多彩な機能の同窓会トータルサポート専用ホームページのご案内

Facebook・LINE

アクセス簡単！

を利用した運用

同窓会専用ホームページ

Facebook･LINEグループに
同窓生を誘導します。
参加率がUPし、Facebook･
LINEグループで次回の同窓会
やクラス会、又はイベントは
ご自身で開催可能です。

PC･スマホ･携帯ガラケーの
幅広い端末で利用可能。
難しい個人登録設定はなく
IDとパスワードを入力するだけ。
PCなど苦手な方でもご利用簡単。

※SNSを利用しない運用もございます。

同窓会専用ホームページのご案内 ①
仕組み 1

訪問者確認ページ

同窓生のアクセス状況が一目で確認出来ます。
お名前の左横の月マーク（アクセス未登録）、

同窓会 優子

未登録

太陽マーク（アクセス登録）でアクセス状況が
一目で確認。
未登録者の方へは、みなさんで積極的な声かけ

同窓会 優子

登録

をするなどできます。また、登録者数をクラス
対抗などで同窓会当日に賞を設けるなどコミュ
ニケーションの一助となること間違いなし！

仕組み 2

同窓生プロフィール機能

「○○さん、いま、何しているんだろう？」なんて思いませんか？

岡本太郎さんプロフィール
岡本太郎プロフィール
Facebook/URL～
ラインアカウント～

ＳＮＳ利用状況ページ
岡本太郎

mail

山田花子
同窓会洋

mail

Twitterアカウント～
mail

メールアドレス@～

同窓生の“いま”を知ることができる、プロフ
ィール作成・閲覧ツール。 現姓、お住まい、
良く出没する場所、職業、メールアドレス、
加入ＳＮＳ、ご結婚、コメントなどが記載でき
閲覧できます。

mail

※個々人の加入SNSが一目で分かるのでFacebookやLINEでつながろう！
仕組み 3

不明者への同窓会の案内

当社運営の同窓会専用ホームページへ簡単に誘導できます。

転居先不明者とFacebook、LINE、Twitter、メールでつなっがっている同窓生がいた場合、その同窓生から不明者へ同窓会
専用ホームページへ簡単に誘導ができ同窓会の案内ができます。

仕組み 4

同窓生つながり項目

幹事さんへ同窓生同士のつながり状況をご連絡。

同窓生のつながりがわかるとホームページ未登録者、未出欠表明者の方などへ同窓会へのお誘いの連絡をとる
足がかりとなります。

同窓会専用ホームページのご案内 ②

同窓会のスポンサーを探して、会費を安くしたり、イベント費用として活用しよう！

例えば、こんなご利用を・・・
・地元で焼き鳥屋を開業したんだけど、同窓会後に同窓生にも来てもらいたいなぁ。
・旅行会社を地元でやっているんだけど同窓生割引クーポンを掲載して来てもらおう。

同窓生のみなさんから協賛広告を募集。 ・初めての同窓会を盛上げたいなぁ。同窓会の応援かねて応援メッセージを皆へ発信しよう。
同窓会専用ホームページへの掲載料の一部を同窓会盛り

などなど、ご利用方法は多彩です。

上げイベント施策費用として還元いたします。広告主様
には、地元のプロモーションにご活用いただき、同窓会

同窓会応援団を募集しています！

サンプルページが下記方法にてご覧いただけます
！
！
当社ホームページ (www.douso.com) より
(ID) dousokai (パスワード ) tobidase
をログインして、
「 飛び出せ青春」
リンクをクリックして頂けますと
下記のサンプルがご覧いただけます。

○○○○同窓会を開催します。そこで・・・
同窓会の応援団を募集しております！
只今、同窓会では、協賛募金を兼ねた広告主を募集しております。本同窓会

同窓会案内状にスポンサー

の応援団となっていただきます。

①

専用ホームページ内に皆さんの広告の掲載をいたします。写真掲載や、ご自

②

（ イメージ）

身のホームページをお持ちの際は、広告にリンクを貼ることが可能です。
掲載費用は、一口 8000 円。掲載費用の一部は同窓会を盛り上げる企画に充

①

てさせていただきます。地元に密着したプロモーションとして、また、同窓
会を盛り上げる応援団として是非ご参加ください。掲載内容、方法など詳細
につきましてはご利用に関わらず、まずはお気軽に下記運営会社にお問い合
わせください。

