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ファインドスターグループの概要

健康⾷品・化粧品企業様をグループ全体で1,000社以上
ご⽀援しているダイレクトマーケティング総合⽀援会社

【実績】

【ファインドスターグループ/サービス領域】

商品開発
海外進出
（台湾）

事業戦略
⽴案

原稿制作
媒体仕⼊

プランニング

システム
CRM

効果分析

物流
決済

◎化粧品Ａ社【ベンチャー】通販参⼊4年で年商20億（紙）

◎化粧品Ｂ社【⼤⼿メーカー】通販参⼊3年で年商5億（Web）

◎健康⾷品Ａ社【ベンチャー】年商1億円4年、年商30億（紙）

◎健康⾷品Ｂ社【⼤⼿メーカー】Web⽴上げ3年、年商30億（Web）

【著書】

【メディア・表彰】

【取材実績】
・通販新聞
・⽇本流通産業新聞
・ダイヤモンド 
・PRESIDENT online
・週刊東洋経済
・⽇本経済新聞
・⽉刊通販実践レポート          ※他多数

【受賞実績】
・ダイヤモンド経営者倶楽部特別表彰（2012年）
・Yahoo! JAPAN  「優秀成⻑広告会社賞」※他多数

【講演実績】
・健康博覧会
・ad:tech kyushu（アドテック九州）
・ad:tech tokyo（アドテック東京）
・ダイレクト・マーケティングフェア    ※他多数
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お客様の⼀番の悩みである 物流コストの⾼騰による利益の圧迫 を解決したい！

 なぜリピロジを始めたのか？

私たちがたまごリピートを販売しはじめて４年。いろいろな相談をもらうことが多くなってきました。

そんな時、⼀番お客様からご相談を受けるのが、「物流コストの⾼騰による利益の圧迫」
物流コストの⾼騰は、約3年前の配送会社による配送料の総値上げから始まりました。
ドライバー不⾜・原油⾼の⾼騰により、配送会社も値上げせざるを得ない状況でどの通販会社にも配送料の値上げが起こり始めました。

物流コストが⾼くなる⇒物流コストが全体の予算を圧迫する
⇒本来かけたい広告費・販促費に予算が使えない⇒予算が使えないためにCPOがコントロールできず思ったよう
に新規が獲得できない⇒売上が低迷する。。。
私たちは、年間700社以上の企業様にお会いする中で、このようなお声を沢⼭聞いてきました。

【なぜリピロジができたのか？】

「たまごリピートの企業様1,000社の実績を活かして、お客様に対して何かできないか？」
そう考えた私たちは、世の中にある物流会社といわれる企業に100社以上会い、
全く新しい物流サービスの開発に努めました。

「本当にお客様にお役にたてるサービスを創りたい！！！」
そう思い、サービス開発を進めること１年、

試⾏錯誤してようやくできたのがこの【リピロジ】です。

【たまごリピートを販売する中でのお客様のお困りごと・痛み】
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 リピロジの意義：通販クライアント様の利益の最⼤化

【利益の最⼤化】

【費⽤の最⼩化】【売上の最⼤化】

【固定費の削減】 【変動費の削減】【リピート率向上】【新規獲得】

【施策】
①後払い決済の導⼊
 (後払い同梱)
②物流コスト削減による
 広告費の増加・投資

【施策】
①同梱物の細かい施策
(定期回数による変更など)
②プレゼント同梱など

【施策】
①保管費削減
②⼈件費削減
③作業費削減など

【施策】
①ピッキング費⽤削減
②配送費削減
③返品費削減など

【リピロジの意義】
通販クライアント様の利益最⼤化を物流の側⾯からトータルでご⽀援。
■売上の最⼤化
⇒①倉庫ありきで出来なかった施策を独⾃WMSで可能に！ ②貴社の物流を担い、貴社しかできないコア業務へ専念して頂く
■費⽤の最⼩化
⇒①圧倒的な物量による物流コストの削減 ②独⾃WMSによるSCMの⾒直し、トータル物流コストの削減
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『リピート通販企業に特化した物流代⾏サービス』

