
オンライン商談システム
warp01.net

長期労働時間の是正 テレワーク支援働き方の多様性労働生産性向上



ワープセールスは

ホスト側(ご契約者)と

ゲスト側(お客様)の

パソコン画面を共有できます。

お客さま自社営業

①
カンタン

②
シンプル

③
低価格



従来の営業では、
「訪問(移動)→商談→帰社(移動)」
と商談のたびに移動時間に拘束され
てしまいます。
ワープセールスなら移動時間を削減。
オフィスにいながら営業活動ができ
ます。

初めて商談する方や、遠方の方と初
商談に最適です。
せっかくアポを取って商談に伺って
も、確度が低かったり、先方の持つ
イメージと異なり、またドタキャン
だったりと、空振り営業になる可能
性が減ります。

PCを通して資料を共有できます。
電話だけでは伝わりづらい箇所も、
お互いのマウスポインタが画面に表
示されるので、資料のどの部分を見
てもらいたいかご案内が容易です。
意思疎通が効率的に行なえます。

オフィスから
営業ができる！

ファースト
アプローチに最適！

業務の効率化
UP！

営業の課題と対策

営業への
移動が負担

訪問のムダを
減らしたい

電話だと
伝わりずらい

課題
①

課題
②

課題
③

解決
①

解決
②

解決
③



60分

60分

訪問

60分帰社

商談 60分商談

Before After
ワープセール導入前

従来の営業
ワープセールス
導入後の営業

自社オフィス

自社オフィス

お客さまオフィス

お客さまオフィス

計：180分 計：60分

0分帰社

0分訪問

導入後のイメージ

120分
節約

移動時間を削減！空いた時間で次回営業の準備、別のアポイント等に有効活用！

お客さま自社営業



資料の共有ができる

アプリのインストール不要

キャンペーン価格「10,000円」

インターネット環境さえあればすぐに接続可能。
アプリのダウンロード＆インストールが不要ですので、手間が掛からず、
リテラシーの低い方、低スペックPCにもご案内ができ容易です。

予めPDFをワープセールスにアップロードしておくことで、
同じ資料を共有しながら商談を進められます。
設定資料は「３ファイル」、「合計：10MB」までアップロード可能です。
双方向間での資料共有もできます。

❏【初期費用】 ：0円
❏【月額利用料】：通常月額利用料：19,800円(税別)→ 10,000円(税別)
❏ 14日間の無料お試し期間付き

サービスについて

アプリ

：パソコン「1台」につき「1アカウント」推奨
※ 複数台のPCで使用可能
※ 同時接続不可

【メーカー推奨環境】



機能



ホスト側(自分)

双方向でファイルを送信できます。
様々なファイルに対応しているので、共有がスムーズです。
オフィス系、画像、動画ファイル対応。

ファイルの拡大、縮小をそれぞれ2段階まで調整できます。

「URL」と「テキスト」を送信し共有できます。
YoutubeのURL、会社名など口頭での伝え間違いを防ぎます。

初期設定では、お客さま様側へ「ホストの映像」を表示します。
「自己紹介ボタン」で事前登録した静止画像を表示します。
名刺やサービスバナー等を表示できます。

ワープセールを終了(回線切断)します。

共有ファイル
❏ 自己紹介

テキストボード

❏ 拡大＆縮小

❏ 接続終了

プレゼンに使用する資料(PDFファイル)をアップロードします。
ワープセールス使用中、自由にファイルの切り替えができます。
【容量】合計10MB、3ファイル迄保存可能。

