
  IT 導入補助金： IT 導入補助金には、審査が御座います。 詳細：https://www.it-hojo.jp/ 
 IT 導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合った IT ツー

ル（ソフトウエア、サービス業）を導入する経費の一部を国が補助し、みなさまの業務効率化・売

上アップをサポートするものです。 
 
1、ホームページ作成費用＝5 万円 （外観・内部・代表・社員写真等の撮影含む） 
2、EC サイト作成費用（通販）＝10 万円 （各種配送方法・コンビニ＆クレジット対応可能） 
3、位置情報付きポストカード販売機能＝10 万円 
4、ホームページ使用方法説明等＝5 万円 
5、ドメイン取得（.com）・DNS・SSL・メール設定等＝5 万円 （サービス予定） 
6、オリジナルグッズ＝5 万円相当 
ポストカード 1000 枚（卸 50 円）＝商材販売 150 円＊1000 枚＝15 万円相当 （サービス予定） 
 
● 合計＝40 万円－（ 5＆6 の割引＝10 万円 ）＝ ◆ 価格＝30 万円 （別途消費税） 
＊ 価格＝30 万円に対しての、IT 導入補助金は、2 分の 1 で、補助金＝15 万円が受理可能！ 
★ 自己負担＝15 万円となりますが、6 の商材販売価格合計＝15 万円（完売時の合計額） 
＊ 最終負担額＝0 円→15 万－15 万円＝0 円（商材完売で負担額＝0 円可能） 
 
            注： 株式会社クロスワンは、IT 導入補助金の IT 支援事業者です。  





詳しくは
裏面へ【二次公募は6月中旬、三次公募は8月中旬に交付申請開始の予定です】　

交付申請期間：2018年4月20日（金）～6月4日（月）まで一次公募

【予約管理システムを導入】

予約状況をデータで一元管理。新規のお客さまの獲得や予約率向上を実現。
宿泊業

【車両管理システムを導入】

効率的な配車を組むことにより、
従業員１人あたりの勤務時間短縮
を実現！

運送業【コミュニケーションツールを導入】

帳票・書類作成をIT化。書類作成・
提出までの時間が短縮。早番・遅番
職員の情報共有も円滑に！

保育・介護事業

【在庫管理システムを導入】卸売業・小売業

商品の在庫管理を一括データ化！
業務効率の改善を後押しし、
他店舗との連携も迅速に。

【顧客管理システムを導入】　

顧客の好みやアレルギー等をITツール
で記録。きめ細かいサービスを
提供しリピーターを獲得！

飲食サービス業

自社の課題・ニーズに合わせて
様々な業種・組織形態の方にご活用いただけます！

中小企業・小規模事業者の
みなさまが活用できる補助金です。

ITツールを導入して業務効率化・売上アップを目指しましょう！

平成29年度補正
サービス等生産性向上IT導入支援事業

導入補助金



※電話番号はお間違いないようにお願いいたします。
受付時間 9：30～17：30（土・日・祝日除く）

042-303-1441IP電話等からの
お問い合わせ先

（通話料がかかります）
0570-000-429

サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター

IT導入補助金のうれしい3つポイント

ホームページ

@it.hojokin

Facebookページでも最新情報をお知らせしています！

検索IT導入補助金

https://www.it-hojo. jp/

本補助金の詳細について
はホームページをご確認
ください。
導入可能なITツールや
I T 導 入 支 援 事 業 者
に関する情報も順次
ご確認いただけます。

IT導入補助金について

交付申請契約・導入

契約・導入交付決定交付申請

交付決定前に契約・導入され発生した経費は
補助対象となりません。必ず交付決定を受けた
後に補助事業を開始してください。

●注意事項

50万円
15万円
1／2以下

上限額
下限額
補助率

●補助金の上限額・下限額・補助率

ソフトウエア、クラウド利用費、導入関連経費等
本補助金のホームページに公開されているITツールが補助金の対象です。

●補助対象経費

※IT導入支援事業者とは、本補助金で中小企業・小規模事業者のみなさまにITツールを提供するために、事務局へ登録及び認定を受けたITベンダー・サービス事業者です。
　IT導入支援事業者の役割や要件など詳細についてはホームページをご確認ください。

いくつかの質問に答えるだけで
自社の経営状態を診断できる
オンラインツールや、ITツール
の導入で生産性を向上させた
事業者の取り組み事例など、
経営改善のヒントが満載です。

ホームページには
業務効率化・売上アップに
向けた情報が満載！
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IT導入支援事業者が、補助金
の交付申請や実績報告などの
申請・手続きをサポート。必要な
情報を取りまとめてくれるので、
初めて補助金を申請する方も、
安心です。

IT導入支援者事業者が
申請をサポート
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多数のIT導入支援事業者※に
よって、みなさまの様々な課題・
ニーズに対応したITツールが
登録されています。

ITツールとは、ソフトウエア・
サービス等のことです。

多彩なITツールの
中から自社のニーズに
合わせてツールを選べる

1
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ネットプリント･フォトブック/複数頁編集･ポストカード/画像編集･アルバム/写真販売･通販・写真動画(予定)

儲かる！5機能付き写真システム
PC：Win2000・XP・Vista・７、MAC10.5、携帯：i-mode、ezweb、softbank、スマートフォン：Android、iPhone、iPad  （オプション対応含む）

実働サイト： http://www. media-work.biz/

株式会社クロスワン     作製：2011/6/22価格更新

東京都豊島区高松2-47-5 TEL：03-5986-1118  FAX：03-5986-1130

ABCクロスネット汎用タイプタイプタイプタイプ

通販サイト・企業ホームページ・スタジオ・カメラマン向け
サイドビジネスPhotoサービス

月額「無料」０円から加盟できます。写真価格も自由設定！ビジネスに合わせた３タイプ！
 1、自社で写真プリント＆フォトブック作成したいお店様用「印刷会社・写真店 etc」
 2、フォトブックのシステムだけ利用したいお店様用！（他社ネットプリントと共有OK）
 3、当社で写真プリント＆フォトブック作成をする簡単サイドビジネス用！アフィリエイター歓迎！
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目次　　儲かる！ 5機能付き写真システム

◆会社概要　： 3P

◆クロスネット概略　：　4P

1、ネットプリントについて　：　5P

2、フォトブックについて　：　6P

3、ポストカード（多彩な画像編集機能） ：　7P

4、アルバム（販路拡大型写真販売機能）　：8P　

5、通販について：　9P

◆導入メリット　：　10P

◆イメージフロー　：　11P

◆拡張性　：　12P

◆価格表　：　13P

◇アプリ機能　：　14～88P

◇アルバム写真販売機能　：　89～111P

◆あとがき　：　112P

◇クロスワン情報　：　113～127P
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会社概要

社名 株式会社 クロスワン
代表 代表取締役 品川 あきら
住所 東京都豊島区高松2-47-5 TEL：03-5986-1118 
資本金 ５２００万円 
設立 平成元年1月31日
社員数 正社員 6名   バイト 2名（2011/6/10現在）
事業内容 WEBコンテンツの企画制作、管理運営・及び各種自動販売機の開発等「国内＆海外」

自社企画制作運営管理サイト
「http://photo-cross.jp/」ＡＢＣ格安・高品質デジカメプリント  300万PV
特徴「電子マネー対応による会費の徴収＆コンビニ決算による通信販売」YAHOO登録

サイト
状況「写真販売実績・最高月間1000万枚以上、3万件以上・OPEN6年目」IJ印画紙含む
アルバムコミュニケーションサイト・30サイト以上の企画＆作製
情報サイト  ・100サイト以上作製（多言語化サイト実績多数）
通販サイト  ・5サイト企画制作管理運営 本社HP「http://www.9631.co.jp/」
中国関係サイト    ・4サイト運営中「ラブチャイナ」 完全無料型日中サイト

取引先 株）KDDI・株)デジタルチェック・株)ウェブマネー、NTTスマートトレード、DSK（株
        ネットマイル、NP後払い、JCB・アメックス・ダイナーズ正規取次店、BitCash
現在の主要業務 ソフト開発、「ABCデジカメプリント」の、プリント及び販売＆売上管理
主要取引銀行 朝日信用金庫 板橋支店、巣鴨信用金庫 池袋支店

東京都 「経営革新計画」 承認企業
財団法人東京都中小企業振興公社より「enjoyフォトNEXT」は事業可能性評価：認定企業
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概略： ABCクロスネット汎用タイプ

株式会社クロスワンの株式会社クロスワンの株式会社クロスワンの株式会社クロスワンのABCクロスネットとは・・・クロスネットとは・・・クロスネットとは・・・クロスネットとは・・・今の写真関連に必要な、今の写真関連に必要な、今の写真関連に必要な、今の写真関連に必要な、WEBサービス（サービス（サービス（サービス（5機能付き）機能付き）機能付き）機能付き）

