
設計会員ガイドナビ
Navigate

case study 1
ケーススタディ 準備編

CASE STUDY 01 会員登録をする

プロフィール編集より基本情報を入力

P1～P9 P10 ～P13 p14～P19

case study１
準備編

case study２
公開編

Fee
成果報酬料率



CASE STUDY 02 事務所 紹介

基本事項反映 掲載イメージ

事務所紹介画像

反映先

対応エリア・諸条件の入力



ラフプラン・ファーストプランが有償プランの場合で、ご入金から納品ま

でにキャンセルが発生した場合のキャンセルポリシーをご記入ください

依頼者の最終確認ページに表示されます

業務内容をできるだけ具体的にご記入ください

資格・経歴・受賞歴をできるだけ具体的にご記入ください

費用目安をできるだけ具体的にご記入ください

設計事務所紹介ページに表示されます。

ご入力がない場合は項目自体が表示されません

表示参考イメージ

CASE STUDY 03 キャンセルポリシーの表示

業務内容・経歴・費用目安（任意）CASE STUDY 04



入力保存完了後 利用申請を申請してください

サポートセンターよりメールにて利用開始連絡を差し上げます。

得意分野を選択後、保存をクリックしてください。

得意分野は設計事務所紹介ページ・各設計事例ページに表示されます。

申請するをクリック



設計事例登録クリック

メイン画像表示

サブ画像表示

説明

メイン画像・サブ画像含め最大2９枚の画像登録が可能です

複数選択する事で絞込み時のヒット数が増えます

あらゆる分野の設計事例登録で設計範囲をPR

クリック

設計事例 登録CASE STUDY 05



表示先

反映先イメージ

表示先

該当箇所に✔と価格入力

0円からASK相談まで自由に設定できます。

CASE STUDY 06 対価・条件入力のご選択

CASE STUDY 07 提供予定の図面と納期目安



例）納品時の図面説明は面談（WEB面談含む）でお願いします。

例）ファーストプランの修正は面談（WEB面談含む）打合せのみ対応します。

掲載ご希望の方は掲載設計事例に関わった協力者の画像やコメントをご記入ください

自社ビルダー会員ページの表示又は、施工会社を紹介したい場合は該当会社にチェックをいれて
ください。ここで建てましたと表示され、クリックすると該当会社ページにジャンプします。

