つくる窓口でお悩み解決ガイド

新規の顧客を
開拓したいけど、

同業者から下請け
注文が欲しいけど、

攻め方が
わからない…

どうすれば
いいのか…

みんなが抱えるお悩み、

「新規客獲得」
「つくる窓口」が解決します！

は

そもそも「つくる窓口」って何？
オリジナルグッズを作りたい人と
グッズ作りのプロ業者を繋ぐ
専門ポータルサイトです。
つくる窓口では、お客様自身が様々な検索方法を使って、自分に最適
なオリジナルグッズ業者を探すことができるサイトです。オリジナル
グッズを作りたい人を集客し、登録企業への仕事発注を手助けします。
もちろん、同業者間で仕事のやり取りもできます！
オリジナルグッズ発注者側
他業界メーカー

エンドユーザー

企業発注担当者

クリエイター

商社

スポーツチーム

イベント企画会社

趣味サークル

アパレル業者

学校・医療機関

デザイナー

飲食店など店舗

①業者を検索
（無料）

①企業情報を登録
（有料）

②見積り依頼・発注（無料）

③見積り・受注・製作・納品
（マージン・手数料不要）

http://tsukumado.com/

オリジナルグッズ製造業者側
資機材メーカー

下請け業者

資機材ディーラー

実店舗

システム開発

ウェブショップ

登録業者間での仕事の
やりとりもＯＫ！

こんな会社にオススメ！ 「 つくる窓 口 」はこんな悩 みを解 決します
「つくる窓口」では様々なジャンルのコラム執筆やgoogleへの広告出稿などで、あらゆる層から集客を図ってい
ます。これまで取引のなかった新しい企業や一般消費者と繋がることで、ビジネスを拡大させることができます。

まとまった数の
注文が欲しい
新規客を
開拓したい

新しい
販売チャンネルを
探している

同業者から
下請け注文が
欲しい

得意な
小ロット生産を
活かしたい

自社商材を
販売したい
ネット担当者が
いないけど
ネットで集客したい

全国規模で
商売したい

低コストで
自社を
アピールしたい
エンドユーザーと
繋がりたい

「つくる窓口」はココが 違います！
マッチングサイトにありがちな
中間マージン・手数料が一切不要
お客様と直接やりとりができます。
つくる窓口では、注文が確定しても登録業者やお客様から仲介手数料等は一切い
ただきません。納期や金額、発送方法など、全て業者とお客様が直接相談して決め
ていただくことができるので、安心してご利用いただけます。

オリジナルグッズ作りを支援する３つの問い合せ方法
つくる窓口ではお客様が問い合せしやすいよう、３つの窓口を設けています。また、問い合せ発生後も、事務局が
お客様や業者に進捗確認をおこなうことで、お客様が望むオリジナルグッズを作れるようにフォローいたします。

1 掲載業者に問い合せ

2 業者にまとめて相談

3 事務局に相談

お客様自身がつくる窓口の検索機能

どの業者が最適なのかわからない、

自分が作りたい商品の名前がわから

を使って、目的の業者を見つけ出し、

複数の業者から見積もりが欲しい、

ない、どこの業者が良いのか見当も

問い合せをおこないます。作りたい

色んな業者から加工方法の提案が欲

つかないという人に対して、事務局

グッズ、加工方法、所有機材、
「短納

しい、などの場合に利用する機能。扱

がアドバイスをおこない、業者を紹介

期対応」や「小ロット歓迎」など業者

いカテゴリや加工方法を元に、複数

します。要望があれば、お客様の代わ

の強みから、自分に適した業者を絞り

の業者に対してまとめて同一の内容

りに事務局側が業者に注文内容につ

込むことができます。

を相談することができます。

いて相談することもあります。

よくあるご質問
自社の情報を掲載したいので
やり方を教えてほしい

掲載すると本当に
問い合せがあるんですか？

まずは「つくる窓口」のサイトにアクセスして、
「掲載希望はこち
ら」をクリックしてください。やり方がわからない場合は、電話で
の対応も可能です（06-6924-6655）。お気軽にお問い合せ
ください。

