表具店さん、経師店さんへ…
地元密着！

〝あなたの街のふすま屋です〟紹介 ネット

日本襖振興会のホームページに、
貴社店名を掲載しませんか？
〝 あ な た の 街 の ふ す ま 屋 〟 登録会員様を募集しています。

エンドユーザー様
ふすま張替え
ふすま新調
襖についての質問

登録会員様
表具店様
経師店様
施工店様

日本襖振興会ホームページ

掲載料は１ヶ月 300 円（税込み）
初期登録費用 3,000 円（税込み）

掲載料は年一括払い

振興会 HP に来られるエンドユーザー様を、施工店様情報に誘導させて頂きます。
日本襖振興会の正会員様を通じ、所定の申込書にてお申し込みください。
詳しくは日本襖振興会ＨＰをご覧下さい。

襖

検 索

一般社団法人 日本襖振興会

h ttp://www.fusuma.gr.jp

ご提案内容は予告なく変更になる場合がございます。2014.04

襖施工店様へ
〝あなたの街のふすま屋〟紹介サイトについて
襖施工店様と消費者の接点構築支援
一般社団法人日本襖振興会
平素は、日本襖振興会の広報活動にご理解とご協力を賜り有難うございます。
日本襖振興会では、表具店様・経師店様は、エンドユーザーに最も近い立場にある人として、襖
業界を支える重要な役割を担っていると認識しております。業界の活性化も積極的な襖需要の
掘起しも、正に皆さま方のご努力にかかっていると言っても過言ではありません。
私どもは襖業界の活性化を願い、これまでに〝あなたの街のふすま屋です〟キャンペーンを提
唱して、周辺 500ｍの需要掘起しを実施し、またそのときの営業ツールとして、ふすま張替えシー
ルや配布用ティッシュの製作などをご提案いてまいりました。
さてエンドユーザーにとっては、どこで襖を張替えてくれるのか、どこで製作してくれるのかが分
からないという質問がある一方で、施工店様も自社 PR の必要性を感じながら、なかなか具体的
に実行できないというのが実情ではないかと思います。この問題を解決するひとつの手段として、
この度の振興会 HP のリニューアルを機会にエンドユーザーが安心して問合せのできる、施工店
のウェブサイト全国地図を掲載し、襖施工店様と消費者の接点をもつしくみを構築し、より多くの
方々に活用して頂けるよう取り組むことになりました。
襖のことで日本襖振興会 HP へのアクセスが数多くあります。〝あなたの街のふすま屋〟として
登録された施工店様の検索は、日本襖振興会 HP のトップページの施工店紹介バナーから登録
施工店ページにワープし、全国地図から都道府県を選択すれば、その地域の施工店一覧表が
表示され、そこから施工店様に直接アクセスして頂くことになっております。日本襖振興会はその
受発注に関して一切関与することはなく、単に日本襖振興会 HP への訪問者を登録会員様に誘
導するという仕組みです。簡単でしかも低コストでできる自社 PR です。是非ご検討下さい。

〝あなたの街のふすま屋〟登録会員様を募集しています。
■日本襖振興会ホームページの活用をご検討下さい
日本襖振興会ＨＰを媒体としてエンドユーザーとの接点をはかることを目的とします。
資格は表具店・経師店・襖施工店様（和ふすまの製作と張替え対応可能店様）です。
従来ルート
表具店

エンドユーザー
襖張替え検索
襖新調検索
襖について検索

一般社団法人
日本襖振興会

看板・広告

日本襖振興会
ホームページ

経師店
施工店

※募集要項をご確認のうえ、日本襖振興会正会員（材料販売店）にお申し込み下さい。

〝あなたの街のふすま屋〟施工店登録募集要項
■募集主体

一般社団法人日本襖振興会 http://www.fusuma.gr.jp

応募窓口：日本襖振興会正会員（襖内装材料販売店）
■ 施工 店登 録

地元に密着した表具店・経師店・襖施工店（和ふすまの新調と張替え対応可能

資格

店）。自社 HP 又はメールアドレスの有無は問いません。

■募集の目的

エンドユーザーにとってはどこで襖を張替えてくれるのか、どこで製作してくれる
のかが分からないという質問が多いのが実情です。そこで襖のことで日本襖振
興会 HP へアクセスしてくるエンドユーザーに対し、安心して問合せのできる施工
店のウェブサイト全国地図を掲載し、エンドユーザーと施工店様を結ぶ仕組みを
構築することで襖業界の活性化を図るのが目的です。

■掲載方法

お申込者の下記項目を〝あなたの街のふすま屋〟施工店として一覧表に掲載
します。会社名（屋号）・代表者名・住所・電話・FAX・URL・メールアドレス・襖関
連の資格と簡単な会社ＰＲ文です。検索はトップページの紹介バナーから施工
店一覧ページにワープし、全国地図から都道府県を選択すれば、その地域の施
工店名が表示され、そこから直接施工店様にアクセスして頂く仕組みです。ただ
し日本襖振興会はその受発注に関して一切関与いたしません。

■掲載のフォン

あらかじめ振興会で準備するフォントを基本とします。

ト
■掲載場所

〝あなたの街のふすま屋〟登録施工店リストのページ

■募集数

現時点では特に制限しません。当ページの主旨からしてできるだけ多く参加して
頂くことが重要です。内容を充実してエンドユーザーにとって利用しやく価値ある
サイトにしたいと思います。

