
人気
No.1

人気
No.3

人気
No.2

¥59,800¥59,800
営業力強化ミニカタログ名刺 名刺に挟むチケット

（名刺とのセットご注文で）
税別

¥15,800¥15,800税別

印刷料金100枚込み　※100枚を超える場合は料金別途
写真撮影・イラスト作成などはオプションとなります

¥498,000¥498,000
会社案内ホームページ（基本10ページ）
税別

PC・スマホ・タブレット同時対応
写真撮影・イラスト作成・文章作成などはオプションとなります

¥298,000¥298,000
会社案内ホームページ（1ページ型）
税別

PC・スマホ・タブレット同時対応
写真撮影・イラスト作成・文章作成などはオプションとなります

印刷料金100枚込み　※100枚を超える場合は料金別途
写真撮影・イラスト作成などはオプションとなります

デザイン制作（1案）1
2 印刷料金込み
（100枚まで）

目指せ
売上3倍

なんと3日間で5件の受注に！
これがついてこの価格！

名刺を変えるだけで
営業力UP！
名刺を変えるだけで
営業力UP！

名刺に挟む感謝券や
無料チケットで
反応率UP！

名刺に挟む感謝券や
無料チケットで
反応率UP！

PC・スマホ・タブレット
同時対応！
PC・スマホ・タブレット
同時対応！

もしもの時のために！プラン加入がオススメです

会社のサイトはスマホ対応していますか？

¥4,980／月～

運用・メンテナンスプラン

オリジナル

オーダーメ
イドも

できます

リーフレットでもっとアピール！リーフレットでもっとアピール！ チラシの活用で集客アップ！チラシの活用で集客アップ！ ホームページを強化するなら！ホームページを強化するなら！

ECサイトもおまかせください！ECサイトもおまかせください！

リーフレット（会社・店舗案内）

¥129,800¥129,800税別

A4印刷料金100枚込み　※100枚を超える場合は料金別途
写真撮影・イラスト作成などはオプションとなります

A4印刷料金100枚込み　※100枚を超える場合は料金別途
片面は税別30,000円～

写真撮影・イラスト作成などはオプションとなります

デザイン制作（1案）1
2

構成のアドバイス1
表紙デザイン2
制作については
ご相談ください

3印刷料金込み
（100枚まで）

集客チラシ

看板 ロゴマーク ステッカー 社章

¥59,800～¥59,800～税別

ブログをまとめるなら小冊子！ブログをまとめるなら小冊子！

小冊子

¥30,000～¥30,000～税別

上記は表紙デザインのみの金額です
印刷料・写真撮影・イラスト作成などはオプションとなります

制作はご相談ください

PC・スマホ
タブレット
同時対応！

ホームページを
シンプルにしたい方に好評！
ホームページを
シンプルにしたい方に好評！

セールスレター型ページ
（ランディングページ）

¥198,000¥198,000税別

サーバー設置・ドメイン設定
写真撮影・イラスト作成などはオプションとなります

ECサイト

¥598,000¥598,000税別

サーバー設置・ドメイン設定
写真撮影・イラスト作成などはオプションとなります

問い合
わせ・ご

注文が増
える！

運用・メンテナンスプラン

いろいろ制作できます！まずはお問い合わせ！いろいろ制作できます！まずはお問い合わせ！

7簡単・シンプル・今日からできる

売上アップ つのポイント

Kindle で絶賛発売中

書籍／A5サイズ108ページ

定価1,000円

経営
　コンサル

タントの

　　私が書
きました

Aslink
おやつ ・ おつまみに

熊本県産 有機ぎんなん

トラブル対応プラン 新着情報を投稿したいのに、仕方がわからない。
写真をランダム表示させたい。
ホームページが改ざんされたので元に戻したい。

技術相談 調査業務 復旧作業

内容に応じたプランが各種ございます。詳しくはお尋ねください。

¥4,980／月～
トラブル対応プラン

内容に応じたプランが各種ございます。
詳しくはお尋ねください。

運用・メンテナンスプラン

¥4,980／月～
トラブル対応プラン

内容に応じたプランが各種ございます。
詳しくはお尋ねください。

株式会社キューイシステム
社長 栗田 博成 著書

じっくりと
読みたい方の
ために 製本版を送料無料でお届けします！

キューイシステムまでお問い合わせください。詳しくは裏面をご確認ください。

経営相談スタートから６年連続、年間８００件以上取り組んできた
売上アップ対策の中から、今日からできる簡単・シンプルな対策を
厳選しました。

Amazon Kindle Unlimited 会員様は無料でお読みいただけます。

これがついて
この価格！

熊本の景気アップ!
応援キャンペーン
キューイシステム大感謝祭大感謝祭 表示価格から全

品5%OFF表示価格から全
品5%OFF



お問い合わせのみ大歓迎！

Goog
leカレン

ダーで
スケジュ

ール管
理

chatw
orkで

社内連
絡 サポート（技術）・使い方指導

¥1,000／10分¥1,000／10分税別

社内研修お試し（5名様まで）

¥30,000/h¥30,000/h税別

※熊本市以外は、別途交通費 ※資料が必要な場合は別途請求

初回

セミナー・研修 開催実績 掲載のほかにも多数実績がございます
中小企業庁 熊本県よろず支援拠点 経営実践セミナー
『年間700件の相談から見えてきた、売上アップの着眼点』
主催 : 中小企業庁 熊本県よろず支援拠点

