
塾ログのご案内
【学習塾の無料検索サイト】

NEA加盟塾様限定特典ございます



事業内容

教育事業者 支援事業 学習者 支援事業

学習塾様の基幹システム開発、社員ポータル、生徒・

保護者様ポータルの構築、模擬システム、e-Learning

システム等の受託開発まで。ご要望に合わせたシステム

を開発致します。

Web系 業務支援システム開発

多拠点をつなぐ、セキュアな環境の構築。クラウド

基盤構築はもちろん、実機のハウジングまでご要

望に合わせて環境開発を実施致します。

インフラ、クラウド基盤 構築

個別指導型 子ども英語教室

学習塾、英語教室、小学校などを対象とした、子ども

英語教室「Lepton（レプトン）」のフランチャイズ事業。

コミュニケーション英語能力テスト JET。

多読・多聴・eラーニングが一体となった、コミュニケーション

英語の自立学習教材 Lepton Reading FARM。

学習塾 検索サイト

保護者・生徒様に向けた学習塾検索サイト。

ユーザーは無料で資料請求が可能。学習塾様もフリープラン

（無料）から安心してご利用いただける料金体系で、保護

者様と学習塾様をマッチング致します。

日本語能力試験（海外人材向け）

日本語を母語としないビジネスパーソンと日本語学

習者を主な対象としたJPT（日本語能力試験）

の実施運営。現在は国内、ベトナム、タイ、インドネ

シアで試験を実施。さらに、中国で実施予定。



塾ログのご紹介

国内最大級の学習塾の無料検索サイト

2019年3月にオープンした国内最大級の学習塾の無料検索サイト

です。リリース後、約2年で、掲載教室数はすでに6万教室を超

え、累計約100万人の方々にご利用頂いております。

また、塾ログサイトは社内のエンジニア・デザイナーが、

サイトの使い勝手の向上や、新機能の開発・追加など、

日々、サイトの改善に取り組んでおります。

加盟教室数の推移

5,300教室以上

加盟教室数は、2年で5,000塾以上にまで増加しました。
加盟塾様数の増加に伴い、加盟教室数も順次増加しております。

サイトオープンから加盟教室数の増加の推移

現加盟塾数

※ 加盟塾様 ：法人・個人事業主の数
※ 加盟教室数：資料請求可能な教室数
※ 掲載教室数：掲載している教室数（情報のみの教室含）
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塾ログが解決したい課題

こんなお悩みありませんか？

・問合せは来るけれど、入塾につながらない

・チラシの広告にかかる費用を軽減したい

・ホームページからの生徒募集がうまくいかない

塾ログの目的

01.

02.

入塾率の向上

集客コストの低下

03. 公式ホームページ代わりとしての活用

塾ログは『低コスト』で『入塾可能性が高い』集客をミッションとしております。



塾ログの強み

塾ログは、ユーザーに塾の情報をきちんと提供することが検索サイトの役割だと考えております。

ユーザーがその情報をしっかりと確認・検討の上、資料請求を行っているからこそ、塾ログは高い入塾率となっております。

また、同時資料請求件数が少ないこと、入塾につながりやすい体験授業の申込が多いことも高い入塾率の理由です。

【参考】塾ログ有料塾の費用対効果実績（問合せ単価）

塾検索サイト競合

約4,000円前後

高い入塾率01.

