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AfterBefore

卸・商社を通して、大手スーパーやコンビニなどに流通
できれば成功だったが、価格競争＆返品問題などで利益
がでにくい構造に。よいものを作っても評価されず、適
切な価格で販売できずに埋もれていく。

利益が確保できる小口法人の直接取引が安定的に増加し
、１社に偏らない構成になり売上が安定。また、法人通
販の仕組みを導入することにより、リスクのない直接取
引が増え、営業人員は現状のまま事業が継続でき、利益
も大きく増加する。

半日で、具体的な方向性が見える！
本セミナーでお伝えする内容の一部です！

※上記の内容は予定であり、当日お話しする内容と異なる場合がございます。ご了承ください。

毎月１０～２０社以上の新規問合せ！不安定な新規開拓から、継続的な新規法人開拓へ！！
無駄な展示会を１つ削るだけで実施可能！ホームページにコストをかける時代なんです。
ホームページから問合せがこない？！問合せや新規が増えない本当の理由…！？
問合せ型＆問題解決型サイトって何？通常のコーポレートサイトとはまったく違う構造が…！
業種別＆商品別ごとにターゲットを絞り込むことが第一歩！
小規模も大規模法人もネットで検索して仕入れる時代！
あなたの商品＆サービスは、こんなワードでネットで探している人がいる！
攻めるべき業種＆商品が絞れれば、問合せを増やすのは簡単＆低コストでやれる現実が。
小口法人取引に最適！法人通販（ＢＴＯＢ通販）の仕組みと威力。
新規取引＆新規業種が増えると会社が活性化する！新規営業をベースにした社員育成。
小口取引を継続させると事業が右肩へ！継続取引していただくための仕組みについて。

[第１講座] 13:30～14:15

食品メーカーの営業革命

・なぜ、新規法人が必要か
・既存の手法と何が違うのか？
・小口取引のメリット＆デメリット

[第２講座] 14:25～15:10
TRUE流ＷＥＢと法人通販を
活用した新規開拓の仕組み公開
・問合せを増やすホームページとは？
・自社のポジショニングが最も大切
・法人通販の導入の流れについて

[第３講座] 15:25～16:00
TRUE流新規営業ができる

人材育成とTRUEがご提供 できること
・新規営業が最も人材が育つ瞬間
・ＴＲＵＥ流の営業＆商品会議
・ＴＲＵＥがご提供できるもの

食品マーケットでの経験が１０年以上のメンバーが在籍しており、
累計１０００社以上の案件を経験しております。
業界No.1にした企業数が１００社を超えている圧倒的な実績と経験があります。
商品開発＆通販＆ＷＥＢマーケティングに特化しており、それ以外はお役に立てません。
単に売上を上げることを目標とはしていません。

業界内部での明確なポジションを確保し、継続性のある高収益ビジネスを作り上げます。　

脱卸！脱卸！

飲食開業向け

１見積もり５０００円以下で問合せ！

年間５０００万円の売上増

毎月２０件以上の問合せ＆見積もり確保

ＷＥＢサイトに法人ページ１枚加えただけで、

コストは月々数万円で新規増加に成功！

展示会等だけでなく、直接取引の法人が増加したことにより
、法人売上が安定。卸企業を入れていない直接取引なので、
利益率も向上しました。

「ＷＥＢ問合せから、ＢＴＯＢ通販へ」
 入社３年の若手営業マンでも

 新規法人５０％弱の成約率を達成！

今まで新規営業をしたことがなかったのですが、ＷＥＢから
の問合せを軸とした法人通販の導入により、若手営業担当で
も、５０％の成約率を達せしました。

狙っていた飲食開業向けの問合せサイトつくることにより、
紹介・ルートセールス以外での新規業種の取引を人員を増加
せず、増やすことができました。コストも安く、回収も早い
のが驚きです。

　