1、ネットプリント　（WEB転送はFlash方式「Win・MAC対応」：アプリ方式はWin対応）
2、フォトブック　　　　（アプリ方式：QRコード作成・INDEXプリント「20ページ用」標準装備）
3、ポストカード「画像編集」　　　　（らくがき・文字入れ・リサイズ・3D・画像合成・透過・スタンプ・フレーム等）
4､ アルバム「写真販売」　（パスワード機能・画像流出防止機能・販売機能・下記の「*-」ブラウザ対応）
　　　　　　「*- PC：Win、MAC10.5、携帯：i-mode、ezweb、softbank、スマートフォン：Android、iPhone、iPad 」

5、通販　　　　（ネットプリント＝WEB/アプリ対応「別枠方式」：アルバム＝ WEB/アプリ対応「別枠方式」 による4分類商材対応）

6、写真動画 （現在開発中・写真で動画を作成します。アプリ方式を予定！）

オプション：　オプション：　オプション：　オプション：　4、の機能に対し、、の機能に対し、、の機能に対し、、の機能に対し、2、、、、3、の画像編集・ポストカード・通販・フォトブックがアプリにて対応が可能　［特許出願済］、の画像編集・ポストカード・通販・フォトブックがアプリにて対応が可能　［特許出願済］、の画像編集・ポストカード・通販・フォトブックがアプリにて対応が可能　［特許出願済］、の画像編集・ポストカード・通販・フォトブックがアプリにて対応が可能　［特許出願済］

　　　　◆　クロスネットの受注の流れ　　　　◆　クロスネットの受注の流れ　　　　◆　クロスネットの受注の流れ　　　　◆　クロスネットの受注の流れ（概略図）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真注文写真注文写真注文写真注文 （ネットプリント・フォトブック）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　クロスワン

サーバー

印刷会社

写真店 お客様
自宅・会社画像データーの ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード

印刷・現像印刷・現像印刷・現像印刷・現像/配送配送配送配送
店頭受取り

契約者様の依頼による代行写真プリント＆入金処理＆配送も対応：販売価格の差額をお支払い！契約者様の依頼による代行写真プリント＆入金処理＆配送も対応：販売価格の差額をお支払い！契約者様の依頼による代行写真プリント＆入金処理＆配送も対応：販売価格の差額をお支払い！契約者様の依頼による代行写真プリント＆入金処理＆配送も対応：販売価格の差額をお支払い！
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1、ネットプリント
詳細詳細詳細詳細：　　現状店舗顧客の利便性向上（自宅からの注文）及び新規見込み客の拡大が可能！

実績実績実績実績：　　クロスネットのネットプリントは当社の5年間・50サイト以上の提供ノウハウを凝縮した高機能システムである。

　　　　　特に、1カ月（1サイト）数百万枚のデーター処理実績と顧客重視の利便的な注文方法は多くのユーザー支持がある。

特徴特徴特徴特徴：　1、　Flash注文方式：Win・MAC対応（ブラウザ転送方式）と、アプリ注文方式：Win対応の2注文方式。

　　　　　　両注文方式に対し通販機能を付加し、管理画面統一による入金・プリント進行状況・配送等の一元管理が可能。

　　　　　2、　BPOFダウンロード方式「自社プリントサービスも可能、ご要望により当社プリント代行も可能（別途契約・別途費用）」

　　　　　3、　価格設定・サイズ指定は50種対応「随時変更可能」

　　　　　4、　自動メール機能「注文・発送・催促etc」

　　　　　5、　支払い機能「店頭払い・銀行振込み・クレジット（5％～）」標準装備　*お仕立て券発行オプション（別途費用）

　　　　　6、　画像転送制限機能「画像の最小・最大幅等の設定が店舗ニーズにて設定可能」

　　　　　7、　日付け「有・無」、余白「有・無」が設定可能　（但しBPOFデーターにて記載「店舗処理方式」）

拡張拡張拡張拡張：　　オプションによる機能として、転送方式の追加、携帯電話・スマートフォン等にも対応が可能である。（別途費用）

　　　　

機能詳細：1、ネットプリント 
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機能詳細：2、フォトブック 

2、フォトブック（カレンダー作成も可能）

詳細詳細詳細詳細：　　現状店舗顧客の利便性向上（自宅からの注文）及び新規見込み客の拡大が可能！

実績実績実績実績：　　クロスネットのフォトブックは当社の3年間・上場企業10サイト以上の提供ノウハウを凝縮した高機能システムである。

　　　　　特に、家電量販店向けで1カ月に数千冊の注文実績と顧客重視の利便的な注文方法は多くのユーザー支持がある。

特徴特徴特徴特徴：　1、　アプリ注文方式：Win対応（自由自在テンプレート方式）

　　　　　　ネットプリントとの管理画面統一により、入金・プリント進行状況・配送等の一元管理が可能。

　　　　　2、　BPOFダウンロード方式「自社プリントサービスも可能、ご要望により当社プリント代行も可能（別途契約・別途費用）」

　　　　　3、　価格設定・サイズ指定、ページ数指定等は20種対応「随時変更可能」

　　　　　4、　自動メール機能「注文・発送・催促etc」

　　　　　5、　支払い機能「店頭払い・銀行振込み・クレジット（5％～）」標準装備　*お仕立て券発行オプション（別途費用）

　　　　　6、　画像編集機能「スタンプ・フレーム・背景・文字入れ・QRコード・透過・画像拡大縮小等対応」

　　　　　7、　20ページタイプ限定によるINDEXプリントに対応（ちびパラ「ミニフォトブック」も可能）標準装備

拡張拡張拡張拡張：　　オプションによる機能として、転送方式の追加、携帯電話・スマートフォン等にも対応が可能である。（別途費用）
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機能詳細：3、ポストカード「画像編集」 

3、ポストカード「画像編集」（写真名刺・Tシャツデザイン等も可能）

詳細詳細詳細詳細：　　現状店舗顧客の利便性向上（自宅からの注文）及び新規見込み客の拡大が可能！

実績実績実績実績：　　クロスネットのネットプリントは当社の5年間に50サイト以上の提供のノウハウを凝縮した高機能システムである。

　　　　　特に、 1カ月（1サイト）数十万枚のデーター処理実績と顧客重視の利便的な注文方法は多くのユーザー支持がある。

特徴特徴特徴特徴：　1、　アプリ注文方式：Win対応（自由自在テンプレート方式）。

　　　　　　ネットプリントとの管理画面統一により、入金・プリント進行状況・配送等の一元管理が可能。

　　　　　2、　BPOFダウンロード方式「自社プリントサービスも可能、ご要望により当社プリントも可能（別途契約・別途費用）」

　　　　　3、　価格設定はサービス内容により設定可能、はがき・私製はがき・官製はがき・年賀状等

　　　　　4、　自動メール機能「注文・発送・催促etc」

　　　　　5、　支払い機能「店頭払い・銀行振込み・クレジット（5～％）」標準装備

　　　　　6、　画像編集機能（ページレイアウト）「スタンプ・フレーム・背景・文字入れ・QRコード・透過・画像拡大縮小等対応」

　　　　　7、　6、の機能によるプリクラ写真や写真名刺機能としても同等のサービス提供が可能

拡張拡張拡張拡張：　　オプションによる機能として、転送方式の追加、携帯電話・スマートフォン等にも対応が可能である。（別途費用）
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機能詳細：4、アルバム「写真販売」 

4、アルバム「写真販売」（パスワード機能・携帯電話対応を標準装備）

詳細詳細詳細詳細：　　現状店舗顧客の利便性の向上（自宅からの注文）及び新規見込み客の拡大が可能！

実績実績実績実績：　　クロスネットのアルバムは当社の5年間に数百万ユーザー様に提供したノウハウを凝縮した高機能システムである。

　　　　　学校写真では最高1校：1カ月：3万枚：約2千件の注文処理実績と閲覧者重視のサイトは多くの学校関係者の支持がある。

特徴特徴特徴特徴：　1、　WEB注文方式：Win・MAC対応「携帯電話・スマートフォン標準対応」と、アプリ注文方式：Win対応の2注文方式。

　　　　　　一般ネットプリントとの管理画面統一により、入金・プリント進行状況・配送等の一元管理が可能。

　　　　　2、　BPOFダウンロード方式「自社プリントサービスも可能、ご要望により当社プリントも可能（別途契約・別途費用）」

　　　　　3、　価格設定・サイズ指定は各イベント毎に価格変更が50種対応「随時変更可能」

　　　　　4、　自動メール機能「注文・発送・催促etc」及びネットプリントと同等の通販機能が標準装備

　　　　　5、　支払い機能「学校払い・店頭払い・銀行振込み・クレジット（5％～）・クロスワン収納代行」標準装備

　　　　　6、　アプリ注文の場合は、学校の写真等で、フォトブック・ポストカード・プリクラ写真等が作成可能！アプリ注文の場合は、学校の写真等で、フォトブック・ポストカード・プリクラ写真等が作成可能！アプリ注文の場合は、学校の写真等で、フォトブック・ポストカード・プリクラ写真等が作成可能！アプリ注文の場合は、学校の写真等で、フォトブック・ポストカード・プリクラ写真等が作成可能！

