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株式会社クロスワン　　　　　作製：2014/9月

〒171-0042　　東京都豊島区高松2-47-5　

TEL：03-5986-1118　 FAX：03-5986-1130

MAIL:　　　shinagawa@9631.co.jp

地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型　　　　ABCホームスタジオホームスタジオホームスタジオホームスタジオ　　　　写真撮影＆写真撮影＆写真撮影＆写真撮影＆3Dプリントプリントプリントプリント

(写真販売サイト契約書：別紙プラン表を付属する。1-2-1から1-2-3まで)
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1-1　ABCホームスタジオとは

*　　　　ABCとはとはとはとは
　株式会社クロスワンが所有する商標（写真プリント）です。

*　ホームスタジオとは　ホームスタジオとは　ホームスタジオとは　ホームスタジオとは

　簡易的なスタジオを指します。　小型機材による小スペース型（4畳～）可能です。
　例として、子供が独立した後の子供部屋等でも可能です。

　（但し、照明機材・クロス・カーテン等の張替えが必要な場合もございます。）

　通常の写真館・スタジオの撮影価格より安価に設定することを推奨します。

　写真現像価格はクロスワンが地域に合わせた低価格をご提案いたします。

　　　　*　地域一番店になる為に　地域一番店になる為に　地域一番店になる為に　地域一番店になる為に…　写真商品＆　写真商品＆　写真商品＆　写真商品＆3D商材の販売価格は各店舗に決定権がございます。商材の販売価格は各店舗に決定権がございます。商材の販売価格は各店舗に決定権がございます。商材の販売価格は各店舗に決定権がございます。

*　顧客層に関して　顧客層に関して　顧客層に関して　顧客層に関して

　ＡＢＣホームスタジオは地域密着型の口コミ市場を目指しています。

　*　写真を必要とする市場
（保育＆幼稚園・学童＆学校・地域イベント「祭り・町内運動会」・公民館祭事など）

　*　写真撮影を求める場所
（老人ホーム・デイサービス・生前遺影・忘年会・同窓会・証明写真など）

　*　3Ｄプリント・特種写真商品「フォトブック・ちびパラ等」
（記念品「公的機関・イベント・観光地など」・お土産・入学卒業・七五三・成人式）



3

1-2-1　　Ａランクについて（取次店）

*　　　　Aコース　無店舗方式　（カタログ宣伝・出張撮影）コース　無店舗方式　（カタログ宣伝・出張撮影）コース　無店舗方式　（カタログ宣伝・出張撮影）コース　無店舗方式　（カタログ宣伝・出張撮影）

　写真販売権利：1サイト:L版9円、3Dプリント取次ぎ：商品により異なる
　写真現像取次ぎ・チラシ1万枚。翌年サイト保守：3万円　*カメラ機材（別途）

　加盟金9万円（フォトトイズ）「加盟店レリーフ1枚・名刺200枚含む」
　サイト運営教育費10万円（アングル等の教育）
　3D商品販売方法教育費20万円（フォトブック・写真注文教育含む）
　見本商材・チラシ費等30万円

　初期費用　初期費用　初期費用　初期費用　69万（税別）万（税別）万（税別）万（税別）

注意：写真販売権利：1サイト:L版9円(初年度のみ適応、翌年度より市場価格の変動より対応)
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1-2-2　　Ｂランクについて（代理店）

*　　　　Bコース　簡易ホームスタジオ方式　（来店・出張撮影）コース　簡易ホームスタジオ方式　（来店・出張撮影）コース　簡易ホームスタジオ方式　（来店・出張撮影）コース　簡易ホームスタジオ方式　（来店・出張撮影）

　写真販売権利：2サイト:L版7円、3Dプリント取次ぎ：商品により異なる
　写真現像取次ぎ・チラシ5万枚。翌年サイト保守：5万円　*カメラ機材（別途）

　加盟金9万円（フォトトイズ）「加盟店レリーフ1枚・名刺200枚含む」
　サイト運営教育費10万円（アングル等の教育）
　3D商品販売方法教育費20万円（フォトブック・写真注文教育含む）
　3Dスキャン教育費10万
　見本商材・チラシ費等40万円
　簡易3顔DスキャンSET（基本）100万円