広告募集のご案内を同封し、

例えば、こんなご利用を・・・
・焼き鳥屋を開業したけど、同窓会後も、みんなに気軽に集まってもらえたらなぁ。
・うちの（旅行）会社の営業所が、学校地域にあるから、同窓生にクーポンを発行しよう。

・フットサルチームのメンバー募りたいなぁ。試合の後は、メンバーで同期のあいつのお店で反省会をやろう。

ご登録までの流れ
（ 概要）
≪お問い合せ≫

1

≪ご案内≫

2
運営会社へ問い合わせ
ください。

スポンサーを集めます。

掲載内容・ご登録方法
・ご登録規約をメール
にてご案内いたします。

≪同窓会トータルサポート
（運営：広和企画株式会社
Tel： 03-3265-5911 Mail: info@douso.com
URL：www.douso.com

出欠確認ＦＡＸ

≪お申込・制作≫

13

頂いたご要望内容にて
広告を制作
（ 4日間程）
、
同窓会専用ホームペ
ージ内のリンク上に
掲載いたします。

≪ご入金・還元≫

4
1

広告掲載費用の8000
円の内、3000円分を同
窓会中の景品として充
てさせて頂きます。

≪広告掲載・継続≫

5

同窓会終了後も、継続
掲載されます。同窓会
後も同窓生間のコミュ
ニケーション向上のた
めお役立てください。

）
≫
先ずは、お気軽に左記までお問い合わせください。

締切

●必ずご記入ください

(送信日）平成

ご出席 ・ ご欠席

同窓会スポンサー広告の仕組み

①ご希望ホームページへリンク
②詳細マップ機能

年

○○○同窓会
○月○日（○曜日）必着

月

（左記、何れかに○をつけて頂き、ご返信ください。）

日
社内記入欄

Ｌ・Ｈ

スポンサー広告で会費を安くしたり、イベント費用をつくろう！
※広告料は、幹事様へ８０％、弊社制作料２０％となります。

広
告

スポンサー料支払い

広告掲載権利
母校・企業

幹事・同窓生

イベント費用に！ 会費充当で安く！

卒業アルバム掲載の全体集合写真、

同窓会当日、皆様がお撮りしたスナップ

クラス別写真、部活動写真など思い出の

写真を多数掲載いたします。同窓会の思

写真を掲載。当時の思い出がよみがえり

い出がいつまでも続きます。

ます。また、各写真をクリックして頂く

※掲載写真は皆様が撮影した写真データ

と写真が拡大。当時のみなさんの思い出
のお顔が確認できます。同窓会で変わっ
た同窓生のみなさんに会いたくなるアイ
テムです。

の UP となります。
はっい！
チーズ！！

同窓会専用ホームページ全機能一覧

③

ＳＮＳ利用状況ページ
同窓会 優子

未登録

岡本太郎

mail

山田花子
同窓会 優子

同窓会洋

登録

mail

mail

岡本太郎プロフィール
Facebook/URL～

★訪問者確認ページ

★ SNS利用者状況
SNSアドレス一覧

ラインアカウント～
Twitterアカウント～
mail

メールアドレス@～

★スポンサー広告 ★卒業アルバム写真館 ★同窓会スナップ写真館

★発起人あいさつ
発起人ご挨拶、代表者連絡先、発起人名
掲載。発起人のひとことコメントも入れられ
るフリースペース付き。
「同級生に同窓会開催の熱い想いを
伝えてみては、いかがですか？」

★開催情報
日時、受付時間、宴会時間、会場場所地図、
出欠方法、出欠〆切日、出欠メール、転居先
不明者情報メールなど記載。
「携帯電話でもいつでもどこでも出欠、
転居先不明者情報メールを送れます」

P C 苦 手 だ けど 、
簡 単 に 利 用 で きる
ホームページ
な の ね！

★掲示板
近況報告や当時の思い出話で、盛り上が
っていただくための広場（掲示板）を開設。
返信はがき、返信FAXで頂いたコメントは、
私どもでUPいたします。同級生の近況、
コメントがリアルタイムで更新。
「あのころの思い出にタイムスリップ！」

★出欠状 況
更新日、出欠対象人数、出席人数、転居先
不明者人数、出席者のお名前、転居先不明
者のお名前を毎日更新。
「初恋の○○さんも会えるかもしれ
ません？！随時チェック！」

オリジナル

★幹事さん集合です

だれでも利用できる
簡単操作がポイント

青春時代の写真付きで、
発起人のみなさんのコメント
が掲載出来ます。
「同窓生へ自分の想いの
“たけ”を伝えてみてはいか
がですか？」