■掲載費

ＨＰ登録手続き費として初回のみ 3,000 円（消費税込）
別途ＨＰ掲載費一ヶ月 300 円／一年分 3,600 円一括払い（消費税込）
会計年度は 4 月 1 日～3 月 31 日。途中申し込みは月割りで一括払い。
掲載費は事前通達で改訂することがあります。

■掲載期間

初回はＨＰ更新月（年４回 ４・７・10・１月）から当年度末（3/31）まで。次年度か
らは、お申し入れのない限り一年間ごとの自動更新とします。（4/1～3/31）

■申込方法

所定の申込用紙で日本襖振興会正会員にお申し込みください。
日本襖振興会正会員を通じ、日本襖振興会事務局に登録申し込みを致します。
申込書の内容を確認のうえ「受付書兼掲載費請求書」をお送り致します。受付
書等到着と同時に、初回登録費と掲載費用の合計をお振込み下さい。掲載費
の振込みを持って申込み受付完了と致します。お申し込みは随時受付け致しま
す。ＨＰへのアップは上記ＨＰ更新時になります。

■解約

解約は書面でお申しつけください。
なお支払い済みの費用の返却はお受けいたしかねます。

■除名

日本襖振興会の主旨や公序良俗に反し、幹事会において不適格と判断された
場合は施工店リストから削除させて頂く場合がございます。

■免責

〝あなたの街のふすま屋〟は日本襖振興会が推奨する施工店を意味するもの
ではありません。したがってウェブサイトの掲載リストからリンクする施工店とエ
ンドユーザーとのトラブルに関し、日本襖振興会は一切責任を負いません。
※上記、募集要項は予告なく変更になる場合があります。 あらかじめご了解下さい。
※所定の申込書は、日本襖振興会/正会員（襖内装材料販売店）に準備していま す。

〝あなたの街のふすま屋〟施工店ネット
募集要項は別紙の通りですが、要旨は次の通りです。
一般社団法人日本襖振興会

申し込みから掲載までの流れはどうなりますか？
（日本襖振興会正会員）

表具店様
経師店様

日本襖振興会事

襖紙・壁紙材料販売店
申し込み

日本襖振興会 HP 会員リスト参照

務局
申し込み書

①申し込み受付書 ②請求書、③郵便振替用紙
⑤代金郵便振込み

①②が到着することで受付完了です。

申し込み資格はなんでしょうか？
登録資格は地元に密着した施工店で、「和ふすまの新調と張替えが可能な店」としています。当然それ
は表具店・経師店が主体になりますが、そのご判断は各地の正会員様（材料販売店）に委ねるところ
です。また地域性やその施工店様の営業実績を考慮し、その他の業務形態のお店でも、正会員様の
ご判断で問題なければ掲載することになっています。なお自社 HP やメールアドレスの有無は問いませ
ん。また別紙、格安な紹介ページ製作の斡旋もしております。 ⇒日本襖振興会 HP

申し込み窓口はどこですか？
上記資格について振興会では把握できませんので、日本襖振興会の正会員を窓口としています。ただ
し、各県表具組合にご加入の方は直接事務局にお申し込み頂いても結構です。
その場合は申し込み用紙の「受付窓口」欄に、所属する表具組合名を記してください。

申し込み用紙はどうすればよいですか？
別紙申込書でお申し込み下さい。申込書は HP からダウンロードもできます。

HP への掲載はいつからですか？
申込は随時いつでもお受けしておりますが、掲載は振興会 HP の定期更新時（年４回 １・４・７・10 月）
になります。所定の手続きが完了するまで約 2 週間と、掲載原稿作成に約１週間ほどかかりますので、
定期更新月の一か月位前までのお申込みが区切りになります。

代金の支払いはどうなりますか
日本襖振興会事務局からお送りする計算書に基づき郵便でお振込みください。
■上記内容は予告なく変更になる場合があります。

〝あなたの街のふすま屋〟紹介サイト申し込み書
（社）日本襖振興会 宛
平成

年

月

受付番号 No.

日

受付窓口（日本襖振興会正会員）
印

下記の通りサイト登録を申込みます。
会社名（屋号）
代表者名
襖関連の資格 2～3

表具検定１級技能士 表具検定２級技能士

文字数の都合で、すべて掲載
出来ない場合があります。

郵便番号

その他（
〒

建築工事許可
）

なし

-

住所
電話
FAX

なし

メールアドレス

なし

URL

なし

会社ＰＲ（20 文字）
お申し込みご担当者
※支店または営業拠店が複数ある場合は本店のみの登録とさせて頂きます。
※ＨＰ施工店一覧表へは上記の担当者名を除き掲載させていただきます。
※お申込を頂いた場合でも、審査により登録をご遠慮願う場合がございますので予め
ご了承下さい。
■登録申し込みと同時に、必ず下記同意書に記名押印も併せてお願い致します。

同 意 書
〝あなたの街のふすま屋〟施工店登録申し込みに際し、当ウェブサイトの主旨を尊重するとと
もに、日本襖振興会ホームページを経由して施工契約となった場合、当方の完全な責任施工
として、万一依頼者との間に問題が発生しても、貴会に一切の責任が及ぶことはありません。
〝あなたの街のふすま屋〟登録施工店

屋 号
代表者

印

■申込み書の送付先（郵送） 施工店様⇒日本襖振興会正会員⇒事務局

（一社）日本襖振興会事務局
〒530-0036 大阪市北区与力町１番５号 与力町パークビル４階 大阪内装材料協同組合内
TEL. 06-6882-5501 FAX. 06-6882-5502 URL：http://www.fusuma.gr.jp Mail：info@fusuma.gr.jp

