
ONLINE DOORS
販売パートナー様向け資料



販売パートナー様の業務内要

販売パートナーとしてONLINE DOORS（リモートワークツール）の営業販売をお願いしておりま
す。

報酬形態は完全成果報酬です。売り切りの完売代行、もしくは継続報酬の販売パートナーをお
選びいただけます。

パートナー様が獲得した顧客がサービスを継続利用する限り売り上げの20〜40%を支払い続
けます。※パートナーが契約した顧客からの売り上げに限る。

継続的な報酬が発生する限り、販売パートナーは顧客対応、顧客管理を責任を持って行ってい
ただきます。

こちらを了承頂ける方のみ販売パートナーとして業務をお願いしております。



販売代理店様の業務内要

見込み客の選定からクロージングまで、一貫して行っていただきます。

営業方法は特に問いませんが、ツールのブランドイメージを下げるような行為は禁止しております。

また、嘘偽りのある内容を伝えて成果をあげる行為も禁止しております。

それらに反しない限り得意な方法で営業活動をお願いいたします。

報酬は後ほど記載させていただきます。

（1成果1回限りの報酬になりますが顧客対応などは業務に含まれません）

こちらを了承頂ける方のみ販売パートナーとして業務をお願いしております。



ターゲット

◆リモートワークを導入している企業

◆リモートワークを検討している企業

◆一部リモートワーク中の企業

◆コスト削減を考えている企業

◆スタートアップ企業

◆パートアルバイトを抱えている企業

◆デザイン会社、広告関係、Web関係もターゲット

それ、ONLINE DOORSが全て解決します。



販売ターゲットの悩み

◆リモートワークで社員の業務管理をしたい。

◆離れていても円滑に連絡をとりたい。

◆オフィスの固定費を削減したい。

◆出勤や商談時の交通費を削減したい。

◆会議や商談でも一貫して同じツールを使いたい。

それ、ONLINE DOORSが全て解決します。



ONLINEDOORSとは…

アプリのダウンロード不要で

 通話 ・ ビデオ通話 ができるツールです。

 まるでオフィスにいるように 簡単に会話をしたり

業務状況を確認できます。

個別ルームの作成数は無制限なので

 チームの会議はもちろん商談にも 一貫してこのツールをご利

用いただけます。



ONLINEDOORS で叶う理想のリモートワーク

販売ポイント！



ONLINEDOORS は業務状況が管理できる！

■POINT
カメラ・マイクをOFFにして、必要なときに接続することで

社員のプライバシーも保護することができます。

■使い方

1.社員が専用の個別ルームに接続し、業務を行う。

2.必要なときに、各社員のルームに繋ぎ連絡や業務確認を行う。



ONLINEDOORS はルームを同時接続できる

■詳細

ONLINE DOORSはブラウザで使用できるツールです。

そのため複数の個別ルームを同時に開くことが可能です。

■使い方

頻繁に連絡する社員のルームを開きながら、

別のタブで、必要に応じて他のルームを開けます。

管理職の方など社員の業務を確認するときに

切り替えの手間がなくなります。

　複数の同時接続が可能　



ONLINEDOORS でコスト削減

■削減できるコスト

オフィスの賃料 通勤コスト 商談の移動コスト



ONLINEDOORS の4つの特徴

差別化ポイント！



1.ルーム数無制限

■使い方例

・リモートワーク用の社員の個別ルーム

・チーム会議用のルーム

・営業・接客・商談用のルーム

無制限

ルーム作成数

最大20人

ルーム参加人数



２.通話料が無料

■詳細

ONLINE DOORSはインターネットを利用して

・通話

・ビデオ通話　

を行いますので

そのため 通話料は0円 でご利用いただけます。

業務開始

ずっと
繋ぎ続けられる

業務終了



３.アプリのダウンロードが不要

■詳細

ONLINE DOORSはアプリのインストール及び

ダウンロードが不要です。

ルームのURLをクリックするだけで

普段お使いのブラウザで利用できます！

1つ

　アプリを使う場合のルーム接続数 　     

複数

　　ONLINE DOORSの接続数　　     

※PCのスペックによっては動作に影響が出ます



４.充実したセキュリティ

入室パスワード 入室承認機能

操作権限の付与 強制退場



５.資料のやりとり

■できること

資料・画像・その他データの送受信

画面共有での確認・フィードバック

■セキュリティ

外部のユーザーは権限がないと

送受信ができないので安心。



６.充実した機能が搭載

通話 ビデオ通話 グループチャット

個人チャット 共有メモ 画面共有

資料・データ共有 動画共有 言語変更

小ルーム機能 投票機能 挙手機能

ホワイトボード 録画機能 パスワード

画面サイズ変更 文字のダウンロード



社員のプライバシー保護



社員のプライバシーに関する課題

「必要なとき以外はカメラを繋ぎたくない」

「連絡のとき以外はミュートにしたい」

「連絡の際は通知音が鳴ってほしい」

　社員の意見　

カメラをOFFにして音声だけ接続ができる！

相手から連絡があるまではミュートにできる！

入室時やチャット受信時に通知音とサインが表示！

　解決策　



ONLINE DOORS 他社との違い

　Z社や、一般的なオンラインツール 　

・複数のルームを同時に接続できない

・ルームの切り替えに手間がかかる

・ルームに4人程度しか入れない

・アプリのダウンロードが必要

・1ルームあたりの単価が高い

・通話料がかかる場合がある

　ONLINE DOORS　

・複数のルームを同時に接続できる

・ルームの切り替えに手間がかからない

