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簡易説明版

＜ BtoB新規顧客の獲得支援 ＞

資料ダウンロードサービス
エンプレスについて

体温ある縁で企業をつなぐ。
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製品やサービスにどのような想いが込められているのか、
どれだけの方々が携わり熱量が注ぎ込まれたのか。

エンプレスは「体温ある“縁”で企業をつなぐ」をコンセプトに、
製品やサービスの「らしさ」や「想い」を可視化させ、

企業間の共感による繋がりを生み出すことで共創の機会を増やす
BtoBマッチングプラットフォームです。

体温ある“縁”で企業をつなぐ。
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エンプレスに込めた想い
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株式会社ファングリー 代表取締役
松岡 雄司（@yuji_matsuoka）

幸せな未来を作りたいと願うすべての企業や人の、体温ある縁に
よって持続的に発展していくサービスを提供したいという強い想い
により、私たちはエンプレスを始動させました。

エンプレスの存在が立場を越えたステークホルダーの共感を生み、
縁を繋ぎ、知見や成果の共有の場となり共創の機会を増やしていく
──これまで単独では解決しなかった問題の解決や、革新的なビジ
ネスシナジーの醸成といった新しい価値創造の起点となるようなプ
ラットフォームを目指します。

エンプレス（enpreth）は、共感力が高いことを意味するエンパス（empath）と想いや関係性を持続的に繋いでいくことを意味する縁（円）、そして「押す」「力を加える」を
意味する（press）を掛け合わせた造語です。

https://twitter.com/yuji_matsuoka
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上場企業・ベンチャー・スタートアップもすでにご利用中
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ブランディング

人材

代行

アンケート

広告 IT製品・サービス

※下記資料は一部のみ

https://pl.enpreth.jp/content/detail/124
https://pl.enpreth.jp/content/detail/103
https://pl.enpreth.jp/content/detail/102
https://pl.enpreth.jp/content/detail/99
https://pl.enpreth.jp/content/detail/96
https://pl.enpreth.jp/content/detail/95
https://pl.enpreth.jp/content/detail/87
https://pl.enpreth.jp/content/detail/85
https://pl.enpreth.jp/content/detail/84
https://pl.enpreth.jp/content/detail/83
https://pl.enpreth.jp/content/detail/80
https://pl.enpreth.jp/content/detail/74
https://pl.enpreth.jp/content/detail/69
https://pl.enpreth.jp/content/detail/65
https://pl.enpreth.jp/content/detail/61
https://pl.enpreth.jp/content/detail/44
https://pl.enpreth.jp/content/detail/58
https://pl.enpreth.jp/content/detail/40
https://pl.enpreth.jp/content/detail/39
https://pl.enpreth.jp/content/detail/24
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エンプレスのビジネスモデル
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・資料掲載
・資料閲覧/ダウンロード
・リード選択（承認制）

会員同士のマッチング
※現在開発中

リード獲得支援

会員内の企業マッチング
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数字で見るエンプレス
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リード獲得
※積み重ね

アカウント推移
※積み重ね
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＜2022年度：企業担当者様のアカウントによる資料閲覧・ダウンロード数＞ ＜2022年度：リードとなる企業担当者様のアカウント獲得状況＞
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状況に合わせた３つの使い方
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タッチポイントを拡大したい
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特定の業界やお客様の層が限定さ
れておらず、幅広いお客様に製
品・サービスをご提供できる企業
様の場合は多量の資料掲載によっ
て多くの企業様とつながれます。

ホットリードのみが欲しい

サービスを提供したいお客様層が
限定的もしくは商談成立確度が高
いホットリードのみが欲しい場合
は、実装されている承認機能を利
用してリードを選択可能です。

取得リードを選択したい

事前情報をもとに、欲しいリードの
みを選択していただきます。月額フ
リープランへご登録された場合は、
承認しなければ費用発生はないので
リスクがありません。
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類似サービスとの比較
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比較表 B社様 エンプレス

初期費用 0円 0円

月額費用 80,000円/月 0円

リード単価 15,000円/件 1,000円/件

リード承認 △ 〇

資料の掲載条件 あり 多くが掲載可

※ 資料がダウンロードされた状態だけでは課金の発生はなく、情報を開示する「承認」をご担当者様からいただき、初めてリードの詳細情報の開示として成果報酬がカウントされます。

