インサイト獲得
●詳細レビュー情報DL
●メッセージ機能

ネガティブチャーン 貴社想定

セールス 競合差別化 競合比較

●競合とのスコア差、
差別化レビューコメントを製品資料で利用

●関連業種・利用シーンの類似レビュー集
ページを作成（リファレンスLP）

受注率の向上 貴社想定

費用8～12万/月に対して、

約30万/月＋α（250％～375％）の効果

ITreview活用のROI考え方

https://www.itreview.jp/lp/001/

