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会社概要

株式会社インデンコンサルティング社名

2009年7月1日設立

3,000万円資本金

代表取締役　斎藤 正寛 代表者

スマイルコール事業
まるなげ事業
インバウンド支援事業

事業内容

京都本社 
〒604-8166　京都市中京区三条通烏丸西入ル 

御倉町85-1 KDX烏丸ビル 4F 

事務所

東京本部 
〒100-0004　東京都千代田区大手町2-6-2-12F

弊社の飲食事業イクスカフェの店舗内装
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弊社サービス一覧

24時間365日、ビデオ通話の機能
を活 用して通 訳をするサービスで
す。現在は6言語（英語・中国語・韓
国語・スペイン語・ポルトガル語・タ
イ語）で対応が可能となります。
2012年からサービス開 始して、現
在15,000施設でご利用いただいて
おります。

スマイルコール

スマイルコールの 通 訳 オペレー
ターが講師を務めるオンライン語学
教室（※現在は英語・中国語の2言
語対応）です。お客様のご要望や
職場に合わせた内容とスケジュー
ルでレッスンを行います。

語学研修

スマイルコール事業

「御社の社内デザイナーになります」
というコンセプトで 一 番 人 気 のまるなげ
サービスになっています。

まるなげデザイン

「素人がマーケティングを兼務すると非効率
です」広告やSNS運用は当然可能ですが、新
規アポイント獲 得など、泥 臭いことがマーケ
ティングだと考えてます。弊 社 自 身が一 番
困ったことなので中 小 企 業 様におすすめで
す。

まるなげマーケティング

まるなげ事業

商談が確定するまで、費用がかからない、成
功報酬型のサービスです。ウェブセミナーの
企画、運用、集客をすべて代行するセミナー
運用もあります。

まるなげセールス
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まるなげセールスとは？

飛び込み営業やテレアポなど従来型のセー

ルス手法を続けてる。コロナ渦で在宅勤務が

進み、企業のセキュリティ対策も向上、従来

型の営業手法が心象悪化を招き、迷惑行為

としか受け取られない可能性があります。 

こんな課題を抱えていませんか？ 

社会人の基礎教育として、新人社員がアポ

獲得をするのも昔の話です。「気合い」と「根

性」で獲得してもアポ数がKPIになり最終成果

には結びつかないケースが増えてます。業務

の属人化も加速し、折角の人材が退出するリ

スクもあります。 

昔はルート営業のみで成り立っていた企業も

ありましたが、変化の激しい現代では、ほと

んどの業界で新規開拓なしには生き残って

いけない世界になりつつあります。 

商談獲得の方法が不安だ  既存顧客へのルート営業だけ
では先細りに 

アポ獲得をする人材がいない 

世の中の”ほぼ”100％のBtoBサービスは商談獲得に困っている 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まるなげセールスとは？

 まるなげセールス 」は 

商談が確定するまで、 

費用がかからない、 

成功報酬型のサービスです。  

「 

0  円

商談獲得 

無制限 無料 成果報酬
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まるなげセールスの強み

経営リスクを最小限に

・「完全成果報酬型」で契約可能のサービスです。
・商談単価も業界最安値（CPA1万円以下）で設定
・御社の経営リスクを最小限にサービス提供が可能

サービスは丸投げでOK

・御社が商談獲得したいサービス概要を教えて下さい。
・弊社のハウスリスト（自社リスト）から、課題解決がマッチする 
　会社のみを選び商談を設定いたします。

「スマイルコール」での圧倒的な顧客基盤

・15,000施設を超える利用ユーザー。利用ユーザー以外でも名刺　交換
先など、多くの企業と接点を持ち続けて参りました。 
　そのため新規セールスが不要 
・アポ獲得は手段であり受注が目的、その為に弊社は動きます。
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料金プラン

初期費用

月額費用 0円

0円

まるなげアポ獲得

成果報酬費用 １商談 1万円

完全 
成果 

報酬型 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料金プラン

　・ウェブセミナーの企画、運用、集客をすべて代行
　・10名以下は差額返金（1名1万円）するので安心プラン
　　10名以上の集客でも上限10万円は変わりません。
　・集客責任は弊社がやります。
　　集客に纏わる広告出稿・メルマガ等の実務費用は弊社実費です。