３つの事例の共通点は

を最大限に生かしたビジネスモデルです。

自社のＷＥＢサイトと法人通販（ＢＴＯＢ通販）自社のＷＥＢサイトと法人通販（ＢＴＯＢ通販）

TRUEは20年以上、 食品メーカーの商品開発・通販・ＷＥＢマーケティング
で奮闘している専門メンバーが在籍しいている専門家集団です。
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で奮闘している専門メンバーが在籍しいている専門家集団です。

AfterBefore

卸・商社を通して、大手スーパーやコンビニなどに流通
できれば成功だったが、価格競争＆返品問題などで利益
がでにくい構造に。よいものを作っても評価されず、適
切な価格で販売できずに埋もれていく。

利益が確保できる小口法人の直接取引が安定的に増加し
、１社に偏らない構成になり売上が安定。また、法人通
販の仕組みを導入することにより、リスクのない直接取
引が増え、営業人員は現状のまま事業が継続でき、利益
も大きく増加する。

半日で、具体的な方向性が見える！
本セミナーでお伝えする内容の一部です！

※上記の内容は予定であり、当日お話しする内容と異なる場合がございます。ご了承ください。

毎月１０～２０社以上の新規問合せ！不安定な新規開拓から、継続的な新規法人開拓へ！！
無駄な展示会を１つ削るだけで実施可能！ホームページにコストをかける時代なんです。
ホームページから問合せがこない？！問合せや新規が増えない本当の理由…！？
問合せ型＆問題解決型サイトって何？通常のコーポレートサイトとはまったく違う構造が…！
業種別＆商品別ごとにターゲットを絞り込むことが第一歩！
小規模も大規模法人もネットで検索して仕入れる時代！
あなたの商品＆サービスは、こんなワードでネットで探している人がいる！
攻めるべき業種＆商品が絞れれば、問合せを増やすのは簡単＆低コストでやれる現実が。
小口法人取引に最適！法人通販（ＢＴＯＢ通販）の仕組みと威力。
新規取引＆新規業種が増えると会社が活性化する！新規営業をベースにした社員育成。
小口取引を継続させると事業が右肩へ！継続取引していただくための仕組みについて。

[第１講座] 13:30～14:15

食品メーカーの営業革命

・なぜ、新規法人が必要か
・既存の手法と何が違うのか？
・小口取引のメリット＆デメリット

[第２講座] 14:25～15:10
TRUE流ＷＥＢと法人通販を
活用した新規開拓の仕組み公開
・問合せを増やすホームページとは？
・自社のポジショニングが最も大切
・法人通販の導入の流れについて

[第３講座] 15:25～16:00
TRUE流新規営業ができる

人材育成とTRU Eがご提供できること
・新規営業が最も人材が育つ瞬間
・ＴＲＵＥ流の営業＆商品会議
・ＴＲＵＥがご提供できるもの

食品マーケットでの経験が１０年以上のメンバーが在籍しており、
累計１０００社以上の案件を経験しております。
業界No.1にした企業数が１００社を超えている圧倒的な実績と経験があります。
商品開発＆通販＆ＷＥＢマーケティングに特化しており、それ以外はお役に立てません。
単に売上を上げることを目標とはしていません。

業界内部での明確なポジションを確保し、継続性のある高収益ビジネスを作り上げます。　

脱卸！脱卸！

飲食開業向け

１見積もり５０００円以下で問合せ！

年間５０００万円の売上増

毎月２０件以上の問合せ＆見積もり確保

ＷＥＢサイトに法人ページ１枚加えただけで、

コストは月々数万円で新規増加に成功！

展示会等だけでなく、直接取引の法人が増加したことにより
、法人売上が安定。卸企業を入れていない直接取引なので、
利益率も向上しました。

「ＷＥＢ問合せから、ＢＴＯＢ通販へ」
 入社３年の若手営業マンでも

 新規法人５０％弱の成約率を達成！

今まで新規営業をしたことがなかったのですが、ＷＥＢから
の問合せを軸とした法人通販の導入により、若手営業担当で
も、５０％の成約率を達せしました。

狙っていた飲食開業向けの問合せサイトつくることにより、
紹介・ルートセールス以外での新規業種の取引を人員を増加
せず、増やすことができました。コストも安く、回収も早い
のが驚きです。
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飲食開業向け