　　　　　7、　初期容量は、2GBだがオプションにより容量拡大や当社代理店として第三者「学校」レンタル可能（別途契約）

拡張拡張拡張拡張：　　オプションによる機能として、転送方式の追加、携帯電話・スマートフォン等にも対応が可能である。（別途費用）
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機能詳細：5、通販「写真グッズ etc」

5、通販「写真グッズ etc」
詳細詳細詳細詳細：　　現状店舗顧客の利便性向上（自宅からの注文）及び新規見込み客の拡大が可能！

実績実績実績実績：　　クロスネットの通販は当社の10年間・通販100サイト以上の提供ノウハウを凝縮した簡易機能システムである。

　　　　　特に、クロスネットでは一般ユーザー通販とアルバム（写真販売）ユーザーに分けた商品構成が可能。

特徴特徴特徴特徴：　1、　WEB注文方式：Win・MAC対応と、アプリ注文方式：Win対応の2注文方式。

　　　　　　注文方式に対し通販機能は個別設定対応、管理画面統一による入金・プリント進行状況・配送等の一元管理が可能。

　　　　　2、　各通販機能は個別設定の為（2注文2方法の4種）、商品構成・販売価格がターゲット別戦略に対応。

　　　　　　アルバム（写真販売）通販での幼稚園＆学校等は、同時に幼稚園・学校の商材販売も可能になります。

　　　　　3、　商品画像設定・説明文は各20種対応「随時変更可能」

　　　　　4、　各通販はネットプリント等と同時注文の為、自動メール機能「注文・発送・催促etc」に対応

　　　　　5、　支払い機能はネットプリント等と同等：「店頭払い・銀行振込み・クレジット（5％～）」標準装備

　　　　　

拡張拡張拡張拡張：　　オプションによる機能として、転送方式の追加、携帯電話・スマートフォン等にも対応が可能である。（別途費用）
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導入のメリット： ABCクロスネット汎用タイプ

* 導入のメリット
現状の写真関連に必要なネット戦略が「クロスネット」で完結できる。。。。

　1、全てのネットサービスが、単一画面で管理運営が可能になる。、全てのネットサービスが、単一画面で管理運営が可能になる。、全てのネットサービスが、単一画面で管理運営が可能になる。、全てのネットサービスが、単一画面で管理運営が可能になる。

　　　　　　　　ネットの一般注文と業務写真販売の管理業務一元化により多くのビジネスチャンスが生まれます。

　　（学校写真の購入者等が通常の生活写真をネットで注文も簡単に行う事も可能です。）

　　（今までの業務写真販売では販売不可能であった、フォトブック・ポストカード販売も可能になります。）

　　（店舗在庫の商品等をネットプリントのお客様にも通販が可能になります。）

　2、システムの導入費用軽減で、経費削減・利益向上。、システムの導入費用軽減で、経費削減・利益向上。、システムの導入費用軽減で、経費削減・利益向上。、システムの導入費用軽減で、経費削減・利益向上。

　　　　　　　　ネットプリント・写真販売・通販を、一つの契約でまとめることが可能です。

　　　　3、緊急時の代行写真プリントが可能になる。（別途契約）、緊急時の代行写真プリントが可能になる。（別途契約）、緊急時の代行写真プリントが可能になる。（別途契約）、緊急時の代行写真プリントが可能になる。（別途契約）

　　　　　　　　機器故障等の緊急時や大量注文時のプリント代行も当社自社ラボ処理が可能です。（自動補正）

　　　　4、オプション機能が充実！（別途費用）、オプション機能が充実！（別途費用）、オプション機能が充実！（別途費用）、オプション機能が充実！（別途費用）

　　　　　　　　日本最大規模のネットプリントシステム構築実績により、多くオプション対応が可能です。

　



11

現状HP簡易導入「WEBイメージ」： ABCクロスネット汎用タイプ

あなたの会社・店舗
ホームページ

リンク追加
１ ネットプリント 
２ フォトブック  
３ ポストカード  
４ アルバム写真販売

*現状のホームページにリンクを張るだけで簡単に
サービスの開始が可能です。難しい知識はいりません。

ご要望（無料）によりヘッダー＆フッター＆背景を貴社ホームページの
イメージに変換可能です。

システム送信・アプリダウンロード

データー転送

写真販売サイトも貴社名で
簡単作成が可能です。

撮影データー転送

父兄からの注文

学校・父兄に納品

写真販売の受注データー

５ 通販
通販（写真関連グッズ）は
各注文時にて購入可能！

*他社システムとの併用も可能
　是非！比較検討してください。
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拡張性「お仕立て券」： ABCクロスネット汎用タイプ

当社は、システム会社です。
 クロスネット契約者様には、今までの
システム開発での実績をもとに、貴社独自の
オリジナル写真システムにカスタマイズします。
*低料金・短納期でカスタマイズします。

 貴社独自の即戦力写真商材として
  「お仕立て券」方式も導入可能です。
 「お仕立て券」方式は、今までの写真関連の「撮影待ちの営業」から
 「撮影前の需要開拓」に繋がる新たなビジネスモデルです。

 * 写真プリントをする前に売上が計上できます。（悪用厳禁）

 第三者店頭が貴社写真商材販売の窓口化！
 贈答品（お中元・お歳暮）の御提案も可能
 カタログ販売、百貨店、ショッピングモール・・・
 * 季節やイベント毎に外箱を変更し販売する事をお勧め致します。

 * お客様の気持ちを考えた販促方法が売上増進に変わります。

「お仕立て券方式のネットプリントシステムは当社にて特許出願済」
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ASPシステム価格表 作成 2011・6/15 改定

1111、　自社プリント標準タイプ、　自社プリント標準タイプ、　自社プリント標準タイプ、　自社プリント標準タイプ（地域により県市町村の助成金が活用できます。）
初期導入費用：　３万円～
月額　　　　：　３０００円　+　売上の ３～１０％マージン　（送料・決算費用は含まず）
詳細　　　　：　1、ネットプリントは販売価格８円以下に設定できません。

（条件事項）　　2、フォトブック・Tシャツ等は当社にて代行制作を基本とする。卸６９％～
　　　　　　　　3、ポストカード・通販での写真グッズも売上の３％～マージン。

　　　　　　　　4、貴社ドメイン・サーバーでの運用は別途料金。

　　　　　　　　5、当社クレジット等の決済を利用時は総売上の、５％～の追加手数料が必要です。

　　　　　　　　6、当システムを利用した転売・レンタル行為は禁止しております。

2222、　フォトブック追加型ランチャータイプ、　フォトブック追加型ランチャータイプ、　フォトブック追加型ランチャータイプ、　フォトブック追加型ランチャータイプ
（他社のネットプリントと当社のフォトブックをランチャーアプリで起動させるタイプです。）
初期導入費用：　２万５０００円～
月額　　　　：　２０００円　+　売上の ３～１０％マージン　（送料・決算費用は含まず）
詳細　　　　：　1、ネットプリントは当社の条件はありません！

（条件事項）　　2、フォトブック・Tシャツ等は当社にて代行制作を基本とする。卸６９％～
　　　　　　　　4、貴社ドメイン・サーバーでの運用は別途料金。

　　　　　　　　5、当社クレジット等の決済を利用時は総売上の、５％～の追加手数料が必要です。

　　　　　　　　6、当システムを利用した転売・レンタル行為は禁止しております。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

3333、　クロスワン代行タイプ、　クロスワン代行タイプ、　クロスワン代行タイプ、　クロスワン代行タイプ（地域により県市町村の助成金が活用できます。）
初期導入費用：　０円０円０円０円
月額　　　　：　０円０円０円０円　+　売上の ５～１５％マージン*-1　（送料・決算費用は含まず）
詳細　　　　：　1、ネットプリントは販売価格６円以下設定できません。

（条件事項）　　2、フォトブック・Tシャツ等は当社にて代行制作を基本とする。卸６９％～
　　　　　　　　3、ポストカード・通販での写真グッズも売上の５％～マージン。

