
ローコストWebマーケティングサービス
TA RG E T I N G

Ｓｕｒｖｅｙ（Ｅ－ｍａｉｌ＆Ｗｅｂアンケート＆Am a z o nギフト券）

アンケート回答者の情報と回答内容を見やすくまとめたレポートをご提出いたします。

メール本文・専用Webアンケートページ・Amazonギフト券の手配・送付もおまかせください。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
　　【３Ｄプリンタ】に関するアンケートのお願い！
　　 http://www.sotuu.net/strategic2/3Dprinter_enq.html 

　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　簡単なアンケートに回答いただいた方の中から【抽選で20名様】に　　
　　【Amazon ギフト券　1,000円分】プレゼント中！

　　http://www.sotuu.net/strategic2/3Dprinter_enq.html 
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　ここ数年、製造業において急速に普及が進む３Ｄプリンタ。
　試作開発や、治具製作などの企業が導入をしています。

　そこで皆さまの現在の３Ｄプリンタの使用方法や、直面する課題、
　今後の３Ｄプリンタに期待することなど、正直な声をお聞かせください。
　
　本アンケートにご協力いただいたお客様の中から抽選で
　【20名様】に【Amazon ギフト券　1,000円分】プレゼント中です。

　★☆★　３Ｄプリンタ　アンケートフォーム　★☆★
　http://www.sotuu.net/strategic2/3Dprinter.html

　

メール配信文章 専用Webアンケートページ ノベルティ（Amazonギフト券）
効果の高かった多数の事例を基に、反響の
見込めるメール配信文章を作成いたします。

カタログダウンロードやアンケート回答が
できるように特設Webサイトを制作します。

アンケート
1.3Ｄプリンタをお使いでいらっしゃいますか？
　○はい 　○いいえ

4. ご要望等がございましたら、ご記入ください。

2.3Dプリンタを使用される頻度をお教えください。
　○毎日 ○その他○週に2～ 3回 ○週に1回 ○月に1回

3. 現在の【造形速度】はどの程度ですか？
　○1時間以内
　○12時間以内
　○その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○3時間以内
○24時間以上
○6時間以内

○24時間以内

ご回答いただいた方の中から抽選で20名様にAmazon ギフト券（1,000円分）をプレゼント！

・従来モデルよりも造形速度　大幅改善！

無料デモキャンペーン実施中です！お気軽にお申し付けください。

NEW

・省スペースでどこでも設置できる
・タッチパネル搭載の簡単な操作！

3Dプリンタ－

抽選でもらえる！

アンケート回答率をUPさせるために、
Amazon ギフト券をご用意します。
当選者へメールでの送付も行います。事例1 新製品・注力製品の販促として 発売前製品のアンケート調査として