１見積もり５０００円以下で問合せ！

年間５０００万円の売上増

毎月２０件以上の問合せ＆見積もり確保

ＷＥＢサイトに法人ページ１枚加えただけで、

コストは月々数万円で新規増加に成功！

展示会等だけでな 狙っていた飲食開業向けの問合せサイトつく と より

も、５０％の成約率を達せしました

食品メーカーの営業革命

・なぜ、新規法人が必要か
・既存の手法と何が違うのか？
・小口取引のメリット＆デメリット

食品マーケットでの経験が経験が経験が経験が経験が
累計１累計１累計１累計１累計１００００社以上の案件を経００社以上の案件を経００社以上の案件を経
業界業界業界業界業界NNo.1にしたo.1にした企企業数が１００社を超業数が１００社を超
商品開商品開商品開商品開商品開発発＆通販＆ＷＥＢマーケティングに＆通販＆ＷＥＢマーケティングに
単に売上を上げることを目標とはしていません

業界内部でののの明確なポジションを確保し、継続性のある高収益ビジネ明確なポジションを確保し、継続性のある高収益ビジネ明確なポジションを確保し、継続性のある高収益ビジネ

狙っていた飲食開業向けの問合せサイトつくることにより、
紹介・ルートセールス以外での新規業種の取引を人員を増加
せず、増やすことができました。コストも安く、回収も早い

展示会等だけでなく 直接取引の法人が増加したことにより 狙っていた飲食開業向けの問合せサイトつく

も、５０％の成約率を達せしました

直接取引の法人が増加したことにより
法人売上が安定。卸企業を入れていない直接取引なので、

ＴＯＢＴＯＢＴ 通販へ」
入社３年の若手営業マンでも

 新規法人５０％弱の成約率を達成！

今まで新規営業をしたことがなかったのですが、ＷＥＢから

狙っていた飲食開業向けの問合せサイトつく
紹介・ルートセールス以外での新規業種の取
せず、増やすことができました。コストも安
のが驚きです。

今まで新規営業をしたことがなかったのですが、ＷＥＢか今まで新規営業をしたことがなかったのですが、ＷＥＢから
の問合せを軸とした法人通販の導入により、若手営業担当で
今まで新規営業をしたことがなかったのですが、ＷＥＢか
の問合せを軸とした法人通販の導入により、若手営業担当
も、５０％の成約率を達せしました。

展示会等だけでな
、法人売上が安定。卸企業を入れていない直接取引なので
利益率も向上しました

 新規法人５０％弱の成約率
今まで新規営業をしたことがなかったのですが、ＷＥＢか今まで新規営業をしたことがなかったのですが、ＷＥＢか
の問合せを軸とした法人通販の導入により、若手営業担当

展示会等だけでなく、直接取引の法人が増
法人売上が安定。卸企業を入れていない直接取引なので
利益率も向上しました。

「ＷＥＢ問合せ

 新規法人５０％弱の成約率
今まで新規営業をしたことがなかったのですが、ＷＥＢか今まで新規営業をしたことがなかったのですが、ＷＥＢか
の問合せを軸とした法人通販の導入により、若手営業担当

直接取引の法人が増
法人売上が安定。卸企業を入れていない直接取引なので

問合せから、ＢＴから、ＢＴから、Ｂ
入社３年の若手営業マンでも

 新規法人５０％弱の成約率
今まで新規営業をしたことがなかったのですが、ＷＥＢか今まで新規営業をしたことがなかったのですが、ＷＥＢか
の問合せを軸とした法人通販の導入により、若手営業担当

３つの事例の共通点は

を最大限に生最大限に生かしたビジネスモデルです。
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AfterBefore

卸・商社を通して、大手スーパーやコンビニなどに流通
できれば成功だったが、価格競争＆返品問題などで利益
がでにくい構造に。よいものを作っても評価されず、適
切な価格で販売できずに埋もれていく。