　初期費用　初期費用　初期費用　初期費用　189万（税別）　万（税別）　万（税別）　万（税別）　

　　　　　　　　　　　　簡易顔3DスキャンSETに、
　　於ける設営出張費は別途。

　　　　独立開業資金の相談可能　ローン相談可能

注意：写真販売権利：1サイト:L版7円(初年度のみ適応、翌年度より市場価格の変動より対応)
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1-2-3　　Ｃランクについて（統括代理店）

*　　　　Cコース　小型店舗方式　（来店・出張撮影コース　小型店舗方式　（来店・出張撮影コース　小型店舗方式　（来店・出張撮影コース　小型店舗方式　（来店・出張撮影+複数人による運営）複数人による運営）複数人による運営）複数人による運営）

　写真販売権利：3サイト:L版5円、3Dプリント商材：商品により異なる
　写真現像取次ぎ・チラシ15万枚。翌年サイト保守：7万円　*カメラ機材（別途）

　加盟金9万円（フォトトイズ）「加盟店レリーフ1枚・名刺200枚含む」
　サイト運営教育費10万円（アングル等の教育）
　3D商品販売方法教育費20万円
　（フォトブック・写真注文教育含む）

　3Dスキャン教育費10万
　見本商材・チラシ費等50万円
　全身3DスキャンSET（基本）160万円
　スタジオSET（基本「背景・ライト」）30万円

　初期費用　　初期費用　　初期費用　　初期費用　289万（税別）　万（税別）　万（税別）　万（税別）　全身3DスキャンSETに於ける設営出張費は別途
*自社グループ化（同一地区内Aコース募集可能）*地区範囲は要相談　
*独立開業資金の相談可能　ローン相談可能

注意：写真販売権利：1サイト:L版5円(初年度のみ適応、翌年度より市場価格の変動より対応)
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2-1　写真撮影＆販売について

①、写真撮影について①、写真撮影について①、写真撮影について①、写真撮影について

　*　プロでなくてもよい、撮影需要は身近にあります。
　（保育園・町内の運動会や、忘年会の撮影・生前写真など・・・）

　現在デジタルカメラの機能向上により、手ぶれ・焦点・逆光等の撮影時に於けるミスは極力起こらない様に

カメラ機能自体の制限がされておりますし、デジタルデータ化により写真撮影後の修正も可能に成っており

ます。

　*　写真販売を考えると撮影技術も大切ですが、アングルが大きく影響します。

②、写真販売について②、写真販売について②、写真販売について②、写真販売について

　*　写真販売サイトは当社システムをお貸しいたします。
　（販売時に必要なクレジット・コンビニ前払い機能も付加しております。）

　販売管理機能も当社学校写真・婚礼写真のプロ写真館要望を常に反映しております。

　*　売れる写真販売サイトの作成方法を伝授いたします。（但し、販売店の力量・個人差もございます。）

③、③、③、③、3Dスキャン撮影およびデータ販売についてスキャン撮影およびデータ販売についてスキャン撮影およびデータ販売についてスキャン撮影およびデータ販売について

　B・Cコースに限ります。
3Ｄ機材の初期投資のみで、その後の3Ｄスキャン料金は全て利益となります。
　特に、地元企業社長様・議員様・弁護士様等は3Ｄスキャン後に3Ｄ商材「フィギュア・クリスタル」も販売も、
可能になりますので売上増と成ります。

　また、同時に生前遺影写真等の営業も可能です。優良顧客により口コミの影響（紹介）も期待できます。
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2-2　写真商材（銀塩写真）について

①、銀塩写真①、銀塩写真①、銀塩写真①、銀塩写真

　当社「株式会社クロスワン」の銀塩写真について

　大量処理の自社ラボにより、低価格を実現しております。

　また、各種サイズ豊富に取り揃えております。（30サイズ前後）
　　*　特殊な、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ写真はネットプリント業界ＮＯ1の処理を致しております。
　