　　　　　　　　4、貴社ドメイン・サーバーでの運用は別途料金。

　　　　　　　　5、当社クレジット等の決済を利用時は総売上の、５％～の追加手数料が必要です。

　　　　　　　　6、写真卸価格は当社指定価格となります。

契約印紙代・消費税別途

東京都承認「経営革新」企業の
㈱クロスワンが、助成金活用・
公的低金利融資等のアドバイス
致します。（無料）

*-1：当社代行の場合はプリント代金・配送料金・決算費用は別途費用がかかります。
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クロスネット：アプリ概要

最新情報を記載

ネットプリントの
価格情報等を記載
ページにリンク

フォトブックの
価格情報等の記載
ページにリンク

フォトブック作成
アプリ起動

ネットプリント作成
アプリ起動
（ポストカード・通販）

アプリ：
WinWinWinWin専用専用専用専用
....netnetnetnetフレームワークフレームワークフレームワークフレームワーク2.02.02.02.0必要必要必要必要

初回起動時のみ各機能アプリを
ダウンロード
２回目以降の起動は価格情報のみ
ダウンロード
但し背景・スタンプ・フレーム等の
追加がある場合はダンロードします。

当アプリはZIP方式にてダウンロードしデスクトップ等に
アイコンを置き使用します。

アプリカスタマイズ対応（有料）
　自社のオリジナルデザインに対応OK
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使用方法①　ネットプリント 起動

ネットプリントを画像をクリックし
primasDX2をパソコンにダウンロード（保存）。
ダウンロードされたファイルを開く。

フォルダ内のexeファイルを実行。

1.ショップサイトに接続を始めます。
2.起動画面が表示されますので「OK」をクリック。
3.最新の価格データを受信してから起動します。
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使用方法②　バージョンUP

ソフトの新しいバージョンがリリースされている場合は、アップデー
ト表示が出ます。

「はい(Y)」を押してアップデートし、
プリントマスターDX2を再起動。
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使用方法③　画像選択

会員制サイトの場合はココでログインページ
が表示され、ID・PWを入力しログインしま
す。

primasDXが起動しました。

左側の「Ａ」の部分より、ご注文画像が
入っているフォルダを選択。
「Ｂ」の部分に画像が表示されていきます。

画像の読み込み中は、
他の操作ができない状態になります。
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使用方法④　選択画像確認

読み込みが完了しましたら、ご注文したい画像を「Ｂ」の部分でクリック。
選択した画像は赤で囲まれます。

CMYKカラー/AdobeRGBの画像は、警告が出てご注文することができません。(RGB/sRGBの
み)
ICCプロファイルを保存していないRGBもご注文できません。
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使用方法⑤　画像ファイル名表示

下記のように「全て選択」等のボタンをご利用頂く事も可能です。
全てLサイズで各2枚等の場合、標準注文サイズと枚数を指定しておくと、
注文詳細タブに行った時便利です。

表示サイズは矢印をスライドさせることにより、自由に変更することができます。

表示形式を「サムネイル画像」から

「ファイル名一覧」に切り替えることができます。
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使用方法⑥　注文詳細設定

画像の選択が終了しましたら、「注文詳細」のタブをクリック。

サイズ・枚数を指定する画面になります。個別でサイズ・枚数・日付等を変更可能。
「サイズ選択」を押すことにより、サイズが切り替わります。（１つの画像で、複数サイズを指定可能。）

「＋」「－」ボタンにて、枚数を増やしたり、減らしたりできます。
「日付を入れる」のチェックを個別で選択できます。

注文サイズに合わせて、プリントされる部分に赤枠が表示されます。
どこがプリントされ、どこが切れてしまうのかが一目でわかります。

「削除」を押すことにより、注文内容から選択を外すことができます。(画像を削除するわけではありません) 
画像の上にマウスカーソルを置くと、その画像が何サイズで何枚注文されるかを確認することができます。
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使用方法⑦　画像ファイル名での注文詳細

「注文詳細」タブでは、上部のボタンで一括変更作業が行えます。

●全ての画像数・プリント数の表示
●日付を入れる・入れないの選択が一括変更
●サイズ・枚数を一括変更
●表示サイズの変更
●「注文へ」ボタン

表示形式を「サムネイル画像」から
「ファイル名一覧」に切り替えることができます。

枚数部分にカーソルを合わせて、数量を入力することで枚数変更
できます。
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使用方法⑧　注文内容一括設定・変更

「注文詳細」上部タブの「プリント枚数」の部分にマウスカーソルを置くと、全ての画像が何サイズで合計何枚注文さ
れるかを確認することができます。

「サイズ一括変更」ボタンを押すと、サイズ指定のポップアップが表示されます。
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使用方法⑨　注文確認

「注文へ」をクリックすると画像ファイル名とサイズ・枚数・日付の有無が一覧が表示されます。
注文内容に間違いなければ「次へ」をクリック。
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使用方法⑩　　通販

「グッズ注文」に切り替わります。

グッズを購入する場合は「購入」のチェックボックスにチェックを入れ、数量を選択し
「次へ」ボタンをクリックしてください。
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使用方法⑪　住所入力

お客様情報・お届け先の入力です。

ご注文者情報とは別にお届け先も指定できます。
一度入力したお届け先は保存され、次回注文以降、選択できるようになります。

メールアドレス・お電話番号はご注文者様のものでご注文になります。
（当社や配送会社との連絡のため）

ご注文者とはお届け先が同一の場合は
「注文者と同じ」にチェックを入れてください。

よろしければ「次へ」ボタンを押してください。
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使用方法⑫　支払い・配送　選択

お支払方法・配送方法、各種オプションの選択です。

・簡単注文パスワードの発行
【「する」にしてお好きな英数字を入力することをお勧めします。次回以降は簡単注文パスワードを
保存していますので入力の必要はありません。】

・料金明細の封入
・画像に余白をつける

よろしければ「次へ」ボタンを
押してください。
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使用方法⑬　確認

ご入力内容の確認です。
合計枚数やサイズ、オプションの選択をご確認ください。

よろしければ、「注文確定」を押して画像を転送します。
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使用方法⑭　グラウドよりダウンロードしクロスサーバーのUP

会員制サイトの場合は、WEBより一時ユーザーパソコンに
画像を取得し当社サーバーにアップいたします。

画像アップロード中（転送中）の画面です。
進行状況とおよその残り時間が表示されます。

アップロードが完了すると、終了した旨を表示します。
「OK」ボタンを押しブラウザ(Internet Explorer等)にて
注文完了ページが表示されれば、ご注文完了となります。

ご注文の確認メールを受信してください。
お支払方法などの情報が記載されています。
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画像編集機能①　画像回転

■画像を回転■画像を回転■画像を回転■画像を回転
（左（左（左（左90909090度回転・右度回転・右度回転・右度回転・右90909090度回転・度回転・度回転・度回転・180180180180度回転）度回転）度回転）度回転）

画像を回転させることが可能です。
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画像編集機能②　モノクロ変換

■モノクロ変換■モノクロ変換■モノクロ変換■モノクロ変換

カラーの写真をモノクロにすることが可能です。
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画像編集機能③　セピア変換

■セピア変換■セピア変換■セピア変換■セピア変換

カラーの写真をセピアにすることが可能です。
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画像編集機能④　明るさコントラスト調整

■明るさ変換■明るさ変換■明るさ変換■明るさ変換

写真の明るさとコントラストを変更できます。
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画像編集機能⑤　らくがき

■らくがき■らくがき■らくがき■らくがき

画像にフリーハンドでらくがきができます。

「線の太さ」や「色」を指定すれば、様々ならくがきが可能です。
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画像編集機能⑥　文字入力

■文字入力■文字入力■文字入力■文字入力

お好きな文字や文章を入力できます。
文字入れウィンドウで入力し、フォントや文字サイズ・文字色・背景色を選択ください
。
文字入れウィンドウを出したまま、画像に入力された文字をドラッグ＆ドロップするこ
とにより位置決めができます。
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画像編集機能⑦　日付け

■日付入力■日付入力■日付入力■日付入力

日付入力ができます。
EXIF情報（撮影日情報）がある画像でしたら、最初に撮影日情報が入力されています。
入力する日付は任意で変更可能です。

日付入れウィンドウで、フォントや文字サイズ・文字色・背景色を選択ください。
日付入れウィンドウを出したまま、画像に入力された文字をドラッグ＆ドロップすることにより位置決めができます。
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画像編集機能⑧　スタンプ

■スタンプ■スタンプ■スタンプ■スタンプ

予め、スタンプ用画像をprimasDXⅡでご用意しております。
スタンプ終了させるには再度「スタンプ」ボタンを押してください。
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画像編集機能⑨　トリミング

