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サイト名：「ちびパラby　提携先企業名　」　　2009/04 PC/mobile[複数転送機能タイプ]

株式会社クロスワン

171-0042 東京都豊島区高松2-47-5　

TEL:03-5986-1118　　FAX:03-5986-1130

ミニフォトブックサイト企画提案書

『ちびパラ ｂｙ　　　　　　　　　　　』　ASP:業務提携用
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ご挨拶　『ちびパラ』ASPに関して

株式会社クロスワン･デジカメプリント事業部「ちびパラ」ASP提携の御案内
　当社では、この度「ちびパラ」サイトのASP事業展開を始める事になりました。　　　　

ちびパラは、非常にコンテンツ性に優れ話題性の高いサイトでございます。

また、リピーター率・客単価も他のデジカメプリント商品と比べ高率・高単価でございます。

持ち歩く写真アルバムとして目立ち、広告効果も高い商品である上に、老若男女の幅広いユーザー層です。

ASP方式の為、御社独自のパッケージ商品として自由価格設定も可能！CD･箱・カード等も自由に出来ます。

他の商品とコラボ化して独自戦略商品作成可能です。

キット･完成品の販売体系も自由に選択できる為、お土産・ノベルティとしての幅広い市場を狙えます。

WEBサイト管理・サーバー保守・生産・入金処理・配送まで一元化で当社が責任を持って運営いたします。

企業イメージの向上・新商品の話題作り・現状サイトのイメージUP等に優れたASP展開が可能になるかと
思われます。

今、流行のフォトブックとも共存共栄が可能であり相乗効果もあると思われます。

初期投資0円から50万（税別）から運用可能です。コミット方式・アフィリエイト方式・etcご相談に応じます。
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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 平成元年1月31日
社員数 正社員　2名　　　バイト　5名（20007/10/10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200万枚以上、1万件以上・OPEN　2年目」
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）
国内通販サイト　　　　・5サイト企画制作管理運営「www.9631.co.jp」、ABCクロス通販
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コミュケーションズ「ちょコム」、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（ビットキャシュ）
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 巣鴨信用金庫　池袋支店
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『ちびパラ』の知的財産権について　

1、ちびパラ商標権
　「ちびパラ」は商標登録申請中です。

　特許庁申請日：平成21年1月8日・整理番号：CRO504

2、ちびパラ特許権
　「ちびパラ」は特許権申請中です。

　特許庁申請日：平成21年3月11日・工藤一郎国際特許事務所代行申請予定

3、知的財産権の取組み
　当社の知的財産権をASP提携会社様に安心してご利用頂けるように　

　常に市場調査及び関連特許の確認をしております。

　特に海外業者の違法商標･特許侵害等には厳しく対応致しております。

　類似商品について

　「ちびパラ」の模倣品・類似商品を発見した場合はお手数ですが、

　販売先住所を下記までお知らせ下さい。

　　　　　　　　　　　株式会社クロスワン：本社　03-5986-1118　担当、品川あきら
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『ちびパラ』のポリシー　　株式会社クロスワン　

撮る楽しみ

作る思い出

見せる喜び

　

Welcome To ChibiPara Carry Photo!!　(
ちびパラのテーマは「持ち歩く写真」)

新しい写真の親しみを私達は提案致します。撮る楽
しみ･作る思い出･見せる喜び 遊び心!!
あなたの写真やお店＆企業の情報写真を保管(ア
ルバム＆デジタルデーター)から持ちだそう！
*　ちびパラは、新たな写真文化の写真を持ち歩く
楽しさを提案しています。

　当社のデジカメプリントは、お客様に喜ばれる写真を基本ポリシーと考え、
思い出になる！元気が出る！笑顔になれる！を重要課題として2006年よりネ
ットプリント専業の本物銀塩写真・デジタル専用印画紙に拘り運営致しておりま
す。
　特にネットで出来るデジタル加工技術を利用し現存写真の2次元から3次元化
の取組みによる立体サイコロ年賀状(ポストカード)や携帯電話写真(モバフォト）
、写メールやブログを利用した文字と画像合成写真のブログフォトは皆様にご支
援頂いております。
*　ちびパラは、新たな写真文化の写真を持ち歩く楽しさを提案しています。
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『ちびパラ』の市場性について　