02. 費用対効果の高さ（詳細は次ページ）

塾ログは「定額制」であるため、問合せ件数にかかわらず、毎月の費用は一定です。

したがって、問合せ件数が多くなればなるほど費用対効果は高くなります。

塾ログでは、さまざまな効果改善の取組みやサポート体制を準備しております。

03. 資料請求・体験授業申込・電話問合せが0円から

塾ログは0円で利用可能なプランもございます。

0円でも貴塾の教室情報を掲載できるだけでなく、

「資料請求」、「体験授業申込」、「電話問合せ」も追加料金なし

で、教室で受けることができますので、

第2の公式ホームページとしてもご利用いただけます。

塾ログアクセスアッププラン 平均問合せ単価

約2,100円前後

※ 資料請求時に、「資料請求」「体験授業」、または、その両方の申込
が可能です。塾ログでは、１/３以上のユーザー様が体験授業を申込ま
れています。



塾ログ問合せ単価実績

問合せ単価の算出方法

⇨【塾ログ利用料】 ÷ 【CV数（資料請求件数＋電話問合せ数）】

※上記は塾ログにご掲載頂いているアクセスアッププラン塾様実績を一部抜粋しております（2021年2月実績）

※固定電話からの電話問い合わせ数は実績に含まれておりません（固定電話の件数比率は、全電話問合せの30％程度（塾ログ調べ））

※電話問合せ数の新規問合せの割合は70％程度（塾ログ調べ）

企業名
主な商品の
授業形式

掲載ブランドの
対象学年

有料
教場数

問合せ単価

A塾 個別・集団 小中 31~50 ¥2,640

B塾 個別・集団 小中高 31~50 ¥1,083

C塾 個別・集団 小中 51～100 ¥2,351

D塾 個別・集団 小中 51～100 ¥1,294

E塾 個別・集団 小中高 101～ ¥3,038

F塾 個別・集団 小中高 101～ ¥2,762

G塾 個別 小中高 ～30 ¥2,000

H塾 個別 小中高 101～ ¥3,533

I塾 集団 小中高 ～30 ¥2,000

J塾 集団 小中高 101～ ¥1,472

全体平均 ※対象はアクセスアッププラン塾のみ ¥2,098



塾ログサービスプラン



有料プラン限定機能のご紹介

～塾ログには、学習塾様にご活用頂けるさまざまな機能がございます～

02 口コミ返信機能 03

.

動画配信機能

ブランド紹介ページにyoutube動画
を登録可能

04 文字装飾機能

ユーザー様からの口コミに返信可能。
保護者様との関係構築にご活用頂けます

文章の内容が伝わりやすいように、
見出し、太字体、下線、色変更の適用が可能

01

.

キャンペーン特集

キャンペーン特集ページに
対象教室として掲載されます

※今後も学習塾様のご要望に合わせて、随時、機能拡張を行ってまいります。



プラン別 効果比較

アクセスアッププランとフリープランの効果比較

成約数（問合せ数）01.

➢ アクセスアッププランはフリープランの約16倍

の成約数が獲得できます。

アクセスアッププランとフリープランの件数比較グラフ

成約数

アクセスアッププランの成約数が多い理由

・イベント掲載やアクセスアップ広告など、アクセス数を向上させる機能
・動画掲載など、成約率を向上させる機能

等々、成約数を増やすための機能が多くございます。

アクセスアッププラン

フリープラン



NEA加盟塾様限定特典内容

【特典適用に関するご注意事項】
・アクセスアッププランを初めてご利用され、かつ3ヶ月以上継続してご利用いただける場合に限ります。
※3ヶ月未満でのプラン変更やご解約の場合は5,000円×教室数×ご利用月数を申し受けます。

・原則、運営されている全教室をアクセスアッププランでご利用いただきます。
※新規開校を除き、アクセスアッププランでの掲載教室を追加される場合は、1教室あたり月額5,000円となります。

※複数の塾ブランドやFC教室を運営されている場合などは別途ご相談下さい。

最も効果の高いアクセスアッププラン（通常5,500円（税込）／月・1教室）を半額2,750円（税込）
でご提供いたします。

例）30教室の学習塾様の場合

【通常価格】
月額：5,500円（税込）×30教室 ＝ 165,000円
年額：165,000円×12ヶ月 ＝ 1,980,000円

＋

さらに・・・

掲載開始月および翌月の

月額費用が0円！
82,500円×10ヶ月 ＝ 825,000円

初年度は825,000円のみ

【特典価格】
月額：2,750円（税込）×30教室＝ 82,500円
年額：82,500円×12ヶ月 ＝ 990,000円



塾ログへのお申込み



記事制作代行サービスのご案内

塾ログの塾情報ページを充実させたいけれど、
忙しくて手が回らない・・・

貴社の塾情報ページの制作代行を承ります

【価格表】

◆申込方法：塾ログ管理ページ内「塾ログへのお問い合わせ」、もしくはメールから、制作代行を希望する旨をご連絡ください。
追ってメールにてご連絡いたします。

◆納期：ご発注日から10営業日以内を目安として作成し、掲載前に内容の確認依頼をいたします。
◆支払条件：月末締め翌月末日支払い
◆支払方法：銀行振込（振込料発注者負担）

基本料金は必ず発生する料金です。

基本料金と①～④を足し合わせたものが記事制作代行の依頼にかかる料金となります。

メニュー 内容 単位 価格(税込)

基本料金 調査・入力・内容確認・サポート等 1回の注文あたり 11,000円

No. オプションメニュー 内容 単位 価格(税込)

① 教室ページ作成代行 教室情報の記述を代行する 1教室あたり 5,500円

② ブランド情報記入代行 ブランド情報の記述を代行する 1ブランドあたり 16,500円

③ イベント作成代行 季節講習などのイベントの記述を代行する 1イベントあたり 11,000円

④ キャンペーン作成代行 入会金無料などのイベントの記述を代行する 1キャンペーンあたり 11,000円



Company Profile

会社名 ：株式会社FREEMIND

代表取締役：北田 秀司

資本金 ：1億619万円

設 立 ：1988年3月

従業員数 ：105名（2020年7月現在）

東京本社

〒105-0014 

東京都港区芝3丁目23番1号

セレスティン芝三井ビルディング8F

京都本社

〒604-0875

京都市中京区車屋町通竹屋町上る砂金町403番地

田丸産業ビル1F