・ルームに20人まで入れる

・アプリのダウンロードが不要

・ルーム作成数が無制限で使い放題

・通話料が一切かからない



ONLINEDOORS の機能



ONLINEDOORS の機能①

ビデオ通話・音声通話 画面共有 画像・資料共有

アプリ不要でビデオ通話ができま

す。業務中はカメラを切ってプライ

バシーも保護できます。

自分のパソコンの画面を相手と共有す

ることができます。

資料やデータをアップロードする

ことで共有することができます。

ダウンロードも可能です。



ONLINEDOORS の機能②

共有のメモ 文字チャット プレゼンテーション

業務中のメモや会議の議事録を

記録することができます。様々な

形式でダウンロードも可能です。

個人・グループチャットができま

す。リンクを共有したり文字でや

りとりができます。

PDFの資料やパワーポイントの

資料をアップロードすることで、ス

ムーズなプレゼンができます。



ONLINEDOORS の機能③

動画共有 投票 ホワイトボード

動画URLを貼り付けるだけで動

画を埋め込むことができます。

投票機能をつけられるので複数

人で決め事をするときに活用で

きます。

プレゼンテーション時に書き込み

や図形の挿入ができます。



ONLINEDOORS の機能④

セキュリティ 録画

ルームにパスワードを設定した

り、入室承認機能をつけることで

安心してご利用いただけます。

会議や商談時に録画しておくこと

で、トラブルの回避や振り返りを

行うことができます。

小ルーム機能

ルーム内で個別ルームを作成することが

できます。任意に振り分けたり、ランダム

で振り分けることが可能です。



ONLINEDOORS の活用方法



ONLINEDOORS の活用方法

リモートワークの管理

外注スタッフの管理

オンライン商談

オンライン接客

チーム会議

オンラインセミナー



ONLINEDOORS の料金とプラン内容



ONLINEDOORS の利用料金

◆starter　　　

◆standard　　

◆Premium　　　

管理者数：3（ログイン中のデバイス数で管理）

ルームの作成数：無制限
価格：月額19,800円＋税（1デバイスあたり3,960円）
年契約の場合月額17,000円＋税（1デバイスあたり3,400円）

管理者数：30（ログイン中のデバイス数で管理）

ルームの作成数：無制限
価格：月額50,000円＋税（1デバイスあたり1,666円）
年契約の場合月額45,000円＋税（1デバイスあたり1,500円）

管理者数：100（ログイン中のデバイス数で管理）

ルームの作成数：無制限
価格：月額100,000円＋税（1デバイスあたり1,250円）
年契約の場合月額90,000円＋税（1デバイスあたり900円）



他社との比較

DOORS サービスA サービスB サービスC

ビデオ通話 ◯ ◯ ◯ ◯

ルーム作成数
無制限

料金変動なし
1〜

1〜
料金変動あり

3
料金変動あり

同時接続 ◯ × × ×

参加人数 20 300 2 4

ダウンロード 不要 必要 不要 不要

初期費用 ０円 0円 0円 200,000円

月額費用 17,000円〜 17,100円~
1ルーム38,500円
3ルーム75,900円

30,000円〜



ONLINEDOORS 
販売パートナー様の報酬について



ONLINEDOORS 
売り切りプラン

販売していただいたシステム利用料の 1ヶ月分から、

管理手数料として 2,000円を差し引いた金額をお支払いいたします。



売り切りプラン

Starter：19,800円プランの場合

報酬：17,800円（月額プラン契約の場合）/　報酬：15,000円（年額プラン契約の場合）

Standard：50,000円プランの場合

報酬：48,000円（月額プラン契約の場合）/　報酬：43,000円（年額プラン契約の場合）

Premium：100,000円プランの場合

報酬：98,000円（月額プラン契約の場合）/　報酬：88,000円（年額プラン契約の場合）



ONLINEDOORS 
販売パートナーライトプラン

システムの販売を継続していただいている間、毎月の売り上げの 20%をお支払いいたします。

その間の顧客対応や顧客管理は運営元が行います。



販売パートナーライトプラン（報酬毎月20%）

Starter：19,800円プランの場合

報酬：毎月3,960円（月額プラン契約の場合）/　報酬：毎年40,800円（年額プラン契約の場合）

Standard：50,000円プランの場合

報酬：毎月10,000円（月額プラン契約の場合）/　報酬：毎年108,000円（年額プラン契約の場合）

Premium：100,000円プランの場合

報酬：毎月20,000円（月額プラン契約の場合）/　報酬：毎年216,000円（年額プラン契約の場合）



ONLINEDOORS 
販売パートナープラン

システムの販売を継続していただいている間、

システムの販売に加え、顧客対応や顧客管理を行っていただく代わりに、

毎月の売り上げの 40%をお支払いいたします。



販売パートナーライトプラン（報酬毎月40%）

Starter：19,800円プランの場合

報酬：毎月7,920円（月額プラン契約の場合）/　報酬：毎年81,600円（年額プラン契約の場合）

Standard：50,000円プランの場合

報酬：毎月20,000円（月額プラン契約の場合）/　報酬：毎年216,000円（年額プラン契約の場合）

Premium：100,000円プランの場合

報酬：毎月40,000円（月額プラン契約の場合）/　報酬：毎年432,000円（年額プラン契約の場合）