1、ちびパラの特徴
　ちびパラは携帯に便利で丈夫（銀写真）なミニアルバム

　手作りキット・完成品の2通りの販売方式が可能

2、ちびパラの御提案
　お土産・イベントなど現存写真の商品でのBtoB販売

　家族・ペットなどの個人向け商品のBtoC販売

3、ちびパラ･ターゲット層
　老若男女問わず（所有ターゲット10歳~60歳）　

　アクセサリーとしての携帯ストラップ用＆バックキーホルダーetc

　携帯電話写真での作成が可能で写メールで画像転送対応、誰でも作れます。

4、ちびパラ・将来性（時間が経つほどに商品品質の良さが実感できる商品です。）

　簡単に中身の入れ替えが可能な為、持続的な販売が可能

　銀写真（100年プリント）の為、思い出の蓄積が可能
（ホームプリンター「インクジェット」より水濡れに強い、プリクラ「昇華」より紫外線及び色落ちがおきない。）
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『ちびパラ』の広告効果について　

A、ちびパラのキット
　ちびパラ･キットの広告は画像位置を自由に変更が可能！

　視覚効果抜群！デザインが生かせます。（ロゴマーク・商品写真）

　キット作成時の思い出に広告（ロゴマーク・商品写真）が深層心理に

入り「ユーザーの思い出に広告」を連想せます。

B、ちびパラの完成品
　ちびパラ完成品はミニフォトブックとキーホルダーなので広告をイメージに

合わせた露出方法が選択可能（ミニフォトブック中身や表紙等に）です。

　通常の広告と違いユーザーが携帯ストラップ・かばんキーホルダーとして

持ち歩き広告効果を広範囲に持続的に広げます。

Ｃ、ちびパラは、見せる・見られる＝話題になる「連鎖広告」

　老若男女問わずアクセサリーとして使用して頂けます。

　多くの方に視覚され、同時に相手側に自分オリジナルの作成動機を与え

連鎖的に広がり持続効果が得られます。当社は銀写真100年印画紙使用！
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『ちびパラ』ミニフォトブック詳細

ちびパラの特徴

①、キットでの販売が可能

②、完成品の販売が可能

③、画像データーの再利用

により、ミニ写真が作成可能

携帯電話画像でも高品質

　　推奨画像の大きさ
A＝780×400pixel(300dpi)
B＝640×400pixel(300dpi)
C＝640×400pixel(300dpi)
G＝580×400pixel(300dpi)
E＝270×350pixel(300dpi)
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『ちびパラ』写真

カードサイズプリントにも対応。

携帯写真の画質を300bpi拡大
印画紙：　　　約　55*89ｍｍ・画像サイズ：　約　49*60ｍｍ
余白：左右・約　3ｍｍ・上下・約　8ｍｍ*21ｍｍ
*携帯電話の機種・撮影画像比率により画像余白幅が変わります。
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『ちびパラ』付属品

ちびパラカバー

ちびパラ専用のカバー、ビニール製

サイズ：3.7mm×7.3mm
（平置き、スナップ部分含まず）

ストラップキット

写真を中にはめ込むプラスチックタイプ
のストラップ。透明ホルダー両面対応

写真サイズ「幅20mm×高さ28mm」

写真やミニフォトブックをご注文の際に、一緒に購入する事が出来ます。

テンプレートとセット販売もしています。
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『ちびパラ』直営サイト参考価格　　2009/02/28現在税込価格