つくる窓口では、現在月間平均100件を超える問い合せがコン
スタントに入ってきます。問い合せ内容も千差万別なので、新規
顧客をつかむためのチャンスは十分にあると考えています。是
非貴社情報を登録してみて下さい。

企業情報掲載料の
支払方法を教えてください

集客のためにおこなっている
施策をおしえてください

基本的に、掲載料はカード決済による毎月払いです。カードをお
使いいただけない場合は、請求書を発行いたします（年１回の場
合は一ヶ月あたり2,800円、毎月発行の場合は3,400円）。料金
の詳細は裏面をご覧ください。

ランディングページとしてのコラムを、これまでに140本以上執
筆しています。今後もコラム執筆を続けると共に、グーグルアド
ワーズへの広告出稿など、アクセス数アップのための施策をお
こなってまいります。

「つくる窓口」にどうやって掲載を申し込むの？
企業紹介ページが完成するまでの流れ
STEP.1

「つくる窓口」で検索。または、

「つくる窓口」トップページの

ＱＲコードを読み取ってください。

「掲載希望の方はこちら」をクリック。

掲載申込フォームに必要事項を入力して送信。

キャッチコピーや

STEP.2

PR文が思いつかない
時は、運営にお任せ
ください！

メールが到着。記載されたＵＲＬを

掲載企業入力フォームに必要事項を入力。

キャッチコピーやPR文を入力して、

クリックしてログインする。

送信ボタンをクリック。

ここで入力するIDは

写真は後でも

必ず最初に設定した

追加できるので

IDと同じにしてください

この時点では写真が
無くてもOK！

次のページに移動し、必要事項を入力。

STEP.3

扱い商品や写真などを入力し、送信ボタンをクリック。

STEP.4

完成！
写真の変更や掲載情報の修正、
変更などは、掲載後にいつでも
可能です。お気軽に事務局に連
絡してください。写真は18枚ま
で掲載可能です。写真の追加も

入力データを元に事務局がページ作成。

校正のやり取りを終え、完成したら

PDF形式で校正をお送りします。

つくる窓口に貴社紹介ページが掲載されます。

いつでも出来ます。

問い合せが入ったら、どんなやり取りをするの？
届いたメールに返信するだけ！
お客様と掲載企業が直接やりとりする
ことで、無駄な手間や手数料が省けます
お客様はつくる窓口に掲載されている企業に、専用のフォームから問い合せをお
こないます。問い合せは直接企業の担当者様にメールで届きます。あとはお客様
と企業が直接やりとりして、細かい注文内容などを決めてください。

問い合せ発生から商品完成（納品）までの流れを解説
３営業日以内に
返信してください

お客様側

掲載企業側

お客様側

お客様が作りたい商品に対応した

掲載企業ページのフォームに

届いたメールの問い合せ内容を確認し、

掲載企業を検索。

必要事項を入力して送信ボタンをクリック。

自社で対応できるか検討します。

掲載企業の担当者宛てにメールが自動送信されます。

掲載企業側

納期
価格
発送方法
支払方法

お客様側

掲載企業側

納品
デザイン
データ送付
校正

お客様側

掲載企業側

支払

つくる窓口の専用返信フォームから

お客様にメールが届きます。あとは細かい内容を

注文内容が確定したら、製造して

お客様に返信します。

お客様と直接打ち合わせてください。

お客様に商品を納品・支払をして完了。

「まとめて相談」、
「事務局に相談」って何？
「まとめて相談」はお客様が複数の掲載企業に対し、同
一の内容で問い合わせができる機能です。掲載企業側
の対応は、通常の問い合せと同様です。
「事務局に相

