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会社概要 

運営会社名称 ヴァリエ サポート株式会社 （Varie Support.CO.,LTD） 

       代表取締役社長 森 義一 

本社     大阪府大阪市淀川区７－７－３ f+BASE museo 505号 

設立     平成２３年９月２６日 

事業内容   １）DatsuNet事業 

          新QRシステムDatsuNetの展開 

       ２）互助会管理事業部 

                           互助制度の設立・解散援助業務 
                           互助制度の運営業務受託  

       ３）オリジナル化粧品の開発・生産・販売 

       ４）コンサート、イベント等構成、企画、運営に関わる業務 
        

PCサイト     http://www.varie-support.com 
関連サイト   http://www.datsunet.com 
                    http://www.datsunet.com/i/datsunet/ 
 

本社入口 

http://www.varie-support.com/
http://www.varie-support.com/
http://www.varie-support.com/
http://www.datsunet.com/


【DatsuNet】は 
店舗様・お客様のお悩みを全て解決します！！ 

お客様が必要な情報だけ簡単 
提供出来たら便利だよなぁ・・・ 

お客様のリピート率をもっと 
上げていきたい！！ 

HP作成費用って料金が高くて、 
どれぐらい料金が必要か不安だよなぁ・・・ 

HPの作成や変更が大変だし 
面倒だなぁ・・ 

広告宣伝費って、払ってるだけで 
無駄にしてるよなぁ・・・ 

携帯HPって、スマートフォンで 
見れない時ってあるよね！ 

HPの情報が前とほとんど変わってないわ！ 
最新の情報がもっと知りたいのに・・・ 

いつも行くお店だから欲しいのは 
クーポンだけなの！ 
このHPはクーポン取得するのが面倒・・・ 
ランチは時間が勝負なの！！ 

色々なお悩みありませんか・・・ 

店舗様から 

お客様から 



      の概念① 

   ～ QR BOXとは？ ～ 
☆ 1つのQR コードに対して、1つのURLを 

  指定される領域を確保 （ 特許出願事項 ）  

     簡単にご説明しますと、ネット上での 

  “箱” を用意しています。 

☆ 1QRコード ＝ QRBOX =  5 CELL  
  （ CELL＝情報量 ） 
  1 CELL = TEXT + PICTURE + BOX in BOX 
            （ 文章 ）  （ 写真 ）    （ リンク ） 

☆ CELLの作成は画像をアップして文章を記入して、 
  リンクさせるQRBOXを指定するだけ！ 

☆ QR BOXの内容はリアルタイムに簡単に修正 
  できます。 

☆ QR BOXの中に入れる物は限定されません。 
  画像、動画映像、音楽、クーポン、会社案内等。 



QR BOX 

TOP 

カテゴリ カテゴリ カテゴリ 

詳細 詳細 詳細 詳細 詳細 詳細 

       の概念② 

  ～従来のQRとの違い～ 

カテゴリ カテゴリ カテゴリ 

詳細 

QRコード 

 TOP 

詳細 詳細 詳細 詳細 詳細 

お客様が見たい情報へ
ピンポイントにアクセス 

☆  QR BOXをブロックのように組み合わせる事により簡単にHPが完成します。 

   BOX in BOXを使えば簡単に他のQR BOXへリンクできます。 ☆ 
 （ リンク指定 ） 



更に、      はこんな便利な機能も搭載！ 

• 簡単HP作成 
 

• Easy アクセス 
  （電子名刺機能） 
 
• 予約設定・管理 

 
• クーポン発行・管理 
 
• メルマガ配信 

 
• アクセス解析 

 
• 100円カート （ ショッピング機能 ） 
    ※店舗様決済方法選択（ 銀行・代引き・クレジットカード決済 ） 

 

パソコンでは… 



管理画面 

自己管理も簡単！！ 
ＷｏｒｄやＥｘｃｅｌと同様に 
文字変換画像入力も 
簡単にできます！！ 

アクセス解析もＯＫ！ 
時間やクリック数など 
細かな分析も管理 
できます！！ 

絵文字を使ってかわいく 
アレンジ♪ 
表を作成して、スッキリ 
見やすく！ 
お客様にご覧頂きやすい 
ＨＰが簡単に作成できます！ 



導入例 

ヴァリエ サポート株式会社 



名刺に活用 

ここをクリックするだけで 
電話やメールが発信・配信 
可能に！ 

表面はお洒落に個性を演出 



お店のチラシに活用 
クーポンはリアルタイムに 
発行枚数を制限できます。 

客数を見ながらクーポンを発行
でき、宣伝効果も抜群！ 

携帯HPは
DatsuNet 
で簡単作成 
 
安価で高性能！！ 
 
 