初期費用

まるなげセミナー運用

セミナー運用費用

リスク 
無し 

10万円

１セミナー 最大 10万円

初回限定 
初期費用 

無料 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料金プラン

1回開催

＊上記以外のプランもご相談ください。内容により柔軟に対応させていただきます 
＊表記はすべて税抜き価格 

 

3回開催 6回開催

10万円 10万円 10万円初期費用

費用 10万円 30万円 60万円

10万円 28万円 55万円

1回ごと契約

パック契約

お得 

キャン 
ペーン 

新規契約限定
初期費用無料 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12回開催

10万円

120万円

98万円



まるなげセミナーについて

弊社 貴社にお願いしていること

事前MTGでセミナー骨子、集客対象、日次を確定させます。

・弊社ハウスリストに対しての集客
・ターゲット選定した上での広告出稿
※広告出稿費用も弊社負担で実施いたします。
※貴社にも集客協力をお願いしますが 
   集客人数までコミットします。

・セミナー用のウェビナー環境
・セミナー申込用ページ（※1）
・セミナー参加者に対する事前案内（参加方法等も含む）
・セミナー当日のファシリテーション
・セミナー終了後のアンケート回収と参加御礼

企画

集客

運用

セミナー当日のプレゼン資料の準備

セミナー当日の講演

※1 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（※2）

（※2） まるなげセミナーについて

弊社 貴社

・弊社ハウスリストに対しての集客
※貴社にも集客協力をお願いしますが 集客人数まで 
　コミットします。

広告費ゼロ

メルマガ作成・送信ゼロ

・ターゲット選定した上での広告出稿
広告出稿費用も弊社負担で実施いたします（※2）

集客

※2
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Q Aまるなげセールスは、 

どのようにアポ獲得をしてるの？ 

弊社には「スマイルコール事業（15,000施設の既契約）、「まるなげ事業」での
実績があります。広告出稿も含めた膨大な社内リストが既にあり、また弊社
商品ではお役立ちできないお客様も沢山います。その既存リストに対して
マッチングをすることで商談を獲得しています。 

よくあるご質問

Q A商談は対面、非対面の設定は 

できますか？ 

コロナウイルスの時流でもありますので、基本的に非対面（ZOOMやベルフェ
イス等）をお願いしています。
※原則になりますのでご相談下さい。

Q A月間のアポ件数を 

確約してもらえますか？ 

大変申し訳ございません、アポ件数の確約は不可です。 
お客様（商談先）の課題感と御社サービスがマッチすることが条件になります
ので、お互いに時間の無駄になる商談を避けることも本サービスの特徴にな
ります。
予算都合等で、上限件数を設定するこは可能です。

Q A決裁者のみのアポイントに 

限定してほしい。 

大変申し訳ございません、こちらも不可です。
とはいえ課題があり商談ができる人材に事前情報を提供した上で商談獲得
をしますので、商談機会は無駄な時間になることは無いと存じます。
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Q A

よくあるご質問

Q Aアポ獲得の月額費用 

上限設定は可能でしょうか？ 
可能です。  担当者にご依頼ください。

Q A請求 

タイミングはいつでしょうか？ 

・アポ獲得は当月末締めの翌月末払いです。 
 
・セミナーは基本的にはご一括でお願いしております。 
・セミナー開催日の前日までにお振込ください。 
・セミナー分割支払いをご希望の場合は各開催日の前日までに 
　お振込み下さい。 
 
 
　 

セミナー申込者が重複した場合、請

求額はどうなりますか？ 

重複申込みの場合はカウントしませんので、請求は発生いたしません。 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CUSTOMER’S VOICE
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お客様の声

弊社はオウンドメディアの運用代行という商材難易度が難しいと思うので
すが、初月からweb施策に課題感あるところをお繋ぎいただけており、感
謝申し上げます。案件化にもつながっており継続して取り組んでいきたい
と考えております。 

自社サービス「RECOG」のアポイント獲得を依頼しています。課題感を予
め聞いた上で決裁権者をお繋ぎ頂くことが多く、他のサービスに比べて
良いです。素敵な出会いをいつも本当にありがとうございます。 

LONZ株式会社

株式会社シンクスマイル