アップロードファイル

２

１
３

４

５

３

１ ４

５
ホスト側の画像を表示。
ホスト側にゲストの画像は表示されません。

画像表示エリア２ その他機能



ゲスト(お客様)側

双方向でファイルを送信できます。
様々なファイルに対応しているので、共有がスムーズです。
オフィス系、画像、動画ファイル対応。

ファイルの拡大、縮小をそれぞれ2段階まで調整できます。

「URL」と「テキスト」を送信し共有できます。
YoutubeのURL、会社名など口頭での伝え間違いを防ぎます。

初期設定では、お客さま様側へ「ホストの映像」を表示します。
「自己紹介ボタン」で事前登録した静止画像を表示します。
名刺やサービスバナー等を表示できます。

ワープセールを終了(回線切断)します。

共有ファイル

❏ 自己紹介

テキストボード

❏ 拡大＆縮小

❏ 接続終了

２

３

４

ホスト側の画像を表示。
ホスト側にゲストの画像は表示されません。

画像表示エリア

その他機能

１

１

２

３

４



シンプル機能

オンライン営業に特化した“厳選”機能

直感的な操作画面資料の共有

【ホスト側】 【ゲスト側】

テキストの共有画面を共有

【ホスト側】 【ゲスト側】

1

３

４

２



資料説明や打ち合わせの為だけに、わざわざ訪問する必要がなくなり、
移動時間と経費の大幅な節約になります。

双方向通信で「資料」や「画面」を共有できます！
電話とマウスで画面を案内します。

① 画面を共有

ホスト側のパソコン操作がそのまま相手のパソコン画面にも反映されます。
資料や画像・カタログ等、ホスト側主導でプレゼンやミーティングが可能です。

＜ゲスト(お客様)側＞＜ホスト側＞

グラフのこちらをご覧ください。 ポインタのところですね。

この部分がわかりません！こちらですね！ご説明します！

画面共有

相互通信

Point

シンプル機能

Point



② URL・テキスト

HP

＜ホスト側画面＞ ＜ゲスト(お客様)側画面＞

クリックで
リンク

テキスト
URLを入力

テキストボードに入力された「文字(コメント)」、「URL」が相手にも表示さ
れます。ゲスト側のURLはハイパーリンク化されますので、クリックすればス
ムーズにHP、Youtube等の閲覧ができます。

シンプル機能

送信

1

2
3

Point



画面共有用のファイルをアップロードします。
ゲスト側のみ表示されます。「アップロードファイ
ル」はファイル容量「10MB」。容量内で「3ファイ
ル」までアップロードできます。

