
  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！

3

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

2

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
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写真販売サイト　ご案内

企業、団体様向け（学校、幼稚園）　業務用写真販売スペース提供について

株式会社クロスワン

東京都豊島区高松2-47-5　

TEL:03-5986-1118　　FAX:03-5986-11302013年5月17日改定
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会社概要

社名

 

株式会社クロスワン

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　

 

FAX：03-5986-1130
資本金

 

５２００万円

設立

 

平成2年1月31日

社員数

 

正社員　7名　　　アルバイト　3名（2013/5/17現在）

事業内容

 

システム・ソフト開発、WEBコンテンツの企画制作

ネットプリントサービス（写真・フォトブック他）

状況「写真販売実績・最高月間200万枚以上、1万件以上・自社ラボ取得より5年目」

携帯会員サイト運営（アルバム・ブロマイド販売等）

カメラ関連商品の輸入・販売

取引先

 

ノーリツ鋼機株式会社、N&Fテクノサービス株式会社、株式会社アスカネト、

　　　　　　　

 

Idcom株式会社、合資会社Zoner 、株式会社ソフトバンクBB、

　　　　　　　

 

東京電力、株式会社ライラック、手塚企画、フジテレビ、

　　　　　　　

 

アップフロント、楽天野球団、NTTスマートトレード株式会社

　　　　　　　

 

株式会社電算システム

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」
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目的・サービスフロー

学校・幼稚園の先生方やカメラマン様が、簡単に写真販売できるサイトを作成・貸出いたします。

写真の管理・販売業務を行なうにあたり、販売者の事務作業の手間や労力・購入者の時間的負担や支払いの手間を

この写真販売サイトで解決します。

株式会社クロスワンがネットワーク上にサーバを配置、管理画面の作成、専用購入ページの作成などを行い

販売者様（サイト導入者様）にとっては、写真の展示・注文の集計・集金・プリントの発注・配布などの業務が軽減され

コスト削減・業務効率を向上させることが可能になります。
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導入のメリット・主な使用用途

　展示用のプリント見本が不要になり、コスト削減。
　膨大な写真に番号を付け、展示する手間が省ける。
　注文集計は自動なので、早くて正確。
　プリントの発注をしなくて済む。
　写真の仕分け・配布をしなくて済む。
　集金・未払い金など事務作業が無くなる。

　写真の展示へ足を運ばなくて済む。
　パソコン・携帯・スマートフォンから24時間注文可能。

　家族と時間のあるときに、じっくり選別できる。
　支払い方法も多数選択できるようになる。
　自宅に届く。

　学校・幼稚園などの行事（遠足・運動会）
　企業、団体、地域などの祭事・スポーツ大会
　結婚式、同窓会など遠隔地の方々が集まる行事
　旅行会社のツアーのサービスとして。
　芸能ファンクラブ、コンサートなどの写真販売



5

デザイン自由設定

各ページにHTML設定がございますので、配置やリンクなど自由自在！
オリジナルサイトの作成が可能です。スタイルシートにも対応！
（ヘッダー/フッター

 

/トップページ/イベント一覧ページ/画像一覧ページ）

各アクセス端末毎に、デザインのカスタマイズができます。

パソコン：Windows/Macintosh
携帯電話：docomo/softbank/au
スマートフォン：iPhone/iPad/Android

パソコン・モバイル・スマートフォン対応



6

セキュリティも万全

SSLとは、データを暗号化し、プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に
インターネット上で送受信できる仕組みになります。
クロスワンはSSLを導入しています。SSLは、共有が可能なので個人負担が軽減できます。

ID・パスワード方式を採用しております。
イベントフォルダ毎にIDとパスワードを設定できます。

「Sample」の透かし文字を自動合成します。

「Sample」の透かし文字は

 
拡大鏡（オプション）で
「Sample」文字がかかった部分も

 
被写体がご覧になれます。

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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写真選択時の便利機能

「クラス」「背番号」「名前」など、各写真にコメントを追加できます。
コメント内容を検索する機能で写真選択の幅が広がります。　
※オプションになります。

１つのフォルダ内をスクロールで一括表示。
1ページで表示できるので、「次へ」を何度も押さなくて済みます。

 
（1ページ、25画像・50画像・区切りなしが選択できます）

イベントフォルダ内の画像を一括購入できます。
団体様などからのご注文時にご活用頂けます。

各イベントフォルダ内から写真を選択した後
「まとめて写真の選別」ができるように、購入確認画面でも
画像拡大ができるようになっています。
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イベントフォルダ各種機能