A社様

0円

50,000円/月

12,000円/件

△

あり

求めるリードのみを成果対象にすること

他社様
リード50件+月額費用

830,000円/月

エンプレス
リード50件
50,000円/月

月間約780,000円のコスト削減

月額 成果報酬

成果報酬

1ヶ月のコストシミュレーション

コストダウン

Confidential
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プラン
プラン表 月額フリー

初期費用

月額費用（税抜き） 0円/月

リード単価（税抜き） 1,000円/件

資料掲載 〇

承認による連絡先開示

-

資料掲載のみ

無料

0円/月

-
※連絡先・会社名は開示不可

〇

承認前情報

〇-

※ プランの違いによる獲得リード数の保証はありません。

※ ご登録の解除・プランのグレードダウンは前月20日（土日祝は翌営業日）までにお願いしております。

Confidential
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-

ライト

無料

10,000円/月

1,000円/件

〇

会社名含む

〇

資料掲載のみプランは、連絡
先・会社名・担当者名を開示し
ない代わりに、完全無課金。

月額フリープランは、承認しな
ければ費用発生がないため、リ
スクなくご利用頂けます。

ライトプランは、承認前に会社
名が分かる状態。

プランによる違い

※ プラン変更をご希望の場合は「つながり」画
面からお知らせください。

※最低6か月間
無料

※最低6か月間
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チャレンジプログラム実施中
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1. IT製品・サービスの資料掲載と記載
2. 会社紹介の資料掲載と記載
3. SNSの発信
4. 公式サイトの発信
5. お友達企業様のご紹介＆資料掲載
※全てのチャレンジに指定の条件あり

チャレンジプログラムとは、指定された特定のアクションを行っていただくことで資料
リードの課金（成果報酬費用）が無料になる期間が手に入るプログラムのことです。ど
れも簡単に対応できるアクションのため無料期間にぜひご活用ください。

最大2ヶ月分無料

1～4までは1度のみ、5は最大4社様までご活用できます。それぞれ達成するごとに1週間分の資料リード無料期間が手に入るため、ぜひチャレン
ジをお勧めしています。また無料期間の開始タイミングは取得月の翌月に繰り越さず累計期間での適用となります。

チャレンジ内容

各項目をチャレンジ後に、私たちへご
報告いただき確認致します。
ご報告はシステム内のメッセージ機能
またはメールにてお願いしております。

ご報告

チャレンジのお礼として、無料期間を
ご提供させて頂いております。
チャレンジ後に「ご報告」頂いた内容
のみが対象となるため、勝手に無料期
間が付くわけではないため予めご了承
ください。

お礼
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エンプレスに資料掲載する >
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メディア事業部

BtoBの新規顧客とつながれる
プラットフォームにご参加しませんか？

[ ご質問はこちら ]

sales@fungry.co.jp

24時間受付中

受付担当：佐藤

資料リードが1,000円で獲得できるBtoBマーケティングの支援サービス

ご質問、ご登録希望の場合は
「エンプレスを検討している」とお書きください。

https://enpreth.jp/entry-page/
mailto:sales@fungry.co.jp
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もっと詳しくサービス内容を
知りたいと思って頂けた方へ

サービス資料の詳細版を見る＞

https://enpreth.jp/document/entry-page.pdf
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運営会社
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商号

所在地

代表者

設立

事業内容

お問い合わせ

資本金

従業員数

認証・資格

顧問税理士

主要取引銀行

グループ会社

株式会社ファングリー（英文：FUNGRY ,inc.）

〒150-0036 東京都渋谷区南平台町15-13 帝都渋谷ビル5F

代表取締役 松岡 雄司

2020年10月1日（親会社からクリエイティブ事業部をスピンオフ）

コンテンツマーケティング事業・ブランドクリエイティブ事業・プラットフォーム事業

TEL：03-5457-3938（代表） FAX ：03-6455-3111

25,000,000円（資本準備金を含む）

31名（2022年5月1日現在）

ISO／IEC27001 情報セキュリティマネジメントシステム

電気通信事業届出番号 A-03-18653

税理士法人 虎ノ門共同会計事務所

三菱UFJ銀行 三井住友銀行

ブランディングテクノロジー株式会社 株式会社アザナ VIETRY CO., LTD.

株式会社ソーシャルスタジオ

www.fungry.co.jp

Confidential

https://fungry.co.jp/
https://www.branding-t.co.jp/
https://azana.co.jp/
https://vietry.com.vn/
https://social-studio.jp/
https://fungry.co.jp/
http://www.fungry.co.jp/


目的の如何を問わず、本資料の内容の全部または一部を無断で複製・転載・改変・配布・掲示、その他二次利用行為など、国内外の著作権法により禁止される行為を固く禁じます。
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