■トリミング■トリミング■トリミング■トリミング

画像をカットすることができます。
画像上でドラッグ＆ドロップをするとカット位置が表示されます。
位置が決まったら、「トリミング」ボタンを押してください。カットされます。
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画像編集機能⑩　3D変換

■　■　■　■　3333DDDDフォトフォトフォトフォト((((立体写真立体写真立体写真立体写真))))

2D写真(通常撮影)を3Dフォトにすることが可能です。
「Default」3％の標準とし、バー操作により可変対応

*注意
3Dフォト画像編集は比率変更(縮小)及び
色彩変更(赤、青)の影を伴います。

*確認方法
簡易確認は当社の配送袋裏面の3D簡易メガネ、
「3Dフォトbyクロスメガネ」推奨（84円）
教育関係での大量購入場合のみ割引あり

。
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画像編集機能⑪　EXIF情報

■■■■EXIFEXIFEXIFEXIF情報情報情報情報

EXIF情報（撮影日情報等）を確認することができます。
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画像編集機能⑫　保存機能

■保存と保存＆注文■保存と保存＆注文■保存と保存＆注文■保存と保存＆注文

画像編集後は、編集画像を保存してください。
「保存」を押すと、フォルダに編集した画像を保存します。
「保存＆注文」を押すと、フォルダに編集した画像を保存し、その画像を注文の内容に追加します。

保存の際、元のファイル名とは別の名前で保存することを推奨しておりますので、元のファイル名に「-1」が追加されるようになっ
ています。（変更可能です）

編集実行後、「元に戻す」で
1つ前に戻ります。

「やり直し」では「元に戻す」で
戻した編集を再実行します。



41

ポストカード作成①　サイズ編集

■　編集サイズ■　編集サイズ■　編集サイズ■　編集サイズ

プリントするサイズを選択できます。
プリントサイズに合わせて、画像編集ができます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縦・横の選択も可能です。

ここでサイズを選択することにより「保存＆注文」を押した際、

編集サイズと同じサイズで注文に追加することができます。

ポストカード以外のサイズの写真の画像編集も可能です。
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ポストカード作成②　背景編集

■背景画像■背景画像■背景画像■背景画像
背景画像を選択することが可能です。
上部に表示されている背景画像を編集画面にドラッグ＆ドロップすることによ
り背景画像を使用することができます。
背景を単色で塗りつぶす場合は、編集画面上で右クリックし「背景カラー設定」
をクリックしてください。
カラー選択の画面が立ち上がります。
一度、指定した背景を消すには、編集画面上で右クリックし「背景のクリア」を
選択してください。
編集画像上で、右クリックすると「背景のクリア」「背景カラー設定」「背景フィル
タ」「背景フェード」というメニューが表示されます。

「背景のクリア」「背景のクリア」「背景のクリア」「背景のクリア」　一度、指定した背景を削除します。
「背景カラー設定」　「背景カラー設定」　「背景カラー設定」　「背景カラー設定」　背景画像を単色で塗りつぶします。
「背景フィルタ」　「背景フィルタ」　「背景フィルタ」　「背景フィルタ」　画像を白黒・セピアにすることができます。
「背景フェード」「背景フェード」「背景フェード」「背景フェード」　背景景画像色を薄くすることができます。
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ポストカード作成③　写真編集

■写真画像■写真画像■写真画像■写真画像
背景の上にお写真を配置します。
上部に表示されている写真画像を編集画面にドラッグ＆ドロップすることによ
り背景の上に写真画像を乗せることができます。
画像選択状態（画像に青枠が表示されている状態）の時は、画像の位置・枠
の大きさを変更することができます。
青枠内で、画像の拡大縮小をする場合は、右側の「画像ズーム」のバーを上
下に移動させてください。
青枠内で、画像表示箇所を変更する場合は画像中心の十字にマウスポイン
タを合わせ、マウスポインタが手のマーク に変わった状態で画像を移

動させてください。
写真画像上で、右クリックすると「順番」「回転」「削除」「フレーム削除」「フィル
ター」「フェード」というメニューが表示されます。

「順番」　「順番」　「順番」　「順番」　複数画像を編集画面上に乗せた時、画像の表示順を変更できます。
「回転」　「回転」　「回転」　「回転」　画像を「右90度」「左90度」回転させることができます。（90度以外の
　　　　　回転は画像の四隅にあるグレーの矢印で回転させることが可能です）
「削除」「削除」「削除」「削除」　一度、背景上に乗せた写真画像を削除します。
「フレーム削除　「フレーム削除　「フレーム削除　「フレーム削除　真画像にフレームをつけた場合、フレームだけを削除します。
「フィルター」「フィルター」「フィルター」「フィルター」　写真画像を白黒・セピアにすることができます。
「フェード」「フェード」「フェード」「フェード」　写真画像色を薄くすることができます。
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ポストカード作成④　スタンプ

■スタンプ■スタンプ■スタンプ■スタンプ
編集画像上にスタンプを押すことができます。
上部に表示されているスタンプ画像を背景上にドラッグ＆ドロップすることにより画像にスタンプを押すことができます。
スタンプ画像の大きさは自由に変更可能、移動も可能です。
写真の上にスタンプを押す場合、写真の上に直接ドラッグ＆ドロップでスタンプを押すことはできませんので、一度背景の上に
押してから写真の上に「移動」させてください。
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ポストカード作成④　フレーム

■フレーム■フレーム■フレーム■フレーム
写真画像にフレームを付けることができます。
上部に表示されているフレーム画像を編集画面上の写真画像へ、ドラッ
グ＆ドロップすることにより写真にフレームを付けることができます。
フレーム以外にも、白黒で表示されている画像を選択すると、写真画像を
その形に型抜きします。
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ポストカード作成⑤　文字入力

■文字入力■文字入力■文字入力■文字入力
お好きな文字や文章を入力できます。
文字入れウィンドウで入力し、フォントや文字サイズ・文字色・背景色を選択ください。
入力された文字は「移動」や「回転」させることができます。
文字や文章を再編集する場合は、入力した文字をダブルクリックしてください。
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ポストカード作成⑥　背景・スタンプのダウンロード及び保存と保存＆注文

■背景・スタンプのダウンロード■背景・スタンプのダウンロード■背景・スタンプのダウンロード■背景・スタンプのダウンロード　背景・スタンプ・フレームの画像は季節やイベントによって随時、更新致します。
　新しい画像が追加された際は、画面右下に「追加」というボタンと追加日が表示されされます。

　「追加」ボタンを押すことにより、画像を別途ダウンロードすることができます。

■保存と保存＆注文■保存と保存＆注文■保存と保存＆注文■保存と保存＆注文
画像編集後は、編集画像を保存してください。
「保存」を押すと、フォルダに編集した画像を保存します。
「保存＆注文」を押すと、フォルダに編集した画像を保存し、その画像を注文
の内容に追加します。
保存の際、元のファイル名とは別の名前で保存することを推奨しておりますの
で、元のファイル名に「-P」が追加されるようになっています。（変更可能です）
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写真名刺・フォトカード作成①　新規作成

■新規作成■新規作成■新規作成■新規作成

テンプレートをご用意しています。

全てご自身でデザインされる場合は、テンプレート「無し」を選択して「テン
プレートから新規作成」で作成ください。
（テンプレート「無し」の場合は、「新規作成」のボタンを押さずに作成開始
して頂いてもかまいません。）

「BussinessCard」は、会社用名刺用のテンプレートになります。
「TwitterCard」は、ハンドルネームなど自己紹介カード用です。

事前に入力項目をご用意していますので、簡単作成が可能です

★直接作成も対応
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写真名刺・フォトカード作成②　ビジネス名刺

「BussinessCard」は

●写真スペース
●QRコード

●会社名や住所などの文字スペース
になっています。

写真スペースはグレーになっておりますので、写真をドラッグ＆ドロップし
てください。

QRコードや文字スペースは編集したい項目をダブルクリックすると
入力画面が表示されますので、そちらに入力ください。

サイズなどの変更も可能です。
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写真名刺・フォトカード作成③　Twitterカード

「TwitterCard」は
まず始めにTwitterのIDを入力する画面になります。
入力後、「取得」ボタンを押すことによりユーザー情報を取得し、表示します。

●TwitterID

●ハンドルネーム
●URL

●登録画像
●登録背景
●QRコード

「貼付け」を押して頂くと、取得・表示した情報を名刺編集画面上に
画像や文章スペースとして配置します。
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写真名刺・フォトカード作成④　SET数（枚数）