「事務局に相談」の
イメージ
お客様側

掲載企業側

談」は、
「どこに相談すればいいかわからない」という

❶昇華転写＋縫製で

❸注文に対応できる

お客様の注文に応じて、事務局が最適な掲載企業を紹

ユニフォームを作りたい

なら、あとはお客様と

介する機能です。掲載企業は、事務局から問い合せい
たしますが、あとは通常の問い合せと同様です。

事務局

直接やりとり

❷昇華転写＋縫製ができる企業に問い合せ

問い合せ件数を増やすためのポイントを伝授！
POINT.1

写真を追加、変更する
下請け業者なら、

写真は18枚全て

スタッフの顔写真を

掲載するように

掲載すると安心感

しましょう。実例紹介

を与えられます。

が一番効果的です。

企業紹介ページでは、ロゴ、メイン写真
の他に18枚の写真を掲載できます。他
のポータルサイトの例を見ても、自社の
事業を写真で分かりやすく紹介してい
る方が、お客様に安心感を与えられま
す。特にオーダー商品の場合、どんな仕
上がりになるのか不安に思うお客様も
います。そこで、これまでに貴社で実際
に作った商品の写真を掲載してくださ
い。写真が無い場合は、貴社のホーム
ページで使用している画像の流用でも
OKです。写真の追加や変更は事務局
がおこないますので、お気軽にご連絡く
ださい。

POINT.2

扱いグッズを増やす／掲載情報を修正する
扱いグッズを増やし

住所や電話番号など

たら、事務局に連絡！

基本的な情報は

掲載されていない

常に最新のものに

グッズでも、追加で

しておくのが鉄則。

表示できるように

住所や電話番号、ウェブサイトのURL
が変わった時は、事務局までお知らせく
ださい。お客様が安心できるよう、最新
の情報を掲載するように心がけましょ
う。また、扱いグッズや加工方法を増や
したり、事務局がメルマガで紹介する人

いたします。

気グッズを扱うのも高ポイント。検索さ
れる回数が増える＝問い合せの件数も
増えます。新しい機械を導入した場合
も、その情報を反映致します。担当者の
変更なども含めて、情報修正は事務局
までご連絡ください。

自社とマッチした問い合せを増やすためのチェックポイント
企業紹介ページ作成の際、貴社で扱っている「グッズ」、
「加工方法」、
「機材・資材・消耗品」を選択していただきまし
た。この情報を元に検索が行われます。扱っていない「グッズ」や「加工方法」、販売していない「機材・資材・消耗品」に
チェックが入っていると、検索時に誤った情報が表示されることになります。貴社とマッチした問い合せを増やすために
も、貴社紹介ページに正しい「グッズ」、
「加工方法」、
「機材・資材・消耗品」が表示されているか、再度チェックしてみて
下さい。誤りがあった場合は、事務局までご連絡ください。

企業紹介ページの修正は事務局までお気軽に！
企業紹介ページの情報修正、写真の変更、追加などは、すべて「つくる窓口運営事
務局」までご連絡ください。下記メールアドレスに、写真を貼付していただき、修正
個所を箇条書きでいただければ、５営業日以内に貴社紹介ページを修正し、ご連絡
いたします。お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。
つくる窓口運営事務局

 06-6924-6655

info@tsukumado.com

「つくる窓口」 で発生した問い合せの実例紹介
Ｔシャツの全面昇華転写、縫製をお願いしたい

最適な加工方法を提案してほしい

オリジナルグッズの制作販売をしています。昇華転写で全面プ
リントＴシャツを作ってくれる加工先を探しております。データ入
稿をすれば昇華から縫製までやっていただけますか？納期や価
格の目安を教えてください。

文房具や小物、タオルなどの持ち込みの商材に１個からプリント
をして頂ける業者さんを探しています。できれば安価で短納期
が希望です。プリント加工方法の提案･お見積り･プリントをして
頂ける業者さんがおりましたらよろしくお願い致します。

ガーメントプリンターの所有機種を知りたい

布に捺しても消えないスタンプ台が欲しい

ガーメントプリンターを使った外注先を探しています。貴社が所
有しているガーメントプリンターのメーカーと機種、所有台数、
最大日産数の目安を教えてください。

布に捺せるオリジナルのハンコを１個作りたいと考えています。
印面のサイズは約3センチ×3センチです。お見積依頼いたしま
す。また、布に捺しても消えないスタンプ台はありますか？