②、年賀状・ポストカード・フォトブック②、年賀状・ポストカード・フォトブック②、年賀状・ポストカード・フォトブック②、年賀状・ポストカード・フォトブック

　年賀状は、メーカー協業先であるＫＯＤＡＫ・富士フィルムの代理店価格にてご提供が可能に成っておりま

す。豊富なテンプレート方式で売り上げ増に協力可能です。

　また、近年人気のフォトブックも自社ソフトによる簡易作製を可能にしております。

③、当社オリジナル写真グッズ③、当社オリジナル写真グッズ③、当社オリジナル写真グッズ③、当社オリジナル写真グッズ

　当社の写真加工技術、実用新案・商標権・意匠権で護られた差別化商材が豊富です。
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2-3　3D写真商材について

①、①、①、①、3Dプリントプリントプリントプリント（人形・レリーフ）

　3Dプリンター石膏方式による100ミクロン単位積載層によるフルカラー3Dプリント
商材を考察しています。（光学式・樹脂式はフルカラーが現状技術では不可）

石膏の場合は、 100ミクロン以下が限界点と考えられる為（人体吸収の問題）
特徴：正確な作成が可能。石膏の為、後処理・強度・表面性の問題、撮影データによる精度差がある。

（専用のカメラが問題点）

②、②、②、②、3Dフィギュアフィギュアフィギュアフィギュア（造形粘土人形）

　プロの造型師による手作業の粘土人形（各色粘土・塗り絵）にて単色カラー人形。

特徴：造型師の手造りの為、品質の統一化が出来ない、表情は自由に変更可能

本体は基本体（タイプ選択）、納期が遅い（海外造型師の場合、日本人のイメージ対応（感覚）が問題）

③、クリスタルフォト　③、クリスタルフォト　③、クリスタルフォト　③、クリスタルフォト　2D・・・・3D（レーザー彫刻・2Dレーザーレリーフ）
　レーザー彫刻によるクリスタル加工商材です。

特徴：クリスタル内に立体的な画像を演出可能、海外機器の為、レーザーが故障した場合の対応が問題、

クリスタルの原価が問題

④、④、④、④、3Dフォトフェースフォトフェースフォトフェースフォトフェース（ぬいぐるみ・ストラップ・LEGO顔・簡易レリーフetc）
　プラスチック印画紙または昇華型プリンターによる立体形成および直接プリントによる造形サービス

（簡易的な立体形成が問題）
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2-4　その他商材について

①、キッズカメラ①、キッズカメラ①、キッズカメラ①、キッズカメラ

　当社は「キッズカメラ」のメーカーです。　

商標：キッズカメラ・Kids-Camera

②、トイカメラ②、トイカメラ②、トイカメラ②、トイカメラ

　当社は、海外のトイカメラメーカーと取引がございます。

③、サプライ品③、サプライ品③、サプライ品③、サプライ品

　当社は、サプライ品メーカーとの口座を持っております。

　*　ＤＮＰフォトルシオ・イーサプライズ・グローバルＤＣ等

④、④、④、④、写真関連商材「アルバム」写真関連商材「アルバム」写真関連商材「アルバム」写真関連商材「アルバム」

　当社は、アルバムメーカーとの口座を持っております。

　*　フエル販売・ナカバヤシ・中部カミトク等
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3　写真商材等の受注に関して

①、①、①、①、WEB注文注文注文注文。
　直営サイト『 3Dプリントプリントプリントプリント Twon 』等
（但し、一部3D簡易商材は通常サイトからも可能とする。）

　自社開発の3D注文システムの知的財産化を目標。

　自社のWEBシステム・アプリによる
概略線・ポイント合成方式

②、②、②、②、写真郵送からの注文写真郵送からの注文写真郵送からの注文写真郵送からの注文

　写真郵送からの注文の場合は別途、料金

加算予定（スキャナー手数料=1000円）

③、③、③、③、前売り方式前売り方式前売り方式前売り方式

（各、ＡＢＣホームスタジオ対応「ＩＤ区別」）（各、ＡＢＣホームスタジオ対応「ＩＤ区別」）（各、ＡＢＣホームスタジオ対応「ＩＤ区別」）（各、ＡＢＣホームスタジオ対応「ＩＤ区別」）