双方間でのファイルの受け取りができます。
データ共有用の「ファイル」はファイル容量「20MB」
容量内であれば、無制限にファイルをアップロードで
きます。

③ ファイル共有

【対応ファイル形式】
PDF、パワポ、ワード、エクセル、画像・動画ファイル

【対応ファイル形式】
PDFのみ

画面共有用 ファイル受渡用

プレゼンに使用する資料を事前にアップロードできます。
共有ファイルを使用すれば、お客さまに提出する資料をダウンロードして、
そのまま資料の説明もできます。

シンプル機能

Point



④ 拡大・縮小

拡大縮小は2段階。ゲスト側でも操作できますので、読みづらい・
見ずづらい箇所や、強調したい箇所は倍率を切替えて使用できます。

シンプル機能

クリック

クリック

クリック

拡大後は画面右端のボタ
ンで上下移動できます。

拡大後は画面下部のボタ
ンで縦横移動できます。

クリック

Point



営業全般、保険業、製造業、士業、商社、コンサルタント等

セールス全般

オンラインミーティング
デザイン確認、クリエイティブ業務全般

活用事例

＜ラフデザイン確認＞

＜商品・サービス説明＞＜決算書等の説明＞

＜セールス・プレゼン＞ ＜明細等資料説明＞

＜名刺デザイン確認＞



導入メリット

約5秒でつながります。
接続によるストレスを感じないのでお客さまへの案内もスムーズです。

5秒でつながる！1

通話は電話(携帯電話)を使用

アプリのインストール不要。必要なのはインターネット環境のみ。
通話は電話回線を使用。

ゲスト(お客様)の事前準備不要

通話は、「電話」や「携帯電話」を使用しますので、途切れることなく
クリアな音声でコミュニケーションを取れます。

共有画面で資料を共有できるので、電話だけでは説明が難しい説明や、
意思疎通もスムーズです！

資料の共有

客先への往復の移動時間を削減できます。
空いた時間を業務や提案作成の時間に使えます。

移動時間短縮

客先への移動交通費や、出張費の経費削減できます。

交通費の経費節約

2

3

4

5

6

アプリ



音声は電話(携帯)です！

複数接続(拠点)はできません！

無料ツールではありません！

1対1の営業利用を想定しています。
2対1のような複数接続や複数拠点には対応していません。

音声はオンライン通話ではありません。
インターネット環境と電話をご用意いただく必要があります。

無料ツールを使いこなせる方は、是非そちらをご利用ください。
またアプリ(Skype、zoom等)のインストールや、フリーツールの使用が
容易な方には不要なツールです。

デメリット



ご利用料金

月額費用 10,000円(税別)

月額費用 19,800円(税別)

初期費用=0円

キャンペーン価格

【メーカー推奨環境】
パソコン「1台」につき「1アカウント」推奨
※ 複数台のPCで使用可能
※ 同時接続不可

＜お支払い方法＞
※お支払い方法は「クレジットカード」、「銀行口座振替」がご利用いただけます。
※「銀行口座振替」の場合、初回費用のお支払いのみ「コンビニ決済」となります。
※初回費用では「当月分(日割り計算)」、「翌月分利用料」、「システム利用料(¥110)が」決済されます。

無料お試し

14日間

最低利用期間：3ヶ月



お申し込みフロー

申込みフォームからご登録いただくと【ワープセールスからのご利用案内】メールが配信されます。
ログイン用のID/PWが記載されておりますので、メール受信後すぐに「14日間無料」でご利用いただけま
す。併せて「本登録申込みフォーム」へのURLを記載しておりますので、そちらから必要事項、支払い方
法を記載し、本登録を完了させてください。

「本登録申込みフォーム」上の決済方法で、「コン
ビニ決済」を選択。初回費用のお支払いのみ「カー
ド決済」か「コンビニ決済」の選択となります。

初回費用にコンビニ決済を選択

初回費用登録後、継続課金決済方法を選択できます
ので、「口座振替」を選択し口座情報を登録してく
ださい。

継続課金決済方法の登録

1

2

3

クレジットカード口座引き落とし

「本登録申込みフォーム」上の決済方法で
「カード決済」を選択。

初回費用にクレカ決済を選択

初回費用登録後、継続課金決済方法を選択できます
ので、「カード決済」を選択してください。

継続課金決済方法の登録

2

3

「ワープセールス」では、初回費用決済や継続課金決済に株式会社メタップスペイメントが運営する
「会費ペイ」を利用しています。14日間の無料お試し期間中に本決済をお願いいたします。
毎月26日が決済日となります。請求名は「会費ペイ」となります。



Webブラウザ 動作環境

Google Chrome
最新及び1つ前のバージョン

Mozilla Firefox
最新及び1つ前のバージョン

Microsoft Internet 
Explorer

最新及び1つ前のバージョン

Microsoft Edge
最新バージョン

Safari
最新及び1つ前のバージョン

Google Chrome
最新及び1つ前のバージョン

Mozilla Firefox
最新及び1つ前のバージョン

Microsoft Internet 
Explorer

最新及び1つ前のバージョン

Microsoft Edge
最新バージョン

Safari
最新及び1つ前のバージョン

※推奨

※推奨

利用可能

利用可能

利用可能

※推奨

※推奨

利用可能

利用可能

利用可能

ホスト側
サービスを提供する側

ゲスト側
サービスを提供する側



その他 動作環境

ホスト側でのご利用は
ご遠慮下さい。



持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用および
ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）の
「SDGs 8.働きがいも経済成長も」をワープセールスを通して
SDGsへの取り組みをサポートします。

「SDG’s」をサポート