3Dプリンタユーザーの現状と求めるスペック新製品マイクロスコープの見込顧客発掘

◇ 拡大観察業務の有無
◇ 使用している拡大観察機器について
◇ 拡大観察機器の導入時期
◇ 観察しているワーク
◇ 新規導入もしくは更新予定の有無

◇ 3Dプリンタの使用有無
◇ 使用頻度
◇ 現状のスペック（速度・精度・材質）
◇ 理想のスペック（速度・精度・材質）
◇ 選定時に重視するポイント

Ｎｅｗ　ｒｅｌｅａｓｅ！

マイクロスコープ 新製品　マイクロスコープ

・○○倍まで観察可能！
・簡単操作で誰でも使える！
・低価格で導入しやすい！

カタログを見る

アンケート

1. 拡大観察を行っていらっしゃいますか？
　○はい 　○いいえ

2. ご使用されている観察機器をお選びください。 （複数選択可）
　□デジタルマイクロスコープ

□その他 （　　　　　　　　　）

□レーザー顕微鏡
□電子顕微鏡 □金属顕微鏡

□実体顕微鏡
□生物顕微鏡

ご回答いただいた方の中から
抽選で 20名様にAmazon ギフト券（1,000円分）をプレゼント！

拡大観察に関するアンケート実施中！

学部名 ・ 部署名

理化学研究所

日本大学

広島大学

自然科学研究機構

京都大学

トヨタ自動車株式会社

田辺三菱製薬株式会社

日本製鉄株式会社

アステラス製薬株式会社

三菱化学株式会社

住友化学株式会社

キリン株式会社

キヤノン株式会社

花王株式会社

旭硝子株式会社

味の素株式会社

トヨタ自動車株式会社

株式会社デンソー

株式会社カネカ

ソニー株式会社

日産自動車株式会社

基幹研究所　物質機能創成研究領域　物質情報変換化学研究グループ　機能性ソフトマテリアル研究チーム

文理学部　化学科　分析化学研究室

大学院理学研究科　化学専攻　分子構造化学講座　光機能化学研究室

基礎生物学研究所　発生生物学領域　生殖細胞研究部門

再生医科学研究所　生体組織工学研究部門　生体材料学分野

広瀬工場　品質管理部　技術員室　ブレーキ品質グループ

研究本部　薬物動態研究所　第一部　創薬動態 D グループ

技術開発本部　先端技術研究所新材料研究部

研究本部　化学研究所　創薬化学第四研究室

鹿島事業所　品質保証部　品質検査グループ

有機合成研究所　研究グループ （分析物性）　触媒解析チーム

R&D 本部　基盤技術研究所

総合 R&D 本部　ナノ材料 ・ 分析技術開発センター　分析技術研究部

ビューティケア研究センター　スキンビューティ研究所

中央研究所　ウエットコーティング F

食品事業本部　食品研究所　技術開発センター　分析技術グループ

車両品質生技部 車検設備 ・ システム技術室

基礎研究所　機能材料研究部　材料解析課

化成事業部　技術統括部　技術グループ

品質センター

要素技術開発本部　材料技術部　パワートレイン材料開発グループ

有機機能材料関連

分析化学関連

基礎物理化学関連

発生生物学関連

生体材料学関連

品質 ・ 分析部門

研究 ・ 開発部門

研究 ・ 開発部門

品質 ・ 分析部門

品質 ・ 分析部門

研究 ・ 開発部門

研究 ・ 開発部門

研究 ・ 開発部門

研究 ・ 開発部門

品質 ・ 分析部門

生産技術・製造部門

生産技術・製造部門

品質 ・ 分析部門

生産技術・製造部門

品質 ・ 分析部門

研究 ・ 開発部門

リーダー

教授

准教授

教授

教授

主任研究員

主管研究員

検査掛長

上席主任研究員

研究員

主幹
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所属機関 ・ 会社名 研究分野 ・ 部門役職 氏名 E-mail

「科研費」や「JST競争的研究資金各種」を採択している理系研究者を対象にした広告サービス。

大手製造メーカーで研究・開発部門、品質・分析部門、生産技術・製造部門に所属する技術者・研究者を対象にした広告サービス。

アンケート項目

配信先

アンケート項目

メール配信レポート アンケート回答レポート

ご回答いただいた方の中から
抽選で 20名様にAmazon ギフト券（1,000円分）をプレゼント！

3Dプリンタに関するアンケート実施中！

アンケート
1.3Ｄプリンタをお使いでいらっしゃいますか？
　○はい 　○いいえ

4. ご要望等がございましたら、ご記入ください。

2.3Dプリンタを使用される頻度をお教えください。
　○毎日 ○その他○週に2～ 3回 ○週に1回 ○月に1回

3. 現在の【造形速度】はどの程度ですか？
　○1時間以内
　○12時間以内
　○その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○3時間以内
○24時間以上
○6時間以内

○24時間以内

国内No.1 研究者・技術者データベース（　　　　読者30,000名、　　　　読者15,000名）から
Survey対象のターゲットとなる研究者・技術者をピックアップ。