　「お仕立て券方式」

　家電量販・ホームセンター・雑貨・ペットShopなど・・・
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4　受注販売の仕組み（ＡＢＣホームスタジオと当社関係）

*　協業販売の簡略図　　　　　　　　　　　　　「当社：管理・3Dデータ化」

　お客様　　　　【ＡＢＣホームスタジオ】　→　「商品注文」・・・・・・→　商材作成

　（撮影）

　（商品）　　　　　　　　　　　配送業者　　　　　　　　　　　　　　　　協業会社様＆当社当社当社当社　

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1、お客様が「ＡＢＣホームスタジオ」にて撮影

2、当社システムで、3Dデータ化

3、3D商材販売によ
る、作成費用を協業

先に支払う。

☆　当社にて管理・運営・☆　当社にて管理・運営・☆　当社にて管理・運営・☆　当社にて管理・運営・3Dデータ化するデータ化するデータ化するデータ化する

ＡＢＣホームスタジオ経営者ＡＢＣホームスタジオ経営者ＡＢＣホームスタジオ経営者ＡＢＣホームスタジオ経営者
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5　3D商材戦略による写真館・スタジオとの差別化

3Dアイテム戦略についてアイテム戦略についてアイテム戦略についてアイテム戦略について　　　（3D商材価格の明確化）　*　下記の商材及び価格は初回予定

　　約　200円　昇華型プリンタによるLEGO等の顔等の部分プリントサービス（本体付は、680円）
　　約　850円　プラスチック印画紙による顔のみのぬいぐるみストラップ110mm（イヤホンジャック・液晶拭き付き）
　　約　4,980～15,000円　クリスタル（2D・3D等を予定）
　　約　11,980円　3Dクリスタル100mm
　　約　19,800円　3Dプリント100mm*-1　3D手作り粘土フィギュア
　　約　37,800円　3Dプリント詳細（顔人形）　3D手作り粘土フィギュア【2名】　
　統一基本料金　3,500円~（全商材データ加工料金：stl・obj　）
　全国送料　　　　1,000円（宅配保険付　+　簡易収納箱代）

*　　　　WEBブランド戦略についてブランド戦略についてブランド戦略についてブランド戦略について

　写真＆画像転送のみでの3Dプリント商材の専門店化をする。
　全ての商材を含めた名称ブランド名を、『 ＡＢＣホームスタジオＡＢＣホームスタジオＡＢＣホームスタジオＡＢＣホームスタジオ 』

（3D写真商材制作販売として、商材種類が豊富にあり解りやすく親しみやすい（友好的）イメージを考慮する。）

*　当社グループ　当社グループ　当社グループ　当社グループ（（（（直営直営直営直営WEB及び及び及び及びABCホームスタジオ）とのコラボ戦略ホームスタジオ）とのコラボ戦略ホームスタジオ）とのコラボ戦略ホームスタジオ）とのコラボ戦略

　①、 例*　3,000円~　クリスタル2D：50mm予定（又は10000円3Dプリント50mm等を統一基本料込み予定）
（全ネットプリント「FCを含む」からの注文を可能にする。これにより新サイトの誘引を図る「3D商材は別便配送」）
　②、WEB全サイト・注文メール・メルマガ・配送時に広告チラシ封入等でデータ保持者（写真＆画像）に選別広報
　③、当社全取引先様に営業活動を予定、各種イベントにてサンプル展示

　④、一般顧客向けに、3Dプリント商材サンプルの提供（往復送料のみ前払い有償とし製作時割引券を同封予定）
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6－1　3Dプリント

*　商品名
「3Dプリント顔」（50mm＝9800円・70mm＝14800円）
「3Dプリント全身」（100mm＝15000円・130mm＝25000円）
「3Dレリーフ」（Lサイズ127x89mm＝14800円予定）

　データー加工料＝顔3500円、全身10000円～
　　

*　特長
　3Dシステムズp660仕様（一部650）
　「世界最新鋭石膏積層方式フルカラー」

　簡易タイプ（顔）：詳細タイプ（全身）「100ミクロン」
　制服・ユニフォームバージョンは別途相談可能

　（幼稚園・学校・スポーツクラブ別注可能10体以上）

*　利益配分　配分率は原価に連動

　　