【困っていること】

□配送費下がらないので、利益が圧迫されていく

□本当は外注したいが出荷数が少なく外部委託すると⾼くなる

□社内出荷をしており⼈件費の無駄遣いをしている

□出荷が急に伸び、社内での対応が難しくなってきている

□イレギュラー対応が多く対応出来る倉庫会社がないので、外注できない

------------------------------------------------------

□倉庫の顧客担当してくれる⼈が毎回変わるのが嫌

□リピート通販ならではの細かい対応が出来ない

□同梱資料を増やすとコストが上がり費⽤対効果が合わない

□お⾒積りがわかりにくく、膨らむ物流費の改善ができない。

□配送会社の品質上S社ではなく、Y社にお願いしたいが⾼い

リピート通販企業の悩みを解決！

それが…
①高い品質レベル

・リピート通販企業実績 400社以上！
・バーコード管理に対応(ミスなく出荷が可能)

②安心の価格帯

・梱包費⽤、ピッキング費⽤(商品3点、同梱物５点まで)、
   明細書発⾏費⽤、配送料⾦、出荷(80サイズまで)

                全て込み

宅配便580円 メール便190円 ネコポス290円 

下記の悩みを解決し、低価格でサービス提供することが可能となりました。

 リピロジサービス概要
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配送費

⼈件費

保管／管理費

※1

※2

社内出荷料⾦

配送料費

梱包費

管理費

ピッキング費

保管費

80円/個

20円/点

1万円/⽉

2万円/⽉

500円/個

通常倉庫料⾦
明朗
会計

配送費

梱包費

ピッキング費

管理費

保管費

580円/個

他領域への投資

リピロジサービス料⾦

システム費

※1:1,500円(時給)÷60分(時間)×5分(1配送あたりの時間)=125円

※2:坪単価15,000円 管理費(印刷、配送管理、資材)5,000円とした場合

2万円/⽉

125円/個

560円/個

 リピロジサービス概要

『社内出荷から外部委託へ』
多くの通販企業は出荷作業を外部倉庫にて商品保管~梱包作業~出荷までの作業を委託します。
その理由は、トータルコストの削減と社内の⼈員を作業ではなく、売上向上の投資にする為ですが
件数が少ないと割⾼になるケースも多々あります。しかし、リピロジは割⾼になる⼼配はなく安⼼してご利⽤頂けます。
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『破格の値段で提供出来る理由』

通販

通販

通販

通販

通販

通販

通販

通販

通販

通販

通販

通販

出荷データ

出荷報告

商品購⼊者
集荷作業

理由①
多くの通販会社をとりまとめる事
によるスケールメリットを提供

理由②
⽉120万件以上の出荷をしている為、

配送会社への交渉⼒が強い

理由③
独⾃システムで倉庫会社の作業を
極限まで効率化したことにより、
ミスを無くし、⼈件費削減に成功

低価格 実績 効率化

 リピロジサービス概要

配送会社
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実績

規模問わず、170社を超える企業様が導⼊

【出荷実績】
スタートアップから⼤⼿まで幅広いお客様が稼働
・健康美容ドリンク：約40,000件/⽉出荷
・ダイエットサプリメント：約9,000件/⽉出荷
・化粧品：約5,000件/⽉出荷
・シャンプー：約2,000件/⽉出荷

リピート通販物流において最も選ばれている物流サービス

健康⾷品,化粧品 物流実績は４００社突破、年間発送は約１０００万件を突破、

業界特化を活かした『トータル物流のコストの削減』 と 『⾼いサービス品質』 を提供しているサービス

３ 誤出荷率 0.0002％
共通化されたシステムを採⽤することで誤出荷率を下げることに成功

４ 実績 導入社数約   社突破   

化粧品・健康⾷品通販クライアント様の出荷⼀件〜数⼗万件までの発送をサポート

１    削減率 ９９％
実際に稼働した多くのお客様の物流トータルコストの削減に成功しております。
削減は、送料＋作業＋保管＋業務オペレーションコストの全てにおいての削減に成功

２ 導入  最短 ３週間
お申し込みから稼働まで専⾨のチームを設け、皆様がスムーズに稼働出来るサービスをご提供

 リピロジサービス実績
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提供可能な価値について

スタート

事業の成⻑フェーズによって発⽣する物流の悩みはもちろん通販事業としての悩みも解決出来るサービスを提供

⽴ち上げ~
年商１億企業様

・出荷１件~対応可能！
・無駄な連携がなく作業負担が減少
・社内ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞに注⼒が可能！
・稼働までスムーズにご⽀援！