Ｓｕｒｖｅｙ R E P O RT

かんたん e-Survey

※
※

118,000円（税別）

活用事例

大手製造メーカーの品質管理部門の技術者
3,000名

配信先

大手製造メーカー(自動車)の研究・開発・
製造部門の技術者　6,500名

以下の費用をすべて含みます。

※1,000名以上の配信をご希望の場合は、営業担当者へご相談ください。

事例2

厳選された研究者・技術者へのメール配信 1,000名分
※

Survey REPORTの集計・報告

専用Webアンケートページの制作
ノベルティ（Amazonギフト券1,000円分×最大20名様）の手配・送付

配信結果を数値でまとめています。レポートに手を加えることなく効果測定がで
きるので、そのまま貴社内で報告資料としてご利用いただけます。

・メール配信結果

■メール件名 : 【Amazon ギフト券が当たる！】3Dプリンタ－に関するアンケート
■配信日時 : 2019/5/28　10：00

・特設サイト閲覧結果

統計レポート

№ 会社名 部署名 担当者名 閲覧日時

1 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 技術本部　HV技術部　第2システムグループ 村上○○ 2019/1/28 10:00

2 豊田合成（株） IE・SS　開発部　IE　開発室 梶谷△△ 2019/1/28 10:00

3 トヨタ車体（株） 材料技術部　材料開発室 齊木▲▲ 2019/1/28 10:02

49 （株）豊田中央研究所 金属材料研究部　マイクロメカニクス研究室 小島■■ 2019/1/29 7:01

50 日本製鉄（株） 品質管理部　鋼材利用加工技術グループ　アプリケーションセンター 八重倉□ 2019/1/29 11:23

51 三菱レイヨン（株） 豊橋研究所　基礎解析センター　豊橋グループ 品田×× 2019/1/30 9:11

～

特設サイト アンケート

配信人数 閲覧人数 回答人数 件数 人数

3Dプリンタ－に関するアンケート 1000 51 28 15 12

カタログダウンロードメール全般情報
メール内容

・アンケート回答結果

1.3Ｄプリンタをお使い
でいらっしゃいますか
？

2.3Dプリンタを使用さ
れる頻度をお教えくだ
さい。

3.現在の【造形速度】は
どの程度ですか？

4.ご要望等がございまし
たら、ご記入ください。

1
アイシン・エイ・ダブリュ
（株）

技術本部　HV技術部　第2システム
グループ

村上○○ はい 週に1回 6時間以内 デモが見たい

2 日産自動車（株） EV・HEVバッテリー開発部 白石●● いいえ - -

3 （株）ジェイテクト 研究開発本部　要素技術研究部 山口▼△ はい 週に2～3回 3時間以内

23 （株）豊田中央研究所
金属材料研究部
マイクロメカニクス研究室

小島■■ はい 週に1回 1時間以内 安ければ導入したい。

24 日本製鉄（株）
品質管理部　鋼材利用加工技術
グループ　アプリケーションセンター

八重倉□ はい 月に1回 6時間以内 -

25 豊田合成（株） IE・SS　開発部　IE　開発室 梶谷△△ はい 週に1回 3時間以内 カタログが欲しい

～

№ 会社名 部署名 担当者名

アンケート回答内容

26 京セラ（株） 第1開発部　第1開発課 大和田--- いいえ - - 安ければ導入したい。

27
日立オートモティブシステ
ムズ（株）

エンジン機構事業部　設計本部
シャシー制御システム設計部

小竹◎◎ いいえ - - -

28 三菱レイヨン（株）
豊橋研究所　基礎解析センター　豊
橋グループ

品田×× はい 週に1回 3時間以内 カタログが欲しい

いつかは導入したい。

-

回答者の情報と回答内容をまとめています。そのまま営業用リストとしてもご利
用いただけます。

お客様の費用を最小限に
効果を最大限に 安心の低価格

Amazonギフト券をプレゼントいたします。

コード　：　XXXX-XXXX-XXXX
金額　：　　1,000円

Amazonギフト券

※

※Amazonギフト券は、アンケート回答いただいた研究者・技術者への御礼としてご用意させていただくものです。つきましては、アンケート回答者が20名に満たない場合でも、
　当該ギフト券差分をクライアント様へご提供することはありません。またサービス料金が変動することもございませんのでご了承ください。


