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明けましておめでとうございます！今年もよろしくお願い致します！

謹賀新年

今年もアーティスティックスを
よろしくお願いいたします！

２０１４年
２０１４年２月１４日
１４日 （金）
中小企業でもすぐに
中小企業でもすぐに使
でもすぐに使える！
える！営業の
営業の仕組み
仕組み化で
売上アップするの
売上アップするの為
アップするの為のクラウド活用
のクラウド活用セミナー
活用セミナー開催
セミナー開催！
開催！
売上アップ,顧客管理,営業支援のプロが沼津に集結！
業績好調な会社の成功事例やこれからの経営,働き方につ
いて解説して頂きます。詳しくは下記をご覧ください。

今年もいくぞー！

２０１４年春
２０１４年春 クラウド経営
クラウド経営フォーラム
経営フォーラム企画中
フォーラム企画中！！
企画中！！
昨年２００名近くの方にご参加頂き、好評だったクラウド経
営フォーラムを今年も企画中！豪華講師陣によるセミナー＆
最新のＩＴについての展示会を開催予定です。お楽しみに！

お、重 く て無 理 っす

出張ミニセミナーやります
出張ミニセミナーやります！！
ミニセミナーやります！！
集客するためのホームページ
ホームページ運用方法
ホームページ運用方法や売上
運用方法 売上アップのための
売上アップのための
顧客管理方法などについての出張セミナーを開催決定！
顧客管理方法
「セミナー行きたいけど時間がなくて…」
「会社の近くでやってくれたらいいのに…」
そんな方のために出張セミナーを開催！基本的
基本的に
基本的に、セミナー
開催費用は
開催費用は 無料！
無料！日程と場所さえ合えばどこでもお伺いし
ます。ぜひお気軽にご相談ください！飲食店様やセミナー会
場をお持ちの会社様とのコラボも実施中です！

･
･
･

成長とは、、、、自分がががが安心していられる

領域がががが広広広広がることです。。。。

普段のののの快適なななな領域から少少少少しししし外外外外にににに

出出出出てみなければならない。。。。

冒険がががが要要要要るるるる。。。。

西村佳哲 働き方研究家

そこを広広広広げるには、、、、馴染みのある

アーティスティックス通信

２/１４「売上アップの為のクラウド活用セミナー」開催！

主催：株式会社アーティスティックス
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氏

３部

クラウドを活用した

営業改革の仕組み

㈱船井総合研究所
経営支援本部
チーフコンサルタント

斉藤 芳宜
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株セールスフォース・ドットコム

コンサルタント

小池 智和

氏

クラウドを活かした
これからの経営とは？

クラウド活用
中小企業向け
事例紹介セッション

「エクセルでの顧客管理
エクセルでの顧客管理はもう
顧客管理はもう限界
はもう限界・・・
限界・・・。」「
・・・。」「探
。」「探してもお客様
してもお客様の
客様の情報が
情報が見つからない！」「
つからない！」「今
！」「今の営業方法では
営業方法では効率
では効率が
効率が
悪い！」「営業
！」「営業マン
営業マン一人
マン一人ひとりに
一人ひとりに依存
ひとりに依存していて
依存していて会社
していて会社として
会社として管理
として管理できていない
管理できていない」
できていない」…そんなお悩み、ありませんか？
今回は「売上アップの為のクラウド活用」をテーマとして営業改革方法について３部構成のセミナーを開催いたしま
す。中小企業がすぐに使える、売上アップの為の仕組みについてお伝えします。ちなみに、アーティスティックスでは
実際にこの手法を取り入れてから売上が
売上が50.46％
50.46％アップしました。
アップしました。ぜひお気軽にご参加ください！

詳しくはＨＰ
しくはＨＰをご
ＨＰをご覧
をご覧ください！
ください！

アーティスティックス通信

http://cloud.ho-plus.com

静岡 顧客管理・営業支援.com

検索

２０１４年もよろしくお願い致します。
クラウド応援隊長
クラウド応援隊長 長岡 善章

ホームページの無料診断はじめました！

クラウドプロデューサー 内野 光一郎

アーティスティックスは4月から新年度なのですが、や
はり1年の目標は、お正月に立てるのがいいですね。私
も、1年の目標を立てました。1年に1つ、重点目標を立
てて、それにこだわっていきたいと思
います。プライベートでは、ホァン
ホァンとの散歩を楽しんでいます。お
かげで、以前よりは歩いても息が切れ
なくなり、体重も若干ですが下がりま
した。ホァンホァンさまさまです。

あけましておめでとうございます。昨年は技術だ
けでなく慣れない営業面の活動もして、沢山の方
にお会いする事ができました。本年もちょこちょ
こ外に出て行くと思いますので、
お会いした際にはよろしくお願い
いたします。ＩＴ関係の技術は
日々新しいものが出てくるので、
精進していきたいと思います。