　　（社内コード：4900、7000、2500）くうしの幼稚園、ゆうあのバスケット倶楽部

　（税金・配送料・パッケージ代は別途）

市場：

　人物・住宅・機器部材など
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6-2　3Dフィギュア

*　商品名
　「手作り粘土フィギュア：１体」（130~160mm＝19800円）
　「手作り粘土フィギュア：２体」 （130~160mm＝37800円）

　台座＆アクリルケース＝5000円
　＊造形部分は頭部のみになり、ボデイーは選択可能　　　

*　特長
　プロの造型師作成

　「職人手作り」　（カラー粘土仕様）、ボディーは100種あり
　制服・ユニフォームバージョンは別途相談可能

　（幼稚園・学校・スポーツクラブ別注可能10体以上）

*　代理店利益配分　配分率は原価に連動
　

　　

　　（社内コード：8778、13834、2667）くうしの幼稚園、ゆうあのバスケット倶楽部

　（税金・配送料・パッケージ代は別途）

市場：

　人物（子供「入学入園」・結婚式）など

　ノベルティ商材
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6-3　クリスタルフォト　2D・3D

*　商品名
　「クリスタルフォト」（50×50×20mm＝2D：4,980円、3D：6,980円）
　「クリスタルフォト」（100×100×35mm＝2D：8,980円、3D：11,980円）

　文字入れ加工料＝3500円（被写体追加1名2000円予定）
　　

*　特長
　ドイツ製最新鋭レーザー加工機仕上げ

　高品質クリスタル仕様

　（ミクロン単位レーザー加工）

*　代理店利益配分　配分率は原価に連動

　　　（税金・配送料・パッケージ代は別途）

市場：

　人物（子供「入学入園」・結婚式）・ペットなど

　ノベルティ商材
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6-4　3Dフォトフェース

*　商品名
　「3Dフォトフェース」（LEGO顔＝200円、LEGO本体付＝680円）
　「3Dフォトフェース」（デッサン人形本体付（顔のみ）＝850円）
　「3Dフォトフェースぬいぐるみ」（110mm＝850円）*-1
　　　

*　特長
　立体インクジェットプリンターは詳細可能なdpiタイプ
　プラスチック印画紙は銀塩写真仕上げ（ナノ発色）

　*-1
　ぬいぐるみはスマホユーザー向けにイヤホンジャック・画面拭き

*　代理店利益配分　配分率は原価に連動

　　　（税金・配送料・パッケージ代は別途）

市場：

　人物（子供「入学入園」・結婚式）・ペット

　ノベルティ商材
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7　売上予測　販売価格は自由設定です。

*　売上予測に関して　売上予測に関して　売上予測に関して　売上予測に関して（税別）

月額目標について　月額目標について　月額目標について　月額目標について　*　広告宣伝・営業努力により異なります。

1、撮影販売撮影販売撮影販売撮影販売

幼稚園行事（100名）シャッター数500枚　販売数：70円×1,000枚＝70,000円
　①売上70,000　–　写真代金（8円×1,000枚）　＝　利益　62,000円　*-1
生前遺影撮影　8名　6Ｐ額縁にて納品　15,000円
　②売上120,000　–　写真代金（3,000円×8名分）　＝　利益　96,000円

2、、、、3Dスキャン　スキャン　スキャン　スキャン　+　データ販売　データ販売　データ販売　データ販売

3Dスキャン　15名　50秒スキャン＝3,900円　CDデータ付納品＝1,500円
　③売上81,000　–　CD代金（100円×15名分）　＝　利益　79,500円
3Dスキャンのお客様が3D商材を購入した場合
*　3DクリスタルL：9,980円　＝　10個　＝　99,800円
*　3Dプリント詳細130mm：25,000円　＝　10個　＝250,000円
　④売上349,800円　　–　3D商材利益（35％）　＝　利益　122,430円