5,000枚印刷時の単価を教えて欲しい

持ち込み商材にプリントして欲しい

雑貨商品のメーカーです。商品パッケージとなる布の巾着にロ
ゴマークを印刷したいと思っています。ロットは5,000枚です。
印刷単価を教えてください。

抱き枕のメーカーです。1,500種類の抱き枕の販売を検討して
います。抱き枕は持ち込み、プリントデータお渡しで、1,500種
類の転写印刷をして頂ける業者様を探しています。

ラメ入りＴシャツを50枚作ってほしい

スマホリングのブランク商材を仕入れたい

結婚式で着用するためのＴシャツを50枚作ってください。前面
にはラメ、バックには腰のあたりに黒１色でワンポイントプリント
して欲しいです。価格と納期を教えてください。

ＵＶプリントに対応した印刷前のスマホリングが欲しいのです
が、取り扱いしていますか？ 数は500個程度を考えています。
おおよその金額を教えてください。

認印を３本作ってほしい

シルク印刷でオリジナル絵馬を作りたい

事務所で使う認印を３本（内容は全て違います）作ってくださ
い。あわせて、そのサイズに合った印鑑ケースも希望します。急
いでいるので、早めに返事をください。

木製の絵馬にシルク印刷でオリジナルキャラクターを印刷して
ほしい。絵馬の素材をお持ちなら、そちらを使用いたします。な
ければ材料をお送りします。

オンラインショップの看板商品を作りたい

オリジナルトロフィーを作ってほしい

オンラインショップを開いたばかりで看板商品がありません。オ
リジナルデザインのしおりを作ろうと考えていますが、しおりの
印刷には対応しているのでしょうか？

個数は100個、メッキ塗装のオリジナルトロフィーの作製を考え
ている。サイズは約40×100㎜。取り急ぎ、見積もりや入稿方
法、納期の目安などを教えてほしい。

モバイルバッテリーに短納期で印刷してほしい

ネクタイピンに名入れは可能か？

モバイルバッテリー500個に会社のロゴをプリントしてもらいた
い。現物を送付し、納期１週間でプリントは可能でしょうか？ 可
能なら見積もりを送ってください。

記念品として配布するために、ネクタイピン35個に名入れした
いと考えていますが、可能でしょうか？ もし可能なら、価格と納
期を教えてください。

貴社と新規取引をはじめたい

キャップ2,000個にプリントして欲しい

衣料店を経営しているが、オリジナル商品としてイベントTシャ
ツやタオル、ステッカー、団幕などを総合的にプリントして欲し
い。新規取引をはじめたいので、価格などを教えてほしい。

キャップ2,000個にプリントした場合の価格を教えてください。
デザインデータはこちらで用意します。プリント内容を送りたい
ので、メールアドレスを教えてください。

木製のオルゴールに印刷は可能か？
木製のオルゴールの天板部分に印刷してほしい。貴社で対応で
きるか？ オルゴールは持ち込み、印刷は２色で、デザインはは
フルデータで支給します。

お土産物を作ってほしい
お土産物として、オリジナルデザインのポーチ、ステッカー、タ
オル、Tシャツの製作を考えている。ロットはそれぞれ10〜100
と少量ですが、対応してくれますか？

※

毎月120件を超える
問い合せが
発生しています！
※2019年7月〜12月までの数字。通常の
問い合わせ、まとめて相談、事務局への
相談を含めた問い合せの延べ件数

コラム執筆＆広告出稿 でアクセス数は成長中
オリジナルグッズ雑誌のプロが執筆した
充実のコラムが160本以上！
開始以来アクセスは右肩上がりです
つくる窓口を運営している「OGBSマガジン」は、オリジナルグッズ、オーダーグッ
ズの専門誌を発行するプロ。多数のライターが執筆した専門性の高いコラムを掲
載することで、ニッチなキーワードでの検索順位を上位に。アクセス数のアップに
成功しています。これからも充実したコラムを執筆し、よりアクセス増を狙います。
もちろん、googleにリスティング広告も出稿。ニッチなキーワードを狙って、効果
的な広告展開を今後もおこなっていきます。