※事前にビルダー会員登録が必要です。事前登録をしていない場合は表示されません。

反映先イメージ

提供・納品条件・オプション内容の表示はこちらから各専門家様が自由に表示設定

できますが次のステップにつながるような条件表示をお勧めします

CASE STUDY 08 提供条件・納品条件の入力

建築協力者の表示（任意）CASE STUDY 09

施工会社の表示・紹介（任意）CASE STUDY 10



複数の設計事例をご登録している場合に優先して掲載したい場合などの表示順位の設定ができ

ます。優先したい場合は大きい数字を記入

仕事が立て込んだ時などワンクリックで公開・非公開の設定ができwork調整が可能です

マイページ＞設計事例一覧＞複製

類似条件の設計図を登録する際は、マイページ＞提供図面一覧より、「複製」ボタンを押してく

ださい。新たな設計事例の登録が簡単に行えます。

優先順位 設定

公開・非公開 設定

便利機能・複製機能

CASE STUDY 11

CASE STUDY 12

CASE STUDY 13

複製



ラフプラン、ファーストプラン納品予定の設計図イメージ画像をご登録ください。

戸建て・マンション・店舗などカテゴリー別に登録が可能です。

納品イメージ画像登録を選択

＜表示イメージ＞

依頼者が「納品されるプラン資料のイメージ」を確認できます。

設計事例のご登録で貴社情報が本サイトに公開されます

登録のみでは情報は公開されません

設計業務と工事請負業務を兼務される方は設計会員・ビルダー会員の両方での

ご登録又は何れか一方のみの登録が可能です。（成果報酬料金同一）

納品イメージ画像 登録CASE STUDY 14



やり取りを見るをクリックで

ユーザーとの相談内容を確認

ユーザー会員への返信

土地情報の資料

プランをWEB納品される場合はこ

ちらの添付機能をお使いください

PDF等で枚数が多い場合は添付までに数秒かかります。
反映されるまでしばらくお待ちください。

ユーザー会員からの相談・質問はメール通知でお知らせしコミュニケーションに届きます

プラン相談 プラン受注 納品 取引完了連絡

Step1 Step2 Step3 Step4

マイページ＞

コミュニケーション＞

クリック

case study 2
ケーススタディ 公開編

プラン相談・質問CASE STUDY 01



ASK相談・オプションの対価が決定した際は一時的に価格設定してご決済ください。

プラン対価決定

一時的に対価価格を入力

ユーザー会員と相談

ASK相談・オプション・（無料プラン） ご決済

プランのご依頼は無料・有料を問わず商品選択ページの

依頼ボタン（決済）からお手続きください。

お手続きがない場合、双方に通知が届かず、受付されませんのでご注意ください。

マイページ＞該当設計事例＞対価入力編集＞保存

ASK相談・オプション・無料プランのお手続きCASE STUDY 02



プランの納品完了連絡又は、中止

連絡はこちらから行ってください。

● 依頼通知から第7営業日（土・日・祝を除く平日を指します）以降の未入金は自動キャン

セルとなりキャンセル料は発生しません。

● ご入金後のキャンセル（納品前のキャンセル）は各設計事務所に応じてキャンセルポリ

シーにて表示設定をすることが出来ます。

※各設計事務所様のキャンセルポリシーに準じたプラットフォーム利用料を差し引いた金

額をお振込みさせて頂きます。

● 納品後のキャンセルは本サイトの性質上、原則できません。

依頼通知

作成準備 作成開始

キャンセル可能期間 各事務所のキャンセルポリシー適用 キャンセル不可

入金通知 納品後

納品期間

顧客管理

プラン受注・納品・完了連絡

オンラインサービスのキャンセルについて

CASE STUDY 03

CASE STUDY 04



マイページ＞各種申請・管理者へ連絡より契約連絡

本サイトを通じ設計契約・工事請負契約の成約に至った場合は以下の方法で成約ご連絡をお願いします。

契約書一式

項目の選択

PDF等で枚数が多い場合は添付までに数秒かかります。

反映されるまでそのままお待ちください。

ご成約の連絡について

● 設計・監理契約、工事請負契約を成約された専門家会員様は、サポートセンターまでご連絡
をお願いします

● ご連絡は成約日とお引渡日の合計２回となり各起算日より１ヶ月以内にお願いします。

● 必要な書類は契約書の写し一式となります。追加・減額工事等が発生した場合も都度１ヶ月

以内にご連絡をお願いします。

CASE STUDY 05 ご成約の連絡



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。

＊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。

＊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。

● 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

＊プラン提供サービスはプラン提供後はユーザー会員及び専門家の完了連絡（サイト内ボタンより）が必要となります。

＊プラン提供代金のお支払いは完了連絡日の翌月末日にお支払いとなり、無料プランのご請求も同様の扱いとなります。

＊成約報告は契約書の写しを当社所定の方法で送付しそれに基づき当社は請求書を発行します。

＊請負契約等のお支払い時期は成約連絡日（前期請求50％）及び引渡し連絡日（後期請求50％）の翌月末日となり工事額の増減がある

場合は後期ご請求にて精算させていただきます。

＊資料請求のお支払いは資料請求日の月末を締め日とし翌月末日にお支払いとなります。見積依頼、資料請求はいづれか一方又は、両方

のご利用を問わず上記料金が適用されます。

＊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。

＊目標設計事例登録期間内において設計事例をご登録の方は今後、通常料金が適用されることはありません。

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


＊ 成約時の前期成約手数料は設計契約又は請負契約代金×手数料率×2分の１（税別）

＊ お引渡時の後期成約手数料は設計契約又は請負契約代金×手数料率×2分の１（税別）