総売上：総売上：総売上：総売上：620,800円円円円

①～④　合計利益　＝　①～④　合計利益　＝　①～④　合計利益　＝　①～④　合計利益　＝　359,930円円円円
*-1　　　　幼稚園の利益配分は含みません。幼稚園の利益配分は含みません。幼稚園の利益配分は含みません。幼稚園の利益配分は含みません。

その他経費・広告費は含みませんその他経費・広告費は含みませんその他経費・広告費は含みませんその他経費・広告費は含みません。
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8　広報活動

*　統一チラシの作製
「ＡＢＣホームスタジオ」名称の統一化「ＡＢＣホームスタジオ」名称の統一化「ＡＢＣホームスタジオ」名称の統一化「ＡＢＣホームスタジオ」名称の統一化

*　当社Groupでの写真関連リンクおよびメルマガ
　当社運営サイトから関連性の高いリンク

を提供する事により、クリエイター様の写真商材

の露出を増やし検索エンジン等に高い評価を

与える努力を無料で提供しております。

　グループサイト等のメールマガジンや関係会社

メールマガジン等の広告宣伝を予定。

*　電子マネー「ちょコム」

*　FCサイト（Yahoo！ボックス/JAFサービスetc）
　上記サイトから「ABCホームスタジオ」紹介サイト
等にリンクを予定。　

受注形式はすべての端末、及び写真郵送対応
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ユーザーの操作ユーザーの操作ユーザーの操作ユーザーの操作

1、商材選択（2D・3D）
2、各商品タイプ選択
3、商品により詳細情報入力
4、画像のUP後に前後左右写真4枚UP
5、顔の調整、顔のポリンゴン確認
6、付属品の購入
7、支払い方法選択
8、自動的会員登録とする。

当社側当社側当社側当社側

1、画像情報の確認
（データ不具合の場合は再注文を託す。）

2、注文商材に対し各協業先に納期確認
3、ユーザーに納期予定メール
4、各協業先商材の検品
5、包装
6、商品をユーザーに発送

9-1、WEB　3Dポリゴン形成　（3D受注概略)
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9-2、WEB　ポリゴン形成　（簡略フロー構成-1)

Index
2D/3D選択

3D商品選択

1～2枚の画像UP

2D

3D

2D商品選択

オプション・付属品販売

↓↓↓↓

個人情報

決済（支払方法）

納期情報確認

確認メール

会員登録

ポリゴン確認etc

作成・納品

ユーザー責任にて

2Dトリミングをする。

タイプ選択タイプ選択タイプ選択タイプ選択

①　撮影希望

②　データー入稿

③　WEB注文

完全データー転送

協業先紹介

①

②

事前作成情報の取得（男女・年齢etc）

①

②

の

場

合

2～4枚の画像UP

ユーザー責任にて、3Dトリミングをする。
*　オプションで当社確認・3D作成代行etc

③
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あとがき

　　この度は、閲覧していただき誠にありがとうございます。

　現在、当社のネットプリント受注額は3期連続15％以上増進しておりますが、受注環境がパソコンからス
マートフォンに移行し、1件辺りの顧客単価は30％以上の減額になっております。また、WEBでのクラウド
環境が整い始めており今後は急速にデジカメから直接クラウド保管による紙焼き（写真プリント）の市場は

縮小加速すると思われます。

　当社では独自調査により、今後の写真ビジネスの未来予測をした際の環境変化に対応する為に、現状顧

客様を通常写真プリントから新たな3D写真商材との共存共栄を図りつつ業務拡大を目指します。また今回
の3D写真商材を合わせ持つ新たな、地域密着型「地域密着型「地域密着型「地域密着型「ABCホームスタジオ」ホームスタジオ」ホームスタジオ」ホームスタジオ」の挑戦が業界指針となり、国内写

真業界に於ける3Dサービスの幕開けになる様に努力を致します。

　クロスワン会社概要：　http://www.9631.co.jp/9631.pdf 　写真関連情報含む
　写真販売詳細：　http://album.minibird.jp/ 　
　3D商材詳細：　http://3d.9631.co.jp/　3DプリントTown
　キッズカメラ詳細：　http://www.kids-camera.jp/ 　Kids-Camera

　2014年9月6日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社クロスワン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　品川　全