イベントフォルダを作成して、イベント毎に設定・管理していただけます。

イベントフォルダ毎に設定できる項目
イベントの公開 or 非公開
販売期間
ログインID＆パスワード
支払い表示・非表示選択
配送方法指定
グッズ表示・非表示選択
ファイル名表示・非表示選択
1ページの表示件数
メール件名記載「店舗名」

イベントフォルダ内にフォルダを作成して細分化。
目当ての写真を見つけやすくできます。

「イベントフォルダ内フォルダ」毎に設定できる項目
販売サイズ
販売価格
画像検索の表示・非表示選択
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通販機能

学校や幼稚園・イベント団体独自のオリジナルグッズを登録して
写真販売と同時に名札や備品、キーホルダーなどグッズ販売も可能です。
イベントフォルダ毎に、販売する商品を分けられる他、価格を変更することもできます。

１つの写真からプリントサイズ約４０種類・各種グッズ制作

サイズ名称変更可能
「Lサイズ」を「サービスサイズ」
「KGサイズ」を「はがきサイズ」
など、いつも呼びなれたサイズ名に変更可能です。

クロスワン独自の写真技術商材を、販売できます。

プラスチック印画紙・包装写真など
独自の商材が多数あります。

商品販売ページ（お客様情報入力画面）

販売商品個別登録ページ
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各種配送

「ご注文者様に個別で発送」や「園や学校に一括発送」
など、ご利用ニーズに合わせて配送方法を選択することができます。

配送料を自由に設定できます。

ご注文者とは別の場所に発送したいなど
配送先指定ができるようになっております。

祖父母・親戚・ご友人などへのプレゼントをおすすめすることにより
お写真のご注文数も倍増します。

配送先を別に指定すると
「明細に金額表示しない」というチェックボックスが表示されます。
購入金額を知られることなくプレゼント可能です。



11

オリジナルデザインでお届け

プリントしたお写真は、一番上に明細書（Ｌサイズ）を乗せた状態で

１注文毎に包装されます。

（枚数が多い場合やサイズ違いを注文の場合は複数の袋に包装しますが、

写真裏に注文番号を記載していますので明細と照らし合わせが可能）

明細書には、各販売サイト様のPRスペースをご用意しています。

また、明細書にクラスや名前など任意の情報を入れることができますので、

一括配送でたくさん学園に届いても仕分けや配布が簡単にできます。

個別発送の場合は、社名など記載がない・シンプルな袋でお届けいたします。

透けない＆日焼けを防ぐため、裏地に銀色を使用しており、防水も万全。

袋の口は、熱圧着で完全密封します。

一定の発送数が見込める状態でしたら

自社オリジナル袋を利用することも可能です。
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代金収納

銀行振込（弊社口座利用）など、クロスワンが収納代行をします。

入金確認などすべてクロスワンが代行します。

「直接、現金で取引」や「自社口座で管理」など、代金収納は自社で
とお考えの場合も対応可能です。

クレジット・電子マネーの貴社アカウント契約も完全フォロー。

販売システムに組み込めるNTTスマートトレードの「クレジット決済」と「電子マネー」をご紹介します。
決済が完了した時点で、自動で入金済み情報が反映されますので「入金確認」は不要です。

ご契約頂ければ、貴社へ直接売り上げ支払いとなります。
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集計

集計は、CSV形式でダウンロードできます。（サイト管理者のみ）

条件別で、売り上げの集計が可能です。

検索条件が多数選択できますので、期間・支払方法などで絞込み検索を
して頂ければ、条件別の集計が管理画面上でご覧になれます。

「注文が入ったことをメールで知りたい」

サイト管理者やオーダー管理者など複数のアドレスへメール送信可能です。
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画像データダウンロード

自社でプリントしたい場合など、画像データのダウンロードを可能にしています。
画像・プリントデータがダウンロードできます。（ダウンロード専用ソフト有料）

DPOFプリント規格対応

ノーリツ鋼機QSSシリーズやフジフィルムフロンティアシリーズなどで自動プリントが可能になります。

「AUTPRINT.MRK」ファイルをご注文毎に自動生成します。

自社でプリント処理することが可能
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