
本サイト活用方法

設計を主体とする方

非対面希望者に 見学を躊躇する方に

設計と施工をされる方

掲載募集キャンペーン実施中

土地を持たれていない方に建替え・リノベ検討者に 業務エリアの潜在顧客PRに

ＷＥＢでプラン受付による集客方法はいかがですか？

コロナ禍の影響でスクリーニングをする方が急増しております。

共働きで時間が合わない人に

オンラインでプランを受付し納品を対面で

時間の有効性質の高い打合せ

真剣な顧客層にリーチ効率化

広範囲への広報 合理的

きっかけづくり



オンラインを活用したダブルW集客

従来の集客 オンライン集客

従来の集客

来場予約 プラン打合せ見学 情報収集 納品 商談

Step 01 Step 02 Step 03 Step 04

オンラインでプラン受付

Step 05

Step 01～04

納品 商談

情報収集・プラン打合せ・ヒアリング・予約

集客UP

https://all.jp/lp/and-ai/#case01
https://all.jp/lp/and-ai/#case01
https://all.jp/lp/and-ai/#case01
https://all.jp/lp/and-ai/#case01
https://all.jp/lp/and-ai/#case01
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Plans market とは？

こんなお悩みありませんか？
Aren’t you having some problems?

CASE 01 CASE 02 CASE 03

繁忙期と閑散期の差が大きく

受注が継続的でない傾向にある

受注バランスが安定しない

そんなお悩みを

が解決します！

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

あらゆる分野の建築物の設計プランを

オンラインで受付・集客し

成約につなげるサービスです

設計会員のご登録

設計会員ご登録フォーム

Plansmarketでは建築に真剣な顧客にリーチができます！

色んなサイトに掲載しても案件が入っ

てこない。コストに見合った集客がで

きていない。

ＷＥＢ広告の集客が伸びない 問い合わせが減っている

コロナ禍の影響もあり来場数が

減っている。集客が見込みづらい

ビルダー会員のご登録

ビルダー会員ご登録フォーム

https://all.jp/lp/and-ai/#case01
https://all.jp/lp/and-ai/#case01
https://all.jp/lp/and-ai/#case01
https://www.plans-market.com/contact
https://www.plans-market.com/designer-regist/first
https://www.plans-market.com/builder-regist/first


何ができるの？
What can that do?