著作権から応援グッズまで、豊富なコラムで集客を実現しています

人気ランキング１位
「個人利用ならば著作権侵害
にならないは本当か？」
セッション数：4,950

人気ランキング４位
「この秋、結婚する花嫁さんは
慌てないで！旧姓のハンコをそ
のまま印鑑登録できるかも」
セッション数：2,646

※セッション数はいずれも2019年7月〜11月の集計

人気ランキング2位
「スポーツ観戦に欠かせない、
新応援グッズ スティックバル
ーン（応援棒）とは？」
セッション数：3,272

人気ランキング５位
「布に付いた練り朱肉、スタン
プ台のインク汚れはどうやって
落とす？」
セッション数：1,423

人気ランキング３位
「平面なのに3D！
？見る角度に
よって絵柄が変わるレンチキュ
ラ―の仕組みとは」
セッション数：3,189

人気ランキング６位
「知っていましたか？ハンコは
形によって用途が違うんです」
セッション数：1,187

「つくる窓口」の掲載料金について
※

コスパ最高！１日たった93円で
新規顧客を獲得できる可能性が
大幅にアップします！

今なら掲載料金
半年間無料です

※Ａ・Ｃプランの場合

つくる窓口の掲載料は１日当り93円、月額2,800円（A・Cプランの場合）で
す。たったこれだけで、これまで繋がりの無かった一般消費者や企業の発注
担当者からの問い合せ、同業者間の仕事など、新規客と繋がるチャンスが生
まれます。ネット広告などと比べ、コストパフォーマンスに優れています。

いま登録すれば、初期登録費用と事務手数料も無料です！
●掲載料金 （全て税別）
▽Aプラン（クレジットカード支払い限定）
１ヶ月／2,800円（毎月自動継続）
▽Bプラン（振込みによる支払い）
１ヶ月／3,400円（毎月請求書発行）
▽Cプラン（振込みによる支払い）
１年契約（途中解約・返金不可）／33,600円
（１ヶ月2,800円計算・年１回請求書発行）
※今なら掲載料金が半年間無料！
料
●初期登録費用／6,000円
今 なら無
料
●本掲載手続き事務手数料／3,000円
今 なら無

※今なら初期登録費用、本掲載手続き事務手数料が無料！

●無料掲載期間のモデルケース
4月5日

掲載申込

4月15日

情報掲載スタート

※4/15〜5/1の掲載料はサービス

５月1日
６月
７月
８月

無料掲

載期間

９月

有料化のご案内

10月末日

無料期間終了

11月1日〜

有料に

掲載料金について・よくあるご質問
６ヶ月の無料掲載だけで中止しても
本当に費用はかからないの？

ページ作成や写真の追加、変更も
無料なんですか？

無料掲載期間中または無料掲載期間終了後に掲載を中止して
も、一切費用はかかりません。この機会に、一度「つくる窓口」を
お試しください。

企業紹介ページの作成はもちろん、写真の追加や変更、文章の
修正なども一切無料です。掲載写真を差し替えたい、キャッチコ
ピーを変更したい場合は、お気軽にご連絡ください。

有料期間に移行する時に
初期登録費用、事務手数料は必要？

本当に掲載料以外に
費用はかからないのですか？

無料掲載期間終了後、有料期間に移行する場合でも、今なら初
期登録費用、事務手数料は一切不要です。必要なのは、掲載料
（Ａ・Ｃプランなら1ヶ月あたり2 , 8 0 0 円 、Ｂプランなら１ヶ月
3,400円）のみです。今だけのお得なキャンペーン期間なので、
ぜひお試しください。

つくる窓口では、お客様と掲載企業様の間に注文が発生して
も、中間マージンや仲介手数料などは一切いただきません。必
要なのは掲載料のみです。今なら初期登録費用や事務手数料も
無料キャンペーン中なので、お得な今の期間中に、ぜひ「つくる
窓口」をお試しください。

問 い 合 せ 先
まずはつくる窓口へアクセス！

つくる窓口運営事務局［㈱ゲンダイ出版］
〒534-0027 大阪市都島区中野町5-10-125
URL. http://www.gendai-press.co.jp

TEL.06-6924-6655

FAX.06-6924-5678

E-MAIL. info@tsukumado.com

またはＱＲコードを読み取ってください。