1、ちびパラ「写真」（カードサイズ）:5.9円

2、ちびぱら「ミニ･フォトブック」
　A：キット（プロ用）

　　　①画像のみ:　99円

　　　②画像+カットのみ：　199円

　　　③画像+シールのみ：　199円

　Ｂ：手作りキット（画像+カット+シール）

　　　①入替用：　299円

　　　②カバー付：　399円

　　　③カバー&ストラップ：　498円

　Ｃ：完成品（画像+カット+シール）

　　　①入替用：　499円

　　　②カバー付：　599円

　　　③カバー&ストラップ：　698円

3、付属品　　

　　①カバー付：　99円

　　②ストラップ：　120円

特殊条件：当社ＣＭ付は30円の値引きテンプレートが御座います。

業務用　　セット価格　（テンプレートデザイン料金は別途）　　　　　　

1、お土産用：Ｂ-③20個、Ｃ-③5個オリジナルテンプレート　　1万円
2、飲食店用：Ｂ-③10個、Ｃ-③12個オリジナルテンプレート　1万円
3、イベント用：Ｂ-③100個、オリジナルテンプレート　　　　37500円
4、ノベルティ用：Ｂ-③1000個、オリジナルテンプレート　　　35万円

業務用の販売価格は自由です。

ＡＳＰサイト貸し出しサービスも御座います。

直営サイトはＷＥＢ注文の為、

送料、決算手数料etcは別途必要です。
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『ちびパラ』姉妹サイトについて

■　モバフォト

http://edpe.9981.ne.jp/

■　ブログフォト

http://blog.9981.ne.jp/
ブログ・携帯写メールなどの

写真と文章を合成するサイト

*Ｌ判サイズに写真と文章　
*写メールは自動日付対応
*背景自由選択可能　　　　
*月額会員フォトブック対応

携帯電話の写真専門のサイト

*名刺サイズの可愛い写真　　
*背景自由選択機能付き　　　
*ポストカード機能で証明写真
年賀状・写真サイコロ作成対応
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『ちびパラ』携帯電話サイト対応に関して

■　モバフォト

http://edpe.9981.ne.jp/

■　ブログフォト

http://blog.9981.ne.jp/

上記の姉妹サイト共同アルバム機能と携帯電話画像転送機能を利用し3月中旬にＯＰＥＮ予定です。

携帯キャリアは、大手3社（Docomo・AU・softbank）対応すみ。

使用方法は、http://chibi.9981.ne.jp/asp/chibi_order.pdf　（ちびパラ携帯使用法）を参考にしてください。
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ASPにての無料配布･有料販売 詳細

携帯電話購入者へ、CD-ROM・アクセス認証キーを配布。
CD-ROMよりwebサイトへアクセスしてもらい、アクセス認証キー入力。
配布方式は、BOX及びカード、CD配布等が御座います。
配布商材の見積りは別途致します。貴社にて生産も可能です。

写真選択をして、注文。ご自宅へミニフォトブックお届け。

有料販売の場合

価格は自由に決定可能です。

パッケージデザイン等も貴社の

オリジナルに変更できます。

URLは変更になる場合がございます
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『ちびパラ』のキット&完成品 見本

■ちびパラキット・自分で作るセット

（カバー・キーホルダー付き）

ユーザー自身で、作成するタイプです。

貴社オリジナルの場合はテンプレートの

文章は全て変更自由になります。

また、画像の一部に貴社のURL用QRコード
やロゴマーク・新製品等の写真や文章も

デザイン可能です。

■ちびパラキット・完成品

（カバー・キーホルダー付き）

当社が作成するタイプです。

大量同一画像の場合は面合わせのタイプになる場合もございます。

　貴社オリジナルの場合はテンプレートの文章は全て変更自由に、

なります。また、画像の一部に貴社のURL用QRコードやロゴマーク・
新製品等の写真や文章もデザイン可能です。
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ASP配布による 注文フロー ①