クリックするだけ！ 
電話やメール操作が簡単！ 

動画での挨拶や紹介も可能！ 

所望のメニューへ 
ダイレクトアクセス！ 

リアルタイムに情報更新でき
例えば、本日のランチを 
確認して 
お客様もランチに 
行けます！ 
定数を越えても 
差替え可能！ 

予約画面へ 
予約管理は全て 
DatsuNetに 
おまかせ！ 

簡単に登録可能！ 
 
目的別にお客様へ 
配信可能！ 
 
顧客管理や 
データ管理も 
同時にDatsuNet 
で簡単管理ＯＫ！ 



通販カタログに活用 

ライバル店の価格を見て、瞬時に価格
を変更することが可能 

毎回、価格を変える度に印刷しな
くては、いけないチラシ・・・・ 商品にQRコードを載せておけ

ば・・・ 

¥７9,800- 

カタログからﾃﾚﾋﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞなんて事
も可能です。 

気になる商品の内容がﾃﾚﾋﾞｼｮｯﾋﾟﾝ
ｸﾞで好きな時に見られたら買っちゃ
います。 

在庫や商品説明の詳細を 
リアルタイムに更新できます。 
  
リアルタイム更新だから 
時価販売やセール、 

本日の目玉品の設定までも
可能 
 

限られた紙面の中では表示
しきれない内容もDatsuNet
なら容量は無限大 
（※契約コースにより異なります） 



タウン誌や情報誌の添付として 中継・アレンジ解説として 電子パンフレットとして 

他店より、一歩先ゆくＰＲ方法！！ 
お客様の注目違いなし！！ 

自己ＰＲアップ↑↑ 
個人の一人ひとりの力が会社活性に！ 

最適な広告手段！！ 

カタログもエコに活用！！ 
動画でアレンジ解説はいかがですか？ 

雑誌に掲載されている店舗は多数あります。 
どれも同じパターンの掲載方法ばかり・・・ 
店主あいさつや日替わりオススメ料理紹介など 
【ＤａｔｓｕＮｅｔ】ＱＲコードを添付する事で 
他店とは違うアピールを！！ 

宣伝効果間違いありません！！ 

自宅でも出来るアレンジや商品の使用説明など 
本でも写真などで説明あるけれど 
なかなか自宅での再現は難しいものです。 
 
【ＤａｔｓｕＮｅｔ】動画機能を活用すると、 
動画の解説でわかりやすく 
簡単に説明が可能です！！ 

例えば、美容室なら・・・ 
 
お店のお名刺に【ＤａｔｓｕＮｅｔ】ＱＲコードを 
添付すると 
 
どんな髪型にしようかな？？ 
お客様が悩んでいる場合 
ショートヘアーなら○○が得意です！ 
と言った担当者の紹介できたり 
今月のキャンペーン企画やクーポンなど 
お客様のリピート・ご紹介に役立ちます。 
 
あらゆるＰＲが可能に！ 



電子挨拶状・年賀状として 

普段なかなか逢えない方へ・・・ 
お世話になった方へ・・・ 

あなたの気持ちをお便りでどうですか♪ 

【ＤａｔｓｕＮｅｔ】動画機能を利用すると 
結婚式に来られなかった方へ 
二人からの挨拶状と一緒に 
披露宴の様子を動画でお伝えできます☆ 

年賀状もイラストや家族写真の 
いつもの年賀状に動画をプラス！ 
遠く離れた方により気持ちが伝わる 
年賀状に早変わり！！ 

お子様の成長動画や家族の挨拶動画など 
どこにもないオリジナルのお便りはどうですか？ 

旅先で利用する観光MAPを印刷してしまうと 
なくなるまで情報が変更できず、 
最新情報を提供する事が難しいです。 
【ＤａｔｓｕＮｅｔ】ＱＲコード付ＭＡＰを作成すると、 
リアルタイムに様々な情報が変更可能に！ 
欲しい情報も簡単に提供可能です！！ 

旅行者の帰宅後の思い出の一枚になり 
次回の旅行にも活用できます☆ 

オススメスポットやお客様からの投稿など 
多種多様に活用可能です！！ 

永久保存版『観光ＭＡＰ』は 
いかかですか？？ 

電子ＭＡＰとして 

名刺サイズのフライヤー（チラシ）に 
【ＤａｔｓｕＮｅｔ】ＱＲコードを添付すると 

地元ならではの情報やオススメ情報を 
満載に伝えられます！！ 

○○時からこの景色が最高です！ 
この神社にまつわる○○なお話など 

地元ならではの情報をリアルタイム
にお伝え下さい！！ 

フライヤーサイズとは違って、 
手軽に持ち帰ることができるので、 

旅先での思い出話に華が咲く事間
違いなしです！！ 

愛する我が街のＰＲに！！ 

地域・観光のＰＲ促進として 

その他、さまざまな活用例がございます！！ 



コース名 

 
最大設定 

QR数 
 

 
基本月額 
利用料 

 

HP作成 
代行料金 

システム オプション 

・QRBOX 
・ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ 
・My画像 

・HP作成 
・ｸｰﾎﾟﾝ 
 発行 

・顧客管理 
・ﾃﾞｰﾀ解析 

・ﾒﾙﾏｶﾞ ・My動画 ・予約機能 

・100円 
ｶｰﾄ 

(ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ 
ｶｰﾄ) 

・楽ｼﾃ 
ｻｰﾋﾞｽ 

Basic 
コース 

10 364円 

33,000円 
 

両面ｶﾗｰ 
QR付名刺 
300枚付 

〇 △ △ × × × 

1商品 
月額掲載 

110円 
 
 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 
販売が可能 

 
販売利益に
対しての 
料金は一切
頂きません 

 

月額 
220円 

 
 
 

※こちらに 
加入されると 
半額料金で 
ﾊﾟｰｼﾞ更新を 
承ります 

Shop 
コース 

90 3,748円 

99,000円 
 

両面ｶﾗｰ 
QR付名刺 
500枚付 

〇 〇 〇 〇 〇 × 

Value 
コース 

90 4,166円 

99,000円 
 

両面ｶﾗｰ 
QR付名刺 
500枚付 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Pro1 
コース 

160 6,600円 要相談 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

※ 全て税込価格になります。 



項目 
通常価格 

(税込) 

テキストのみ 2,200円 

テキスト+写真 4,400円 

テキスト+写真+リンク 6,600円 

ホームページ新規作成 
(フル作成) 

99,000円 

楽シテサービス 

ご契約価格(税込) 

1,100円 

2,200円 

3,300円 

49,500円 