＊ 追加工事・減額工事における契約額の増減についてはお引渡時のお支払いによりご精算
させて頂きます。

＊ お振込み手数料は専門家会員様のご負担でお願いいたします。

成約手数料 お支払いについてCASE STUDY 01

退会についてを選択

登録専門家は設計・監理契約、工事請負契約、コンサルティング契約、販売契約、

その他請負契約に基づく目的物の引渡しを終えていない場合の退会はできません。

マイページ内の退会手続き前に以下の方法でサポートセンターにご連絡ください。

➊ お問合せより退会希望等のご連絡を行ってください。

❷ サポートセンターにて契約確認の有無・引渡し有無の内容確認のご連絡

❸ マイページ項目の退会より退会手続きが可能となります。

退会についてCASE STUDY 02



サイト内ツールの活用

内部チャット・ファーストコンタクトのWEB面談

現地調査・ユーザーの要望

弊社へ事前連絡

プラン納品前に対面打合せが必要な場合

プランズマーケットからのお願い

key point
問い合わせが多くなるサイト活用術

point 01 point 02 point 03

ランダム表示の為、数多くの設

計事例登録でユーザーの目に留

まる回数が増えます

専門的な設計事例登録で業務範囲を

ＰＲ。近くにいる潜在顧客にＰＲ

具体的なプラン代金を表示する事で

依頼数が増える傾向にあります。

画像は最も有効は情報伝達です。

イメージの伝達は視覚効果で印

象に残るPRを

多くの設計事例を登録 専門的な設計事例を登録 多くの画像データを登録

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


設計・施工を兼務される方 NEW機能！！

2チャンネルの相互間表示が可能に

自社プラン受付ページ内から自社ビルダーページの表示

自社ビルダーページ内から自社プラン受付ページの表示

Double account

プラン受付ページ ビルダーページ

マイページからアカウント連携をクリック

連携予定のメールアドレス入力

連携予定のパスワード入力

クリック

クリック



ビルダーページから設計プランの受付表示 プランの受付ページから自社ビルダーページの表示

連携先の選択

上書きする項目を✔

※ ビルダー会員アカウント・設計会員アカウントの２つのアカウントが必要です

※ どちら側のアカウントからでも連携は可能です

※ 一方の利用申請承認後であれば他方の利用申請前に項目の連携が可能です。

※ 連携解除ボタンで連携を解除する事もできます。

※ 設計と施工を兼務する方のみご利用いただけます。

ワンクリックで自社プラン受付ページへ（右ページへ） ワンクリックで自社ビルダーページへ（左ページへ）



プロフィール編集より基本情報を入力

基本事項入力

反映 掲載イメージ

ビルダー会員 ガイドナビ
Navigate

CASE STUDY 01 会員登録をする



見積請求・資料請求対応の是非をご選択ください。

プロフィール編集からいつでも切替が可能です。

反映先

メイントップ画像となります。標準設備画像やPR画像をご登録ください。

シリーズ別の規格住宅や間取り図の掲載も可能です。

サブ画像含め28枚の登録が可能です

※ 見積請求・資料請求は請求毎に別途料金が発生します。詳しくは料金表をご確認ください

CASE STUDY 02 見積もり・資料請求の是非

CASE STUDY 03 PR画像登録



反映 掲載イメージ

入力保存完了後 利用申請を申請してください

サポートセンターよりメールにて利用開始連絡を差し上げます。

クリック

CASE STUDY 04 会社情報・イベント告知 登録



施行事例やシリーズ別の規格住宅のPR画像登録が可能です。

1物件登録につきサブ画像含め最大28枚までの画像登録が可能です

反映先イメージ

お取引のある設計会社との共通の施工事例の実績がるが場合、本サイトにご登録している設計会員の

設計事例登録から貴社の施工事例をご紹介する設定が可能です。

お取引先の設計事例ページからここをクリックすると貴社紹介ページが開きます。

設計事例登録 画面

①

②

③

②

①

反映先

③ 1物件につき28枚まで画像登録可能

CASE STUDY 05 建築事例 登録

CASE STUDY 06 施工会社の表示・紹介（設計ページ 作風登録時）



お問合せ・資料請求・見学日時はメールで通知後、コミュニケーションに届きます

やり取りを見るをクリックで
ユーザーとの相談確認やス
テータスを確認

展開先

ユーザー会員の質問への返信や進捗状況のステータス管理が可能です
テキスト入力ができます。

コミュニケーション

CASE STUDY 07 お問合せ 資料請求・見学希望



ご成約の連絡 FEE 利用料率

手数料のお支払について

CASE STUDY 11

CASE STUDY 08 CASE STUDY 09

CASE STUDY 10 

退会について

希望のページを選択
Select the desired page

NEW機能！！

相互間表示について

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/plansmarket-prod/uploads/pdf/guidenav.pdf#view=fitH&page=13
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/plansmarket-prod/uploads/pdf/guidenav.pdf#view=fitH&page=14
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/plansmarket-prod/uploads/pdf/guidenav.pdf#view=fitH&page=15
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/plansmarket-prod/uploads/pdf/guidenav.pdf#view=fitH&page=15
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/plansmarket-prod/uploads/pdf/guidenav.pdf#view=fitH&page=17