年商１億~１０億
の通販企業様

・同梱物・資材の在庫管理が可能
・後払い同梱サービス実装が可能
・複雑な同梱物のニーズに対応可能
・リピート通販特化WMSの最⼤活⽤
・卸チャネルの拡⼤に伴うサービス

年商１０億以上
の通販企業様

・在庫分散化によるリスクヘッジ
・資材＋DMのコスト削減に成功
・物流レポート機能の最⼤活⽤
・同梱物A／Bテストなどの対応可能
・帳票⼀体型による効率性向上

最適な⽀援会社のご紹介

最適な資材会社のご紹介

リピート通販情報発信

オフラインCRMのご⽀援

定期特化コールサービス

新規お客様獲得のご⽀援

データベースマーケティング

越境EC販促ご⽀援

海外進出のご⽀援

物流会社には出来ない価値を総合的に提供することが可能
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倉庫サービスの説明

空調管理

安⼼の専⽤サポート

チラシ管理

スケールメリット
多くの通販企業様を集め、１拠点から配送を⾏うことで
配送会社への交渉⼒や作業効率を向上することで、
物流コスト削減のご提案が可能。

⼈の肌に触れたり、⼈の⼝に⼊れたりする商品を
多く取り扱う為、空調を２３度〜２７度に維持し、商品品質を維持

リピロジでは担当制を設けており、柔軟に動ける体制構築をしております。
その為リピート通販企業特有のイレギュラー対応にも
迅速に対応する事ができます。

リピート通販には最も重要な同梱物の管理を柔軟に⾏い、
パッケージ料⾦には5点まで無料、というサービスにてご提供

後払い同梱対応

リピロジWMS

出荷が伸びても安⼼
出荷が急激に伸びても⼈を集めれる場所に
メイン拠点をおいている為、安⼼して売上を伸ばすことが可能。

震災のリスクヘッジ、発送リードタイムを短くするため、
在庫を九州と東京の２拠点で持ち、発送を⾏うことも可能。

後払い同梱によるLTVの向上、コストの削減のご提案が可能、
現在、約２０社以上のお客様が後払い同梱サービスを利⽤しており、
業界でも⾮常に対応実績の多いサービスな為、安⼼して利⽤が可能
*必要期間：１ヶ⽉〜

リピロジ独⾃のWMSを使⽤することにより、リアルタイムでの在庫
管理、同梱物の細かい設定が可能。
また⼊出庫の管理もクラウド上でできるため、業務効率化に繋がり
ます。

在庫分散

リピート通販に特化する倉庫サービス内容
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「リピロジカスタマーサクセス」

のご紹介

物流⽴上げを全⾯的に
⽀援します

物流の⽴上げまでに⾏わなければいけない
ことは多くあります。
弊社は、⽉間約15社以上の⽴上げ⽀援を
⾏っておりますノウハウで貴社の移転や⽴
上げを全⾯的にバックアップ⽀援を⾏いま
すので、ご安⼼下さいませ。

安定稼働の仕組み作りに
協力します

物流を外注化するとディレクション作業など
の仕組み構築が出来ていないと無駄な情報連
携に時間を必要としてしまい、
作業負担は減ったものの、情報連携などの時
間は増えてしまうことを防ぐ為に一緒に仕組
みづくりを行っていきます。

通販の悩み事などを
お伺いします

通販業界では様々な支援会社がいます。どの
会社を選定すれば良いかわからない、という
場合弊社にご相談下さいませ。
弊社は業界特化し、様々な支援会社とお付き
合いしておりますのでクライアント様の
フェーズに合わせて最適な支援会社をご紹介
します。
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•稼働後の体制

