
飲食店のブランディングを実現する

ReNew

サービス紹介資料

※画像が表示されない場合は更新してください

Build your brand.
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ブランディングと

マーケティングが得意な


会社です

飲食に限らず、様々な領域でサポートしています。



飲食とITの業界で

構成されたメンバー

荒川 大志 / COO

飲食業界で蕎麦、居酒屋の店舗経営
や自身でも蕎麦職人の経歴を10年経
てIT業界へ転身。

溜水 雅彦 / CEO

飲食やフィットネス、人材、介護な
ど様々なITサービス開発プロジェク
トに参画。

株式会社スムー

東京都三鷹市下連雀3-22-15

山野ビル2F

設立 2019年3月https://smoo.co.jp



「飲食店の変化をスムーズに」

をミッションに

飲食とITの掛け合わせ、そしてスムーが多くの
プロジェクトで発揮してきたブランディングの
領域で飲食店をサポートいたします。



人の力とテクノロジーの力を融合させ、飲食店
がスムーズに変化できるように。
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テイクアウト

キャッシュ

レス決済オンライン


ストア

飲食店のデジタル活用は

コロナ禍で加速化したが

肝心の「お店の魅力」に

注力したサービスはない

セルフ

オーダー

ローカル

ビジネス

予約

システム



ReNewは

魅力を伝え続ける



ブランディングに

特化したサービスです
=

店舗の魅力を表現し、発信し続けることは見込

み客へのリーチや期待値を向上します。


その結果、集客・リピーター・採用といった効

果をもたらし、ファン層を醸成していきます。

集客 リピーター 採用

ブランディングがもたらす効果



ホームページは最大の

ブランディングツール

ホームページはこだわりや特徴を伝えることに
最も適しています。

さらに、蓄積された情報は検索エンジンや
Googleマップでのアクセス率を向上し、見込
み客に知ってもらう機会につながります。

配信し続けることにより検索エンジンや

Googleマップでのアクセス率を向上させる

ホームページの情報は蓄積

店舗の魅力を表現しやすい

世界観の具現化

（SNSやグルメサイトは表現に制限がある）
写真・言語化・独自のカラー/コンテンツ



お店選びの比較時に

決めの一手を

お店選びにおいて、SNSやローカルサービス、

グルメサイトは入り口であり、決めの一手とな

るのはブランドサイトの役割です。

ReNew

ブランドサイトが

お店選びの一押しに

グルメサイトSNSローカル

サービス

ブランドサイト



これらのお悩みを

ReNewは解決します

どんなコンテンツを作れば良いか


わからない

何を配信して良いかわからない

ホームページは初期コストが多くかかる

SNSやホームページなど


販促ツールが複数あると手が回らない

しかし、こんなお悩みは

ないですか？



日々の配信に利用できる

飲食店に特化したコンテンツ配信システム

飲食店のための

ブランド構築サービス

C
ore Branding

ブランディングに必要なコンテンツで

店舗の魅力を表現

数千円からのパーツ・コンテンツ購入型の

新しいスタイル

D
aily Branding

Googleマイビジネスや各種SNS

と自動連携



お店の魅力を表現するための

必要なコンテンツをご用意
初期状態から、コンテンツやデザインを拡張し


ブランド力を高められます。

拡張例

Core Branding

初期状態 拡張後 after さらに拡張

メインビジュアルを拡張

料理写真を全面に。

印象UP

コンセプトを追加

お店の特徴が分か
り魅力UP



ブランド拡張は数千円からの

手頃な価格帯


Free 拡張のみの運用でも可能
コンポーネントシステムによってフォーマット化し、


低コストを実現しています。

Core Branding

デモのご案内でブランド拡張の詳細をご紹介します

https://www.renew.fan/line-request


食欲をそそるシズル感のある

写真撮影

ブランディングに重要な写真撮影も

ご依頼いただけます。


二次利用OKでSNS、Google map、チラシ等にも自由
に使用できます。

C
ore Branding



誰もが編集できる

見たまんま更新システム

営業時間や拡張したコンテンツは、

ブランドサイト上の画面から簡単に編集でき、


常に正しい情報を伝えることができます。

Core Branding



飲食店に特化した

コンテンツ配信システム
飲食に特化したさまざまなテーマを用意


「何を配信してよいか分からない...」を解決します。

D
aily Branding

デモのご案内で配信システムの詳細をご紹介します

SNSのようにシンプルな投稿フォーム

https://www.renew.fan/line-request


Googleマイビジネスや各種SNS

と自動連携

一度の投稿で

Googleマイビジネスと各SNSに配信できます。


※SNSとの連携はProプランになります。

Daily Branding

配信例

配信システムで

ブランドサイトへ配信 リーチを最大化



ワンタップでどこに配信するか
簡単設定。署名やハッシュタグ

も設定できます

Daily Branding

SNSごとの配信切り替えも簡単に。instagramに掲載
する店舗情報（署名）やハッシュタグを登録でき、


日常の更新業務を楽にします。

1タップでON/OFF切り替え

毎回記述やコピペする手間を無くします



自店舗で出来る集客を最大化

日々のブラディングで知っても

らう機会を増やしましょう

Daily Branding

お店の情報を日々配信することは検索結果の効果
（SEO/MEO）を高めます。


また、それぞれのプラットフォームと連携することで
集客機会を増加します。

contents

SE
O 

/ 
M

EO

contents

contents

contents

contents



月額費用のみで

スタートできます

月額費用をお支払いいただくだけで、

ブランドサイトをご用意します。

Basic プラン Proプラン

¥ ／月（税込）6,800 ¥ ／月（税込）11,880

¥ ／月（税込）8,500 ¥ ／月（税込）14,850

年額払い 年額払い

月額払い 月額払い

請求は

¥102,000


¥81,600（税込）

請求は

¥178,200


¥142,560（税込）

次ページへ続きます



Basic プラン Proプラン

メニュー メニュー

タイムライン

（配信コンテンツ）

タイムライン

（配信コンテンツ）

店舗情報

自動連携

配信システム

&

店舗情報

Googleレビュー

の自動表示

メインビジュアル メインビジュアル

配信システム

&


自動連携

※その他投稿件数などの違いがございます



初期デザインについて
経験豊富なプロのデザイナーが作成いたします。

カラーとフォントを選定いただき、構築します。


以下はサンプルです。
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ReNewご利用の流れ
デモ説明のご案内後、新規アカウント登録画面のURL

をお送りいたします。

ブランドサイトの立ち上げは最短で翌営業日に完了し

ます。

デモのご案内

アカウント登録

プランの選択/月額お支払い

店舗情報/スタイルの登録

ブランドサイトの構築/立ち上げ

メニュー・ブランド拡張・配信システムの開始



活用例
月額費用のみでも、ブランド拡張しても


抜群のコストパフォーマンス

ブランド拡張はFreeのみ使用。

メニューの充実と情報発信に特化。

ブランド拡張にスターターパックを使用。

メインビジュアルやギャラリーなどを拡張

月額費用のみで運用 Proプラン

スターター  ¥30,800 Basicプラン

月額費用のみで

配信コンテンツを最大活用

最小限のブランド拡張

でも魅力はしっかり

Case A

Case B



ReNewの紹介は以上です。

お読みいただきありがとうござ

いました。

※デモが不要で登録に進みたい方は

support@smoo.co.jpまでお問い合わせください

デモ画面のご案内はこちら

https://www.renew.fan/line-request