クラウドアドバイザー 加藤 龍

チーフWEB
チーフWEBコンサルタント
WEBコンサルタント 梶 聖

あけましておめでとうございます。弊社年賀状で
馬役を仰せつかり、ちょっぴりぽっちゃりな社長
を背負い、膝や腰に若干負傷してた加藤です。今
年も濃い顔でみなさんとたくさん
お話させていただき、有益な情報
をご提供できるよう頑張っていき
たく思っております。どうぞよろ
しくお願い致します。

あけましておめでとうございます。いつも誠実を
モットーにしている僕ですが、セミナーチラシ等
を見ると、胡散臭いと言われます。変だなぁ。さ
て、今年は昨年以上に皆さんのお
役にたてればと思っております。
今年もWEB関係のご相談や、セミ
ナー等で皆さんにお会いできるこ
とをたのしみにしております。

私たちホームページ応援隊サイトからいただく問い合わせ・ご相談のうち、多くのお客様が「ホームページから効果が
得られない」という問題を抱えていらっしゃいます。残念ながらホームページ制作会社の多くは、デザインだけ、また
は検索エンジン対策だけに力を置いてしまい、肝心な「
「ホームページの運用
ホームページの運用」
運用」と「ホームページの成果
ホームページの成果」
成果」に重点を置け
ていないで運用を続けているというのが現状です。あなたのホームページは現在きちんと運用が行われ、結果は出てい
ますか？結果の出せるホームページには必ず理由があります。とはいっても、どこを直したらいいかがよくわかりませ
んよね。そこで、私たちはホームページの
ホームページの運用
ホームページの運用のプロから
運用のプロから見
のプロから見た、サイトの無料診断
サイトの無料診断を承っております。専門知識がない
無料診断
方にもわかりやすいよう、診断レポートを作成してご説明いたします。ぜひ一度無料診断をご利用ください。

お申込みはホームページ
申込みはホームページ応援隊
みはホームページ応援隊サイトまで
応援隊サイトまで！
サイトまで！

クラウドディレクター 鈴木 啓文

マーケティング担当
マーケティング担当 土屋 好範

新年あけましておめでとうございます。早いもの
で昨年２月に入社してからもうすぐ１年になりま
す。昨年はクラウドを中心とした活動をし、大変
勉強になった１年でした。本年は更なる視野を広
げ、お客様により満足していただ
けるようなシステムづくりを目指
して頑張っていきたいと思います
のでよろしくお願いします。

皆様、あけましておめでとうございます。年末年
始にカニを食べて食中毒を起こした土屋です。今
年から、健康を考えて自転車通勤を始めました。
社内では「どうせ続かないよw」とバカにされてい
るので、見返せるようにがんばり
ます。今年は皆様により良い情報
をご提供できるようにしていけた
らと思っておりますので、宜しく
お願いします！

WEBディレクター
WEBディレクター 坂本 直人

相談役 ホァンホァン

あけましておめでとうございます。年があけてか
ら周りに体調不良の人が増えている気がします。
風邪やインフルエンザが流行る季節なので換気や
うがいなどをこまめにしたいと思い
ます。コメントを書いていたらのど
がいたくなってきましたが、今年も
体調には十分気を付けてがんばって
いきたいと思います。

あけましておめでとうございます！本年もよろし
くお願いいたします！今年の目標は社長の長岡を
連れまわして減量させることが目標です。
今年のアーティスティックスは、
クラウド経営フォーラム2014や、
その他いろいろな企画が目白押し
です！お楽しみに！

http://ho-plus.com

ホームページ応援隊

検索

ちょっと頭の小休止 「帽子の色は？」
クイズも早3回目になりました。今回は論理クイズを出題します。
子供が挿絵のように部屋の中に隔離されています。この4人の子
に、次のことを知らされています。

・

・

・

①部屋にいるのは
部屋にいるのは全部
にいるのは全部で
全部で4人。
帽子の
②黒い帽子
の子は2人。

・

③白い帽子の
帽子の子は2人。
自分が
何色の
帽子かは
かは分
からない。（
。（見
てはいけない。）
④自分
が何色
の帽子
かは
分からない
。（
見てはいけない
。）
正解はアーティスティックスのホームページ→
アーティスティックス通信（サイドバナーから
アクセス）のページ下部に記載致します。

⑤Ａ君とＢ、Ｃ、Ｄ君
Ｂ、Ｃ、Ｄ君との間
との間は壁で仕切られて
仕切られて相手
えない。
られて相手が
相手が見えない。
ろを振
いてはいけない。
⑥後ろを
振り向いてはいけない
。
最初に自分の帽子の色が分かるのはだれでしょう。

掲載内容についてのお
掲載内容についてのお問
についてのお問い合わせ
株式会社アーティスティックス

⾃分で更新で、簡単・お⼿軽・効果的な集客ツール

〒411-0943

『ホームページ応援隊』 http://ho-plus.com/

静岡県駿東郡長泉町下土狩690-1-101
TEL:055-928-6500

FAX:055-928-6501

URL：http://www.artistics.co.jp/

静岡発！セールスフォースで顧客管理・営業⽀援！
静岡 顧客管理・営業⽀援.com http://cloud.ho-plus.com/