オンラインで気軽に身近にいつ

でも相談できるWEB集客ツール

を開設する事で「きっかけに

フォーカス」

プラン相談ツールのご利用

貴社の作風をＳＮＳ広告を

中心に業務エリアに広報PR

します

いつでも、どこからでも24

時間、内容の更新・変更が

簡単にできる。

進捗管理機能

チャット形式で自動記録や

顧客ユーザーの進捗状況が

管理できる

来場予約受付

ユーザーの来場予約がオ

ンラインで簡単に。

チャット形式で自動記録

（ビルダーページ）

お見積り依頼や資料請求対

応がボタンひとつで切替、

選択できる

（ビルダーページ）

見積もり受付や資料請求

貴社の作風を広範囲にPR

多角的なオンライン集客コンテンツの利用が可能です

イベント告知

flow
プラン受付の流れ

ユーザーより質問・お問合せ
貴社の作風を見たユーザーからお問合せが入ります

ヒアリング
希望・要望・土地情報のヒアリングを行ってください。

依頼・決済
ご入金後、作成を開始してください。

作成・納品
納品・図面説明を行ってください

図面のブラッシュアップ・ご成約
次回の面談日時や図面のブラッシュUPを打合せください。

FLOW
01

FLOW
02

FLOW
03

FLOW
04

FLOW
05



category
専門家会員 属性

設計を主体とする方 施工を主体とする方設計・施工を兼務される方

設計会員で登録 ビルダー会員で登録
設計会員・ビルダー会員で登録

（どちらか一方でも登録可）

設計・施工を兼務される方にNEW機能のお知らせ

建築会社ページで設計プランの受付表示ができるようになりました

イメージページを見る 設定方法を見る

flow
登録・公開までのフロー

STEP 01 STEP 02 STEP 03

サイト内から登録で完了。煩

わしい書類の記載や契約書の

取り交しはありません。

属性の会員から新規会員登録

基本事項を入力 会社のPR事項や

業務エリアをご入力後、利用申請

を行ってください。

（ビルダーページはここで公開）

プロフィールを入力

あらゆる種類の設計事例をご

登録ください。プラン提供条

件等のご入力を行ってくださ

い。設計事例の登録で公開の

運びとなります。

設計事例のご登録

https://all.jp/lp/and-ai/#case01
https://all.jp/lp/and-ai/#case01
https://all.jp/lp/and-ai/#case01
https://www.plans-market.com/builder/view?id=6
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/plansmarket-prod/uploads/pdf/guidenav.pdf#view=fitH&page=17


