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大手企業の新規開拓を加速させる新手法
キーパーソンのアポイント獲得を強力支援

決裁者マッチング支援SaaS

チラCEO
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01. 解決する課題
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受付突破ができない、アポイント獲得が難しい



01. 解決する課題
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通常のアポイントに比べて獲得単価が高い

50,000 

150,000 

通常アポ単価 大手企業アポ単価



01. 解決する課題
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商談獲得・契約獲得までのリードタイムが長い

担当者

マネージャー

部長

法務チェック
＆修正など



02. 獲得できるアポイントの特徴
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チラCEOで狙った企業の狙った役職のリード・アポイントを
相場よりも安く、効率的に獲得

狙った会社の、狙った決裁者までひとっとび

A社の決裁者

A社に会いたい！ ターゲット企業A社

A社の担当者



02. 獲得できるアポイントの特徴 1
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8割以上が経営者！
スムーズなアポ獲得が可能

▲プラットフォームに登録している決裁者の役職の割合



02. 獲得できるアポイントの特徴 2
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決裁者商談獲得単価が相場の半額程度

例：40万円プランで月5件の商談獲得した場合

決裁者商談獲得単価

80,000円

＊積極的に3導線使って頂いた場合



チラCEOとは、3つのアプローチを通して、

大手企業のキーパーソンとのつながりを作るサービスです

03. チラCEOとは
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決裁者への
ダイレクトメッセージ

さらに弊社からの推薦状送付
大手企業に対する

オンラインピッチイベント
カスタマーサクセス担当
による直接紹介と商談同行



アプローチしたい決裁者に向けて
①貴社からダイレクトメッセージを送付
②弊社からレコメンド（推薦状）を送付

マッチングの確度向上をサポート

1 決裁者へのダイレクトメッセージ
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①貴社ターゲット企業に対し、
メッセージを送付

②メッセージ送信先企業に対し、
弊社から推薦状を送付



2 大手企業へのオンラインピッチイベント
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大手企業のキーパーソンに
ピッチができるイベント「GIVERピッチ」でマッチングを創出

過去開催イベント

上場企業など大手企業が多く参加中！



3 関係性構築までをCS担当が伴走
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紹介 フィードバック 同席

CS(カスタマーサクセス)が
毎月のミーティング時に

直接企業を紹介

紹介企業様との打ち合わせ後に、
弊社が紹介企業様から
フィードバックを回収。

次回の改善に繋げることが可能！

紹介した企業に関して
月２回まで商談に同席し
マッチングをサポート！



04. ご利用企業例
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多数成長・大手企業が増加中



04. ご利用事例
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実績

チラCEOを使ってみた感想
これまでに様々な方法、サービスを試してきて、
商談を獲得できてもアポイントの質が粗めなものに
なってしまうケースがありました。
それに比べて「チラCEO」経由で獲得できる
決裁者アポイントは対応がしやすく、
成約に繋がるイメージが湧くものが一定数獲得できています。

あらゆるBtoBマーケ手法を試して行きついた「チラCEO」
決裁者同士フラットな関係で臨める商談から生まれる可能性は多様

資本金１億円企業との
アポイントを月10件獲得

株式会社メンバーズ
執行役員 池田朋弘様
(2021年3月現在)

事例の続きはこちら

https://note.com/onlystory_pr/n/n08ee12db536c
https://note.com/onlystory_pr/n/n08ee12db536c


05. 料金プラン
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プラン概要 チラCEO to エンタープライズ

プラン詳細 大手開拓に特化した限定プラン

メッセージ送信＋推薦状送信 5人／週

大手企業向け
プレゼン会参加枠 2回／月

専任担当者 ◯

定例MTG 月1回のオンラインMTG

商談同席 2回／月 まで

月額料金（税抜） 40万円※最低契約期間1年

初期費用（税抜） 30万円
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無料プランのご案内
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無料プランの３つの特徴
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決裁者限定でマッチング可能

完全審査制のコミュニティ

スマホで気軽に利用可能



無料プランでできること
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毎日3人決裁者をおすすめ

おすすめ決裁者を
アプリで紹介。

“会いたい依頼”を送れる

決裁者だけに届く掲示板機能

決裁者に広めたい情報の
投稿や投稿への反応を
することができる

チャットでメッセージ

お互いの“会いたい”で
マッチング。チャットで
メッセージを送り合う



おすすめ決裁者へ「会いたい」を送る

①スワイプ機能

©2021 Onlystory,Inc 19

毎日３件レコメンド(初日だけ5件)



②掲示板機能

投稿で協力を依頼できる

決裁者に直接PR投稿をリリース
投稿者にメッセージを送れる



セキュリティ体制
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• 通信の暗号化
• データの暗号化
• 脆弱性診断
• 信頼性の高いデータセンター
• 最新のセキュリティパッチの

自動適応

• Firewall 
• アカウント停止機能
• 機械学習を用いた、

不審な操作の検知
• NIST（米国標準技術研究所）

サイバーセキュリティ準拠

セキュリティ通信・データの安全性

ISMSの取得

弊社はISO27001(ISMS)認証を取得し、
保有する情報の保護に努めております。

IS 717783/ISO 27001



会社概要

社名 株式会社オンリーストーリー

代表取締役 平野哲也

設立 2014年2月14日

資本金 15億5,100万円（資本準備金等含む）

所在地 東京都渋谷区恵比寿南3-9-3 Aカントリーハウス

従業員数
正社員33名
（内定者インターン・派遣・業務委託等含め90名）

実績
「働きがいのある会社」ランキング小規模部門5位
ベストベンチャー100 3年連続選出
NHK「クローズアップ現代」で特集
総額約15億円の資金調達実施済み
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お問い合わせ
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お問い合わせ先

03-6821-7872
（平日10:00~19:00）

sales@onlystory.jp

お打ち合わせ希望の方はこちらから日程をお選びください

https://timerex.net/s/onlystory/399ae05f
https://timerex.net/s/onlystory/399ae05f


本書の内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、他サイトへの引用を厳禁いたします。
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