第7回 経営力 UP セミナー
『事業承継にも役立つ!更なる売上拡大を支える利益体質の創り方』
主催 : 熊本信用金庫

平田機工様
サプライヤー様向け営業力強化研修
(2016年、2017年)

企業はもちろん、各支援機関からのご依頼や、売上アップ、利益アップ、後継者育成、創業など
各種セミナーのご依頼をお受けいたします。 
行政、支援機関の場合、講師規定等に合わせたご依頼も可能です。お気軽にご相談ください。

時間区分 料金目安（税別）
￥100,000
￥100,000
￥140,000
￥180,000
￥220,000

90分
60分
90分
120分
180分

セミナー

研修

講演・セミナー・勉強会
●一般講演
　 (営業力強化、売上拡大、人材育成、インターネット活用等)
●社内講演 (ニーズに合わせたテーマ)
●セミナー (一般、社内)　●勉強会 (一般、社内)

コラボ産学官 熊本(第14回交流研究会)
『人材確保と育成』
主催 : コラボ産学官事務局

ご依頼内容

企業向け
社内研修

一般向け
セミナー

一般向け
セミナー

一般向け
セミナー

研修・セミナーメニュー各種あります！研修・セミナーメニュー各種あります！

キューイシステムを
ご利用いただいたお客様の声
うれしいお声をたくさんいただいています。

キューイシステムを
ご利用いただいたお客様の声
うれしいお声をたくさんいただいています。

売上UP7つの着眼点
売上3倍UPの為の営業強化

危機突破V字回復

後継者を敏腕社長へ

株式会社田崎自動車工業 様
質問に対しての答えの引き出しも多くて、
相談すると、こちらが『なるほど』と納得
する答えが返ってきます。アドバイスが上
手だなと思いました。

メゾン・ド・キタガワ 様
今回のホームページリニューアルでスマ
ホからも見やすくなって、とてもよかった
です。リアルタイムに情報を伝えられるよ
うになりました。

W-workout KUMAMOTO 様
実際どこから始めたらいいのか？夢はあ
るけど道がないという状態から創業まで
導いてくれました。物腰も柔らかく、栗田
さんだったら相談できるなと感じました。

燻製工房 縁 様
どんなことを話しても否定せずに聞いて
くれて自分の考えや何をしたいのか、どう
いう行動をすればいいのか整理してくれ
てとても助かっています。

日本ファーマ 様
補助金を活用しました。難しい印象があっ
たのですが、キューイさんにわかりやすく
説明いただいたおかげで難しさを感じる
ことなく進めることができました。

通算4,000件以上の経営力UPコンサル実績！
現場実践型のコンサルティングをあなたも！
通算4,000件以上の経営力UPコンサル実績！
現場実践型のコンサルティングをあなたも！

南熊本駅 JR豊肥本線

ガスト

GS

ナムコ
ワンダー
シティ

ウエスト
ロイヤル
ホスト

南楓苑

ハローデイ

れんこん

コンサルタイプ 料金目安（税別） 超える場合

メールにてご相談に応じます。
返信もメールにて行います。

来訪型

メール型

直接お会いして
ご相談をお伺いします。

直接お会いして
ご相談をお伺いします。

初回

¥0¥0たっぷり
90分

株式会社キューイシステム代表取締役  栗田 博成

業務内容
・経営セミナー開催　・研修会講師
・VI、CI、ブランディング　・営業力を高める名刺、チラシ等制作
・会社案内、カタログ制作　・WEBマーケティング
・売上拡大WEBサイト構築　・顧客、販売管理、システム開発 等

公　職

中小企業庁 熊本県よろず支援拠点コーディネーター

株式会社キューイシステム
熊本市中央区南熊本3丁目3-6

売上アップ・ホームページ制作なら熊本で2003年に創業

https://www.qui.co.jp/

平日・月～金
9：00～18：00096-234-8338

売上アップ　熊本

企業認定
経済産業省 新連携事業認定
熊本県 経営革新承認企業
熊本県 事業可能性評価委員会 A評価
財団法人 熊本県起業化支援センター投資認定

経営・営業

事業承継

稼ぐビジネスリーダーの「思考法」
ビジネスマン

創業の「落とし穴」の突破法
創業

変な社長の人材採用・育成
人材

売上UPホームページ構築

WEB集客・マーケティング

ホームページ売上UP

人気コンサルタントの育成
コンサルタント養成

人気
No.1

戦略編 戦術編戦術編

●中小企業庁 熊本県よろず支援拠点コーディネーター　●熊本商工会議所 
エキスパートバンク登録講師　●熊本県商工会連合会　エキスパートバンク
登録講師　●熊本県中小企業支援センター　登録専門家　●宮崎県商工会
議所連合会　登録専門家

コンサルタント
プロフィール

プロジェクト型

訪問型

￥30,000～/月

￥25,000～/h

￥30,000～/h

月3回まで

1回2時間

1回2時間

1回
￥10,000

1回
￥50,000

1回
￥60,000

お試しご相談

回数

ご相談ください

キューイシス
テムの

キューイシス
テムの 経営力UP研修経営力UP研修 ITツール活用ITツール活用ツールで業務効率化UP!ツールで業務効率化UP!

営業力UP支援 コンサルティング営業力UP支援 コンサルティング