■■■■set数数数数

注文するset数を選択できます。

縦・横の選択も可能です。

編集画面の上下に、赤い部分がございます。
こちらは切れる部分ですので、デザインが赤い部分にかからないようにし
てください。
赤い部分から5mm程度離して編集をして頂きますようお願い申し上げま
す。

ここで編集set数を選択することにより「保存＆注文」を押した際、編集set

数と同じset数でで注文に追加することができます。set数は注文の際に変
更可能です。
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写真名刺・フォトカード作成⑤　背景

■背景画像■背景画像■背景画像■背景画像
背景画像を選択することが可能です。上部に表示されている背景画像を編集画面にドラッグ＆ドロップすることにより背景画像を使用することができます。
背景を単色で塗りつぶす場合は、編集画面上で右クリックし「背景カラー設定」をクリックしてください。カラー選択の画面が立ち上がります。
一度、指定した背景を消すには、編集画面上で右クリックし「背景のクリア」を選択してください。
編集画像上で、右クリックすると「背景のクリア」「背景カラー設定」「背景フィルタ」「背景フェード」というメニューが表示されます。

「背景のクリア」「背景のクリア」「背景のクリア」「背景のクリア」　一度、指定した背景を削除します。 ：　「背景カラー設定」「背景カラー設定」「背景カラー設定」「背景カラー設定」　背景画像を単色で塗りつぶします。
「背景フィルタ」「背景フィルタ」「背景フィルタ」「背景フィルタ」　背景画像を白黒・セピアにすることができます。 ：　「背景フェード」「背景フェード」「背景フェード」「背景フェード」背景画像色を薄くすることができます。
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写真名刺・フォトカード作成⑥　写真

■写真画像■写真画像■写真画像■写真画像
背景の上にお写真を配置します。
上部に表示されている写真画像を編集画面にドラッグ＆ドロップすること
により背景の上に写真画像を乗せることができます。
写真画像選択状態（画像に青枠が表示されている状態）の時は、画像の
位置・枠の大きさを変更することができます。

青枠内で、画像の拡大縮小をする場合は、右側の「画像ズーム」のバーを
上下に移動させてください。
青枠内で、画像表示箇所を変更する場合は画像中心の十字にマウスポ
インタを合わせ、マウスポインタが手のマーク に変わった状態で画

像を移動させてください。

写真画像上で、右クリックすると「順番」「回転」「削除」「フレーム削除」「フ
ィルター」「フェード」というメニューが表示されます。

「順番」「順番」「順番」「順番」
複数画像を編集画面上に乗せた時、画像の表示順を変更できます。

「回転」「回転」「回転」「回転」
画像を「右90度」「左90度」回転させることができます。（90度以外の回転
は画像の四隅にあるグレーの矢印で回転させることが可能です）

「削除」「削除」「削除」「削除」
一度、背景上に乗せた写真画像を削除します。

「フレーム削除」「フレーム削除」「フレーム削除」「フレーム削除」
写真画像にフレームをつけた場合、フレームだけを削除します。

「フィルター」「フィルター」「フィルター」「フィルター」
写真画像を白黒・セピアにすることができます。

「フェード」「フェード」「フェード」「フェード」
写真画像色を薄くすることができます。
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写真名刺・フォトカード作成⑦　フレーム＆スタンプ

■フレーム■フレーム■フレーム■フレーム　　写真画像にフレームを付けることができます。
上部に表示されているフレーム画像を編集画面上の写真画像へ、ドラッグ＆ドロップすることにより写真にフレームを付けることができます。
フレーム以外にも、白黒で表示されている画像を選択すると、写真画像をその形に型抜きします。

■スタンプ■スタンプ■スタンプ■スタンプ　　編集画像上にスタンプを押すことができます。
上部に表示されているスタンプ画像を背景上にドラッグ＆ドロップすることにより画像にスタンプを押すことができます。
スタンプ画像の大きさは自由に変更可能、移動も可能です。
写真の上にスタンプを押す場合、写真の上に直接ドラッグ＆ドロップでスタンプを押すことはできませんので、一度背景の上に押してから写真
の上に「移動」させてください。
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写真名刺・フォトカード作成⑧　文字入力

■文字入力■文字入力■文字入力■文字入力
お好きな文字や文章を入力できます。
文字入れウィンドウで入力し、フォントや文字サイズ・文字色・背景色を選択ください。
入力された文字は「移動」や「回転」させることができます。
また、文字や文章を再編集する場合は、入力した文字をダブルクリックしてください。

*-　文字背景は、色・透過等にてより文章が解りやすく出来ます。
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写真名刺・フォトカード作成⑨　追加画像＆保存について

■背景・スタンプのダウンロード■背景・スタンプのダウンロード■背景・スタンプのダウンロード■背景・スタンプのダウンロード　　　背景・スタンプ・フレームの画像は季節やイベントによって随時、更新致します。
新しい画像が追加された際は、画面右下に「追加」というボタンと追加日が表示されされます。
「追加」ボタンを押すことにより、画像を別途ダウンロードすることができます。

■保存と保存＆注文■保存と保存＆注文■保存と保存＆注文■保存と保存＆注文　　画像編集後は、編集画像を保存してください。
「保存」を押すと、フォルダに編集した画像を保存します。「保存＆注文」を押すと、フォルダに編集した画像を保存し、画像を注文の内容に追加します。
保存の際、元のファイル名とは別の名前で保存する事を推奨しておりますので、元ファイル名に「Name_」が追加されるようになっています。（変更可能）
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フォトブック作成①　初回ダウンロード

ランチャー起動方式の為、現在はEXE方式に変更済み
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フォトブック作成②　フォトブックアプリ起動
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フォトブック作成③　作成開始

会員制サイト（クラウド）の場合はココでログインページ

が表示され、ID・PWを入力しログインします。
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フォトブック作成④　新規作成
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フォトブック作成⑤　作成中フォトブック読込
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フォトブック作成⑥　画像フォルダを開く
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フォトブック作成⑦　画像表示
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フォトブック作成⑧　作成準備完了　
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フォトブック作成　写真配置①　画像挿入
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フォトブック作成　　写真配置②　画像移動
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フォトブック作成　　写真配置③　画像枠の拡大・縮小



68

フォトブック作成　　写真配置④　枠内の画像拡大・縮小
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フォトブック作成　　写真配置⑤　枠内での画像移動
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フォトブック作成　　写真配置⑥　画像の回転
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フォトブック作成　　写真配置⑦　画像順変更
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フォトブック作成　　写真配置⑧　フィルター＆フェード機能
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フォトブック作成　文字・装飾①　文字入力
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フォトブック作成　文字・装飾②　背景画像
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フォトブック作成　文字・装飾③　背景色
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フォトブック作成　文字・装飾④　背景のフィルタ＆フェード機能
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フォトブック作成　文字・装飾⑤　イラスト挿入
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フォトブック作成　文字・装飾⑥　フレーム



79

フォトブック作成　文字・装飾⑦　レイアウト



80

フォトブック作成　文字・装飾⑧　元に戻す＆やり直し
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フォトブック作成　注文＆保存①　保存
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フォトブック作成　注文＆保存②　プレビュー＆スライドショー
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フォトブック作成　注文＆保存③　注文
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フォトブック作成　注文＆保存④　注文確定
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フォトブック作成　注文＆保存⑤　注文履歴＆インデックス表示
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フォトブック作成　注文＆保存⑥　ユーザー情報
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フォトブック作成　注文＆保存⑦　裏技1　写真を背景に！
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フォトブック作成　注文＆保存⑧　裏技2　編集した写真を使う
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メニュー画面から、管理・編集

アルバム写真販売管理画面（サイト管理者）　①ログイン

メールアドレスとパスワー
ドを入力してログイン。

契約期間
使用容量／契約容量

公開中の
イベント一覧

新規受注一覧
（最新10件）

サーバー管理者
（クロスワン）から
のお知らせ
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アルバム写真販売管理画面（サイト管理者）　②基本情報管理－SHOPマスタ登録

SHOPマスタ登録では、
ご契約頂いたサイト管理者様の
情報をご登録頂きます。

商品注文受付メールアドレス
問い合わせ受付メールアドレス
メール送信元メールアドレス
送信エラー受付メールアドレス
の登録ができます。

送料無料条件
（この条件に関係なく
弊社は送料を徴収致します。）
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アルバム写真販売管理画面（サイト管理者）　②基本情報管理－特定取引法登録

特定取引法登録
インターネット上で通信販売をする場合、販売している事業所な
ど、表示することが
法律上、定められてます。
特定商取引法の表示が義務づけられています。

販売業者
運営責任者
所在地
連絡先（TEL/FAX/メールアドレス）
URL
商品代金以外の必要料金
注文方法
支払方法
支払期限
引渡し時期
返品・交換について