貴社webページ

注文ページ②続く

＆

IDをお持ちではない方は

こちらからご注文ください。

認証キーを入力してください。

携帯電話購入者へ

CD-ROMと認証キーを配布。
配布されたCD-ROMを
パソコンで読込み

貴社WEBページへアクセス。

貴社WEBページから
ちびパラミニアルバム注文ページ

へアクセス。

認証キーを入力して

注文ページへ進む。

認証キー入力ページ
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ASP配布による 注文フロー ②

画像転送ページ 画像編集ページ

＆

ミニフォトブックに使用する

画像を転送します。

14画像必要です。
（注文方式は複数用意致します）

テンプレートを選択します。

*貴社専用オリジナルの
テンプレートを複数予定

画像の位置や大きさを

編集します。

*表紙・中身・ストラップ用に
画像選択が可能です。

＆

テンプレート選択ページ

＆

注文ページ③続く
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ASP配布による 注文フロー ③

お客様情報ページ

お客様情報とお支払方法を

選択します。

最終確認をして

注文を確定します。

＆

最終確認ページ

＆

注文内容確認ページ

ご注文内容を確認し

枚数の変更等を行います。

＆

注文ページ④続く
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ASP配布による 注文フロー ④

注文完了ページ

ご注文が完了しました。

お支払手順等の記載された

ご注文の確認メールが送信されます。

*最終画面及び確認メールにて次回注文用の
アフィリエイトURL「ちびパラ貴社」の広告記載

プリントした写真やミニフォトブックを

ご自宅へ配送します。

メール便（２日から４日後に到着予定）
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アフィリエイト・ASP条件

システムASP期間レンタル
システム提供は別途打合せとする（コミット数により価格変更が生じます。）

1、システムASP
　A,基本システム1年レンタル：ID10万人（回線：ハード：保守）　：50万円（税別）
　　　　（基本デザイン及び指定サブドメインとなります。）

　B,オリジナルシステム構築1年レンタル：ID10万人（回線：ハード：保守）　：80万円~（税別）
　　　　（デザイン料金及び自由ドメインは別途料金かかります。）

2、支払条件：　末締めの翌月25日
3、納期：　システム打合せから約1ヶ月です。（特殊デザインは別途期間を要す）
4、0円初期投資ASP（条件:月間100万PV以上で月商1000万以上のサイト様又はポータブルサイト限定）
　利益還元は売上高により変動10％から35％上限・「要審査」詳細はご相談下さい。

アフエリエイト20％（ASPサイトに有料販売付属の場合）

1、ちびパラ商品のみとする　「銀行前払いのみ」（配送料金・各種手数料等は対象外とする。）
2、エンドユーザーの支払い方式により15％になる場合もございます。
（コンビニ後払い「未払いリスクの為」：電子マネー払い「別途決算手数料金が発生する為」）

アフィリエイト20％（ASPに一般有料販売付属の場合）
1、ちびパラ商品のみとする「銀行前払い」（配送・各種手数料等は対象外）
2、エンドユーザーの支払い方式により15％になる場合もございます。
（コンビニ後払い「未払いリスクの為」：電子マネー払い「別途未払い手数料が発生の為」）
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『ちびパラ』 ASP 　契約条件

1、当社指定代理店を窓口としての、ちびパラASPとする。

2、サイト運用期間は、例「1年間とし2009年4月より2010年4月（サイトは5月まで注文可能）とする。」

3、 ちびパラASPのサイト運営及び保守管理は株式会社クロスワンが行うものとする。

4、支払いは契約時末締めの翌月25日払いとする。

5、印画紙及び人件費等が、契約時より20％上昇した場合は契約個数の調整の話合いに応じる事とする。

（物価指数が20％上昇の場合も含む）

6、契約更新・内容変更については随時話合いとする。

免責事項：

回線保守・サーバー保守（48時間以内の復旧とする。）

契約書は別途詳細を記し2通作成する。

コミット付ASP：重要事項
*ASP契約期間後に未使用コミット数が生じても返金はされません。
契約時のコミットにて未使用比率を契約毎に計算致しております。

期間内でコミット数を満了した場合はASPを終了いたします。（追加契約は可能）
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『ちびパラ』 報道関連資料（ネット関連ニュース）

　Yahoo、NSM、GOO、Google等・・・約数十サイトに配信されました。
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『ちびパラ』 報道関連資料（雑誌関連記載）

　「月刊フォトマーケット」・「週間写真速報」等・・・約5雑誌に記載されました。