倉庫会社・リピロジカスタマーサクセスの2⾯体制を構築
⼀気通貫した協⼒体制で事業拡⼤をお⼿伝いします

【⽇々の運⽤ポジショニング】

リピロジ

《リピロジ提携倉庫会社》 《スタークス株式会社》

●システムの使い
こなしサポート
●販促⾯における
事業サポート

●CSVデータ
ー出荷データの⼊⼒
ー配送結果の出⼒

※基幹システムとの
 API連携は
 ⾏っていません。

●実務作業
ー契約書締結
ーイレギュラー作業依頼
ー配送会社関連

●WMS利⽤
ー操作不明点
ー初期設定案内
ー出荷データ対応

●⽇々の出荷梱包
作業をWMSの指
⽰を元に的確に⾏
います

《御社》

現場作業担当 リピロジWMS担当

《基幹システム》

●受注データを
WMSに取り込み、
リピロジと連携

●基幹システム操作
※基幹システムの操作は
リピロジ側では致しません
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•稼働後の体制

リピロジカスタマーサクセスがいるため

引っ越しのみならず、永続的なご支援が可能です

リピロジカスタマーサクセスとは

導⼊までのフロー

物流⾯から永続的な事業拡⼤のお⼿伝いを⾏う部隊が、リピロジカスタマーサクセス【RCS】です。

【存在⽬的】
1）リピロジWMSを⾃社で使いこなせるようになり、物流の安定稼働を提供する
2）その上で⾃社にあった利⽤⽅法を⾃社で⼯夫し利⽤できるような状態へと導いていく
 
【具体的内容】
・引っ越しアドバイス：スケジューリングやディレクションサポート
・出荷緊急対応のサポート：CSVエラーの原因追求のお⼿伝い
・WMSの使いこなしアドバイス：ご相談ベースでより良い使い⽅をご提⽰
・WMS利⽤促進：新機能で新たな施策のご提案、お試し企画の実施 等

①契約書
　書類提出

②リピロジWMS
　初期設定

③現場作業確認 ④出荷テスト
　入庫

出荷開始

※システム設定は⾃社で⾏って頂く形となります
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【リピロジ導⼊前のお悩み事】

【リピロジを選んだ理由は？】

【リピロジを導⼊しての感想は？】

リピロジ導⼊ポイント：圧倒的なコストメリット

リピロジ導⼊評価：良かった！

⽇々の出荷量が増加傾向にあり、マンパワーが限界地点に近
かったため⼈員雇⽤か外注か、経費⾯での課題がありました。
また⼟曜出荷対応など弊社内ではフォローできていない部分へ
の今後の取り組みなども課題として考えておりました。

・リピロジさんより出荷資材の提案を頂けたおかげで送付内容   
 の⾒直しができました。
2.⼟曜出荷対応ができたため、新規の⽅へお届けが早くできる
 ようになりました。

⼀番の理由はコストです。
ネコポスにおいては⾃社出荷費⽤とリピロジ利⽤とが
変わりないため、コスト削減につながる結果となりました。

リピート通販物流において最も選ばれている物流サービス(コスト削減・品質)
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出荷件数が急激に増えたため、⼈員不⾜に悩んでいました。
また出荷準備にかかる拘束時間が⻑いため、
他の業務が滞ってしまう＝残業時間が増える、
といった悪循環で、
業務フロー全体を⾒直さなくてはならない時期でした。

【リピロジ導⼊前のお悩み事】

【リピロジを導⼊しての感想は？】

【稼働までのサポート】

導⼊期間が短かったこと、
準備等も⼯数があまり⼤きくなかったのは⾮常に助かりました

・出荷作業に関わる⼈員の削減
・在庫管理の利便性
・たまごリピート活⽤⽅法の⾒直しにつながった

リピロジ導⼊評価：良かった！

リピロジサポート評価：良かった！

リピート通販物流において最も選ばれている物流サービス(品質・サポート)



Copyright (C) 2015 StarX ,Inc. All Rights Reserved.

16

ご要望ヒアリング

STEP1

お⾒積書提出

STEP2

倉庫⾒学
詳細打ち合わせ

STEP3

契約書締結

STEP4

⼊庫＆稼働

STEP5

実施までの流れについて

※最短で実施意向から稼働まで約３週間になります。

毎⽉10社限定

『お問い合わせ、倉庫⾒学の予約はこちらまで！』

・スタークス株式会社

・TEL:03-6455-6921

・mail：info@starx.co.jp

今なら特別
初期費⽤無料

※稼働までをサポートする貴社専⽤担当がつくため、毎⽉10社限定になります。