の登録が必要です。

登録した情報は

http://**************.ne.jp/samplesite/tradelaw.php
で公開できます。
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アルバム写真販売管理画面（サイト管理者）　②基本情報管理－支払方法設定

写真を販売する際のお支払方法

利用する・しないの指定
支払方法の説明
注文確認メールの「支払方法案内」差込部分の編集ができます。

お支払方法の追加も可能ですが
サイト管理者様のご責任の下、管理をお願い致します。
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アルバム写真販売管理画面（サイト管理者）　②基本情報管理－メール設定

ヘッダー

お支払方法や注文枚数など
動的データが挿入されます。

フッター

メールの種類
メールタイトル
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アルバム写真販売管理画面（サイト管理者）　②デザイン管理－ページ編集

ヘッダー編集

写真購入ページの全ページの
上部になります。

フッター編集

写真購入ページの全ページの
下部になります。

トップページ編集

弊社から貸し出す、写真購入ペ
ージのトップページになります
。ここから、イベント一覧ペー
ジへ誘導して頂きます。

画像一覧ページ編集

画像一覧ページの表示項目を編
集することができます。

イベント一覧ページ編集

イベント一覧ページの表示項目
を編集することができます。
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アルバム写真販売管理画面（サイト管理者）　③イベント管理－イベント登録

イベント登録

新規イベントを登録できます。
イベント毎に期間や配送方法・
IDなどを変更できます。
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アルバム写真販売管理画面（サイト管理者）　③イベント管理－イベント検索－編集

作成済みイベント内容を変更する場合は
検索結果から編集を行います。



97

アルバム写真販売管理画面（サイト管理者）　③イベント管理－イベント検索－画像UP

画像の登録は
イベント検索結果から画像をク
リックします。

画像アップロードをク
リックするとファイル
選択画面が開きます。
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アルバム写真販売管理画面（サイト管理者）　③イベント管理－イベント検索－画像UP方法

左側の「A」の部分や
上部のファイルの場所「B」など
を利用し、ご注文画像が入って
いるフォルダを選択。

転送する画像ファイルが表示さ
れましたら、画像(jpgファイル)
を選択します。
複数選択が可能ですので
「Shift」や「Ctrl」キーを
押しながら画像を選択。
ドラッグ＆ドロップで複数画像
の選択も可能です。

右上アイコンで
フォルダ移動や戻ることも可能
です。

選択する際に、表示を変更する
ことも可能。
右上アイコンで表示メニューを
「縮小版」にすると画像がサム
ネイルで表示されます。

画像選択か終了しましたら
「開く」ボタンをクリック。
「開く」ボタンを押すと
画像転送開始します。
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アルバム写真販売管理画面（サイト管理者）　③サイズ価格

サイズ価格グループの登録

新規登録の場合は、グループ名
をまず、登録し価格編集で内容
を編集。

イベント毎に使用する価格グル
ープを選択できます。
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アルバム写真販売管理画面（サイト管理者）　④受注管理－受注検索

受注管理

注文情報は
受注管理で閲覧・編集できます。
注文番号・顧客名・アドレス・期間
などで検索可能です。
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アルバム写真販売管理画面（サイト管理者）　④受注管理－受注履歴編集

検索結果から、編集をクリック。
住所など、顧客情報の編集が可能で
す。
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アルバム写真販売管理画面（サイト管理者）　④受注管理－メール配信

検索結果から、通知をクリック。
顧客に対してメールの送信が可能で
す。

基本情報管理の「メール設定」で
登録したテンプレートの使用が可能
です。
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アルバム写真販売管理画面（サイト管理者）　④受注管理－ステータス管理

同じ注文ステータスの注文を表示。
一括でステータス変更が可能です。

但し、変更できる項目には制限がございます。
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アルバム写真販売購入画面　①注文－1

トップページ
イベント一覧への誘導ページ

●変更可能●
デザイン管理「ページ編集」
・トップページ編集
・ヘッダー編集
・フッター編集

イベント一覧

●変更可能●
デザイン管理「ページ編集」
・イベント一覧ページ編集
・ヘッダー編集
・フッター編集
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アルバム写真販売購入画面　①注文－2

基本情報管理「特定取引法登録」
で登録した情報です。

このサンプルサイトでは

http://**************.ne.jp/s
amplesite/tradelaw.php
へのリンクをヘッダーにつけていま
す。
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アルバム写真販売購入画面　①注文－3

画像一覧

●変更可能●
デザイン管理「ページ編集」
・画像一覧ページ編集
・ヘッダー編集
・フッター編集



107

アルバム写真販売購入画面　①注文－4

イベントにログインIDと
パスワードを設定している
場合は、画像一覧に入る前
にログインページが入りま
す。

「サイズ価格グループ」で
登録し、
イベント毎に設定した価格
表が表示されます。
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アルバム写真販売購入画面　①注文－5

画像一覧から、画像をクリックする
と拡大表示になります。

「Sample」の文字は開く度に
別の場所に移動します。
画像上にマウスカーソルを置くと、
左側は「NEXT」（次へ）
右側は「PREV」（前へ）
と表示されます。
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アルバム写真販売購入画面　①注文－6

画像一覧で注文画像を選択（画像下
部のチェックボックスにチェック）
し、「カートの確認」をクリックす
ると
サイズ・枚数選択画面へ移動します
。
同じ画像で別のサイズを注文するこ
とも可能です。
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アルバム写真販売購入画面　①注文－7

サイズ枚数確定後、お客様情報の入
力画面へ移動します。

お名前・お電話番号・メールアドレ
スを入力頂きます。
個別配送の場合は、住所入力の項目
が表示されます。

お支払方法は
基本情報管理の「支払方法設定」に
て「利用する」設定をしたものが
表示されます。
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アルバム写真販売購入画面　①注文－8

お客様情報入力の確認画面です。

ご注文完了画面。
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あとがき

  儲かる！ 5機能付き写真システム　　　　
      クロスネット（ASP）システムレンタルについて
　　　　　　　　
　　　　現在、写真業界を取り巻く環境は デジカメ（デジタルカメラ）による撮影が基本になり、デジタルデータ化が急速な
勢いで市場を90％以上を制覇している状況です。
　デジタルデータ化に従い、「街の写真店舗」でのプリントサービスと「WEBにおけるネットプリント」の垣根を越え
た、競争に突入しております。
　多くの「街の写真店舗」様が、WEBのネットプリントに挑戦し失敗をしている現状が御座います。

　当社が「WEBにおけるネットプリント」業者として経験を基に、「写真関連用サイドビジネス向け」の写真関連用サイドビジネス向け」の写真関連用サイドビジネス向け」の写真関連用サイドビジネス向け」の汎用タイプの
新ネット写真システム「クロスネット」を御提案いたします。
　これは、新しい写真販売が考えたネット向けシステムです。その為、ネット写真注文が必要とする５つの機能
を一つのシステムにまとめた写真総合WEBサービスです。

　1、ネットプリントは、価格重視よりもホームページサービスとしての簡易受注システム
　2、フォトブックは、ゆっくり自宅で作成できる自由自在方式を採用
　3、ポストカード（画像編集）は、個性重視の編集「文字入れ・落書きetc」が可能
　4、アルバム（写真販売）は、地域でのイベント・学校との商業写真販売に対応
　　（付加価値機能としてフォトブック・ポストカード等の作成対応）
　5、通販機能で写真プリント+収納アルバム等（店舗在庫商品）の販売による単価向上

　当社も今後の「WEBにおけるネットプリント」業者として「ネットラボ」に存命をかけ多くのみな様との協業が、
新たなビジネスチャンスだと考えて御提案させて頂いております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社　クロスワン　代表取締役　品川あきら　2011/6/15
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クロスワン：ユーザーの
要望商材＆サイト資料　①

Q,写真年賀状を再利用したい

A,年賀状等のテンプレートを、

切り抜き線を入れ立体形成可能にし販売。
サイコロ・三角錐etc
三角錐・四角推は飲食店のテーブルＰＯＰの重要もあり

ＡＢＣ．格安デジカメプリントＡＢＣ．格安デジカメプリントＡＢＣ．格安デジカメプリントＡＢＣ．格安デジカメプリント
ＡＢＣ．ネットの写真屋さんＡＢＣ．ネットの写真屋さんＡＢＣ．ネットの写真屋さんＡＢＣ．ネットの写真屋さん

ＷｉｎＷｉｎＷｉｎＷｉｎdowsdowsdowsdows
MacMacMacMac
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クロスワン：ユーザーの
要望商材＆サイト資料　②