case study
設計会員 ケーススタディ

CASE STUDY
01

プランの受付を公開する事で、依頼を前提

とした意識の高いユーザーへリーチできます。

相談ツールの活用で集客の安定化

設計事例をご登録するだけで受付窓口が完成

します。たくさんの作風を登録する事で幅広

い相談受付ツールが完成します。

作風登録は現在、無制限に登録可能です。

あなたのプラン受付ツールが完成

STEP 01

あなたの作風を気に入ったユーザーから

プラン相談の依頼が入ります。

ユーザーとつながるきっかけにフォーカ

スし成約へお繋ぎする環境をご準備しま

した。

相談・依頼 きっかけにフォーカス

STEP 02

STEP 03

住宅以外にも、店舗・施設・クリニック等

カテゴリ別の設計事例登録であなたの設計

範囲をPR。他にはない稀少性の高い設計事

例の掲載で潜在顧客にPR

あらゆる分野の設計範囲をPR！



case study
設計会員 ケーススタディ

CASE STUDY
02

CASE STUDY
03

CASE STUDY
04

非公開トークボックスでユーザーとの

やりとりを自動記録。

行き違いによるトラブルを未然に防ぎ

顧客管理にも活用できます。

チャット形式でやりとりを自動記録

プランの依頼・受付はオンラインで効率

的に広範囲にPRし、納品はあなたの希望

する納品条件（面談納品等）を表示して

ください。

プランの納品は納品条件で表示

現地調査や会員ユーザーの希望等

で納品前の面談も可能に

（面談前にご一報ください）

納品前の対面面談も可能です



case study
ビルダー ケーススタディ

CASE STUDY
01

画像

多角的な機能であなたの

集客をサポートします。

集客ビジネスサポート

進捗が分かるステータス管理機能

STEP 01

お見積り依頼・資料のご請求対応は選

択制となります。マイページのプロ

フィール編集より選択・切り替えが可

能です。

見積り受注・資料請求

STEP 03

お客様より来場の予約を受け付ける事

が可能です。マイページコミュニケー

ションからチャットで日時のご予約受

付が可能です。

来場予約

STEP 02

イベント情報を表示で集客UP

マイページからいつでも、どこで

も内容を変更・更新が可能です。

イベント告知

STEP 04

資料請求や見学予約の進捗状況を

マイページコミュニケーションよ

りテキスト入力の進捗管理ができ

ます。

画像

MODEL HOUSE
OPEN



case study
ビルダー ケーススタディ

CASE STUDY
02

画像

会社の雰囲気画像や

モットー・こだわりを発信

会社情報のPR

CASE STUDY
03

２チャンネルでPR

設計を兼務する方は設計会

員登録でプラン受付と

ビルダーページの2チャンネ

ルのご利用が可能。 集客

の機会をサポートします。

CASE STUDY
04

施工実績や標準設備のPR

今までの建築実績の画像

登録や得意分野・標準モ

デル設備を表示・PR



case study
ご利用 ケーススタディ

CASE STUDY
01

CASE STUDY
02

CASE STUDY
03

土地を探しているお客様より物件探

しのオファーを受けた際に、土地探

しから協力いただける建築家様にオ

ファーさせていただきます。

用地情報 提供オファー

展示場へ行きにくかったユーザー

情報収集が得意なミレニアル世代

今の世代ではスマートフォン、パソコンを

当たり前に使いこなし情報収集・発信をし

ています。

効率的に見学・対面する為にスクリーニン

グをする方が増えております。

妊娠中や小さいお子様がいる・共働きで忙

しい、展示場に行くことにハードルを感じ

る。そのようなお客様にも多くご利用いた

だいています。



fee
成果報酬制 ご利用料金

プランの提供

有料提供 通常一律 15％ 一律 10％

無料提供 通常一律 5,000 円 一律 3,000 円

設計契約 設計・監理費 通常10％ ７％

総工費
（設計・監理費含む）

1000万以上 通常２％ １％

500万以上1000万未満 通常３％ ２％

500万未満 通常４％ ３％

見積・資料請求
（選択制）

1件 通常3,000円 2,000円

PAY
課金タイミング

CASE 01 CASE 02 CASE 03

プラン納品後、プラン代金から利用

料を差し引いた代金を指定の口座に

お振込みいたします。

プラン納品時

契約締結後、利用料率をご請

求させていただきます。

委託契約・請負契約時

お見積り依頼・資料請求を実施後

ご利用料金をご請求させていただき

ます。（ビルダー会員・選択制）

資料請求・見積り受注時

＊有料プランのご提供で3万円未満の場合は一律3,000円（通常料金5万円未満の場合は50,00円）となります。

＊キャンペーン期間内に設計事例ご登録の方は今後、通常料金が適用されることはありません。

＊施工業務を主体とし設計業務を伴わない場合は設計・監理費を除く、工事請負契約額に上記表の利率が適用されます。

＊設計・施工業務を兼務される方は設計会員・ビルダー会員のいづれか一方又は、両方の会員を問わず上記料金が適用されます。

＊キャンペーン期間内に設計事例ご登録の方は今後、通常料金が適用されることはありません。

＊事前に掲載のご招待（ご優待者）をさせていただき、一定期間内に設計事例をご登録された方（必須要件）はご案内料率が適用

されます。

＊キャンペーン期間内に設計事例ご登録の方は今後、通常料金が適用されることはありません。

● 設計業務主体の方 （目標登録数到達まで）

● 設計・施工業務を兼務される方 （目標登録数到達まで）

● 設計会員登録の方でプラン提供される方

キャンペーン料率

キャンペーン料率

※一律税別

キャンペーン料率

https://all.jp/lp/and-ai/#case01
https://all.jp/lp/and-ai/#case01
https://all.jp/lp/and-ai/#case01


MOVIE
動画をみる

faq
よくあるご質問

専門家のみなさま

動画をみる クリック

ラフプラン・ファーストプランは無料提供でもいいのですか？

はい、プラン料金は登録者様が自由に設定できます。

設計と施工業務を自社でしています。両方の会員登録は必要ですか？

設計業務と施工業務を一貫してされる業者様は設計会員・ビルダー会

員、いずれか一方のみのご登録、又は両方のご登録が可能です。

https://youtu.be/d38wQ4anSBo


施工業務のみで設計は外注しております。その場合、設計会員の登録はでき
ますか？

設計資格要件を必要とする業務で設計資格要件に満たない方のご登録はできません

が、お取引のある設計事務所と指定契約関係（業務委託契約等）にある場合は包括

責任を負う事で設計会員のご登録が可能です。

contact us
無料ご相談・お問い合わせ

ご質問やご相談などがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

フォームからお送りいただいた内容につきましては、3営業日以内に担当者よりご連絡をさせていただきます。

プラン打合せの際にZOOM等のオンライン打合せは可能ですか？

はい、可能です。マイページのコミュニケーションにZOOMのＵＲＬがございま

すのでご活用ください。

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

設計会員のご登録

設計会員ご登録フォーム

ビルダー会員のご登録

ビルダー会員ご登録フォーム

https://www.plans-market.com/contact
https://www.plans-market.com/designer-regist/first
https://www.plans-market.com/builder-regist/first