利益が確保できる小口法人の直接取引が安定的に増加し
、１社に偏らない構成になり売上が安定。また、法人通
販の仕組みを導入することにより、リスクのない直接取
引が増え、営業人員は現状のまま事業が継続でき、利益
も大きく増加する。

半日で、具体的な方向性が見える！
本セミナーでお伝えする内容の一部です！

※上記の内容は予定であり、当日お話しする内容と異なる場合がございます。ご了承ください。

毎月１０～２０社以上の新規問合せ！不安定な新規開拓から、継続的な新規法人開拓へ！！
無駄な展示会を１つ削るだけで実施可能！ホームページにコストをかける時代なんです。
ホームページから問合せがこない？！問合せや新規が増えない本当の理由…！？
問合せ型＆問題解決型サイトって何？通常のコーポレートサイトとはまったく違う構造が…！
業種別＆商品別ごとにターゲットを絞り込むことが第一歩！
小規模も大規模法人もネットで検索して仕入れる時代！
あなたの商品＆サービスは、こんなワードでネットで探している人がいる！
攻めるべき業種＆商品が絞れれば、問合せを増やすのは簡単＆低コストでやれる現実が。
小口法人取引に最適！法人通販（ＢＴＯＢ通販）の仕組みと威力。
新規取引＆新規業種が増えると会社が活性化する！新規営業をベースにした社員育成。
小口取引を継続させると事業が右肩へ！継続取引していただくための仕組みについて。

[第１講座] 13:30～14:15

食品メーカーの営業革命

・なぜ、新規法人が必要か
・既存の手法と何が違うのか？
・小口取引のメリット＆デメリット

[第２講座] 14:25～15:10
TRUE流ＷＥＢと法人通販を
活用した新規開拓の仕組み公開
・問合せを増やすホームページとは？
・自社のポジショニングが最も大切
・法人通販の導入の流れについて

[第３講座] 15:25～16:00
TRUE流新規営業ができる

人材育成とTRU Eがご提供できること
・新規営業が最も人材が育つ瞬間
・ＴＲＵＥ流の営業＆商品会議
・ＴＲＵＥがご提供できるもの

食品マーケットでの経験が１０年以上のメンバーが在籍しており、
累計１０００社以上の案件を経験しております。
業界No.1にした企業数が１００社を超えている圧倒的な実績と経験があります。
商品開発＆通販＆ＷＥＢマーケティングに特化しており、それ以外はお役に立てません。
単に売上を上げることを目標とはしていません。

業界内部での明確なポジションを確保し、継続性のある高収益ビジネスを作り上げます。　

脱卸！脱卸！

飲食開業向け

１見積もり５０００円以下で問合せ！

年間５０００万円の売上増

毎月２０件以上の問合せ＆見積もり確保

ＷＥＢサイトに法人ページ１枚加えただけで、

コストは月々数万円で新規増加に成功！

展示会等だけでなく、直接取引の法人が増加したことにより
、法人売上が安定。卸企業を入れていない直接取引なので、
利益率も向上しました。

「ＷＥＢ問合せから、ＢＴＯＢ通販へ」
 入社３年の若手営業マンでも

 新規法人５０％弱の成約率を達成！

今まで新規営業をしたことがなかったのですが、ＷＥＢから
の問合せを軸とした法人通販の導入により、若手営業担当で
も、５０％の成約率を達せしました。

狙っていた飲食開業向けの問合せサイトつくることにより、
紹介・ルートセールス以外での新規業種の取引を人員を増加
せず、増やすことができました。コストも安く、回収も早い
のが驚きです。

　

３つの事例の共通点は、

を最大限に生かしたビジネスモデルです。

自社のＷＥＢサイトと法人通販（ＢＴＯＢ通販）自社のＷＥＢサイトと法人通販（ＢＴＯＢ通販）

TRUEは20年以上、 食品メーカーの商品開発・通販・ＷＥＢマーケティング
で奮闘している専門メンバーが在籍しいている専門家集団です。