Q,携帯写真を楽しみたい

A,カードタイプ（名刺サイズ）にて携帯電話

から直接「写メール」注文可能にし、背景色
単位で価格設定をし提供！
　業務用の商品説明・プライスカードとしても利用

ＷｉｎＷｉｎＷｉｎＷｉｎdowsdowsdowsdows
MacMacMacMac

モバイルモバイルモバイルモバイル
OKOKOKOK

背景 価格

白 5.9円円円円

広告付き 3.9円円円円

単色カラー 6.9円円円円

キャラクター・実写 7.9円円円円

限定背景 8.9円円円円

モバフォトモバフォトモバフォトモバフォト
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クロスワン：ユーザーの
要望商材＆サイト資料　③

Q,写真を配布する時に指紋をつけたくない

A,包装機器を自社開発

少年野球・ボーイスカウト・同窓会の
配布写真として定着。
　ブロマイド業者より数十枚単位で追加が好評

Lサイズサイズサイズサイズ 包装代包装代包装代包装代

ＷｉｎＷｉｎＷｉｎＷｉｎdowsdowsdowsdows
MacMacMacMacＡＢＣ．格安デジカメプリントＡＢＣ．格安デジカメプリントＡＢＣ．格安デジカメプリントＡＢＣ．格安デジカメプリント

５.９円+７円＝12.9円
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クロスワン：ユーザーの
要望商材＆サイト資料　④

Q,写真を持ち歩きたい

A,ミニ写真によるフォトブックとして開発。

シートタイプで発売をするとノベルティー
商材として市場が生まれました。
　イベント・観光地お土産等に利用されています。

ＷｉｎＷｉｎＷｉｎＷｉｎdowsdowsdowsdows
MacMacMacMac

モバイルモバイルモバイルモバイル
OKOKOKOKちびパラちびパラちびパラちびパラ
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クロスワン：ユーザーの
要望商材＆サイト資料　⑤

Q,ちびパラの売上げを伸ばしたい（観光地）

A,商品が2個売れる「売り上げが2倍」

（シートとして保存用と組み立てに挑戦用）
商材が増えるとコレクターアイテム化する

販売店（おみやげ屋・イベント会場）販売店（おみやげ屋・イベント会場）販売店（おみやげ屋・イベント会場）販売店（おみやげ屋・イベント会場）
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クロスワン：ユーザーの
要望商材＆サイト資料　⑥

Q,設備投資無しに「ちびパラ」を販売したい。 A,ちびパラのお仕立て券タイプ（ID番号）

子供・孫に作らせたい。
記念品として贈り物にしたい。

フォトウェーブフォトウェーブフォトウェーブフォトウェーブ
ＷｉｎＷｉｎＷｉｎＷｉｎdowsdowsdowsdows
MacMacMacMac

モバイルモバイルモバイルモバイル
OKOKOKOK
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クロスワン：ユーザーの
要望商材＆サイト資料　⑦

Q,ちびパラの棚を有効利用した（観光地）

A,ちびパラの販売用のレイアウト（高さ）を

利用した商材。同一の販売棚を利用可能
ミウラ折り・20面体・メヴィウス・・・

ミウラ折りミウラ折りミウラ折りミウラ折りとは
東大名誉教授・現宇宙航空研究開発機構
三浦博士により開発された紙の折り方です。
弊社は世界で始めて写真の折り方にて公認！

ＷｉｎＷｉｎＷｉｎＷｉｎdowsdowsdowsdows
MacMacMacMacちびパラ　ミウラ折りちびパラ　ミウラ折りちびパラ　ミウラ折りちびパラ　ミウラ折り
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クロスワン：ユーザーの
要望商材＆サイト資料　⑧

Q,写メールを1枚の写真にしたい。

A,携帯電話の写メールを直接転送する

と、１枚のＬ版写真に変換するサービス
背景は自由選択また枚数が貯まると
フォトブックに作成も可能に成る。
画像・日時・タイトル・文章が自動入力

ＷｉｎＷｉｎＷｉｎＷｉｎdowsdowsdowsdows
MacMacMacMac

モバイルモバイルモバイルモバイル
OKOKOKOKブログフォトブログフォトブログフォトブログフォト
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クロスワン：ユーザーの
要望商材＆サイト資料　⑨

Q,写真の範囲が知りたい。

A,当社はＤＳＣサイズのプリントを提供して

いない為の要望に解り易くお答えしました。

ＷｉｎＷｉｎＷｉｎＷｉｎdowsdowsdowsdowsプリントマスタープリントマスタープリントマスタープリントマスターDX2DX2DX2DX2
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クロスワン：ユーザーの
要望商材＆サイト資料　⑩

Q,画像を簡単編集して自宅プリントしたい

A,リサイズ・落書き・3Ｄ・文字入れ・スタンプ

「文字入れ」のサービスは文字色・書体と
背景色・透過度合いを調整可能にし写真
全体のイメージを崩さないよう配慮した
アプリシステムです。
　記念写真の文字入れに好評です。自宅自宅自宅自宅プリントにプリントにプリントにプリントに対応対応対応対応！！！！

ＷｉｎＷｉｎＷｉｎＷｉｎdowsdowsdowsdowsプリントマスタープリントマスタープリントマスタープリントマスターDX2DX2DX2DX2
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クロスワン：ユーザーの
要望商材＆サイト資料　⑪

Q,丈夫で美しいフォトブックが欲しい

A,ＰＰＴ台紙を使用し破れ難く仕上げ
重量感をもたせＣＤタイプ（120Ｘ120ｍｍ）

バウダーコートを使用し作業工程の短縮
及び光沢を維持を可能にしました。

家電量販・幼児用品専門店
携帯ショップおもちゃチェーンにて
お仕立て券方式で全国販売中！

ＷｉｎＷｉｎＷｉｎＷｉｎdowsdowsdowsdows
MacMacMacMac

モバイルモバイルモバイルモバイル
OKOKOKOKモバフォトモバフォトモバフォトモバフォトBookBookBookBook

iPhoneiPhoneiPhoneiPhone
iPodiPodiPodiPod　　　　touchtouchtouchtouch
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クロスワン：ユーザーの
要望商材＆サイト資料　⑫

Q,流行の3Ｄに写真は出来ますか？

A,プリマスＤＸ2を改造し画像編集で対応。

メガネも配送用袋を転用可能にし写真の
楽しさを追求！
オリジナルメガネも有料８４円にて販売中

ＷｉｎＷｉｎＷｉｎＷｉｎdowsdowsdowsdows

ＡＢＣ．格安デジカメプリントＡＢＣ．格安デジカメプリントＡＢＣ．格安デジカメプリントＡＢＣ．格安デジカメプリント
モバフォトモバフォトモバフォトモバフォト
　　　　　　　　（プリマス　　　　　　　　（プリマス　　　　　　　　（プリマス　　　　　　　　（プリマスDX2DX2DX2DX2専用）専用）専用）専用）
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クロスワン：ユーザーの
要望商材＆サイト資料　⑬

Q,写真を身につけたい！

A,プラスチック印画紙を使用し強度補充

にラミ加工して、熱伝導プレス方式により
立体形成にて提供。
同加工技術により携帯カバー等も開発中

ＷｉｎＷｉｎＷｉｎＷｉｎdowsdowsdowsdows
MacMacMacMac

モバイルモバイルモバイルモバイル
OKOKOKOKネイルフォトネイルフォトネイルフォトネイルフォト

iPhoneiPhoneiPhoneiPhone
iPodiPodiPodiPod　　　　touchtouchtouchtouch
iPadiPadiPadiPad
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クロスワン：ユーザーの
要望商材＆サイト資料　⑭

Q,写真を簡単でお洒落に飾りたい！

A,写真を特殊刃により打ち抜き加工
KG（ハガキ）等に転用により

新たなポストカードとして現状の市場に
当社独自商品として開拓予定。

L・KGサイズ・お土産用バージョン予定

強度あるプラスチック印画紙バージョンも予定

ＷｉｎＷｉｎＷｉｎＷｉｎdowsdowsdowsdows
ＡＢＣ．格安デジカメプリントＡＢＣ．格安デジカメプリントＡＢＣ．格安デジカメプリントＡＢＣ．格安デジカメプリント

（プリマス（プリマス（プリマス（プリマスDX2DX2DX2DX2専用）専用）専用）専用）
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クロスワン：ユーザーの
要望商材＆サイト資料　⑮

Q,写真で社会貢献をしたい。

A,売上げの一部をNPO等に募金・寄付。

１０円＝３円募金予定
写真にロゴマークを入れ「募金写真」
*2011年12月開始予定

ＷｉｎＷｉｎＷｉｎＷｉｎdowsdowsdowsdows募金写真募金写真募金写真募金写真
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