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所在地
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設立
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資本金
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「工事屋さん.com」の企画・開発・運営

取引銀行

みずほ銀行

三菱東京UFJ銀行
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代表からのメッセージ

「笑顔が基本」をあなたにも

株式会社スマイルは、あなたをもっと笑顔にしたい、と

いう気持ちから始まりました。自分自身の笑顔がきっか

けです。

小さい頃から、「いつもニコニコしているね」と言われ

てきました。その言葉で気がついたのは、そんなに皆が

笑顔ばかりではないということ。

もっと皆を笑顔にできないだろうか。

人は色々なことで笑顔になれます。その中でも、衣食住

という生活の根幹に関わる部分から人を笑顔にできたな

ら、その笑顔は、人生を丸ごと包み込んでくれるのでは

ないだろうか。

答えを探して様々な土地を巡り、人々と触れ合う中で

「家」こそが文化や生活の中心であり、皆の帰る場所な

のだと実感しました。

「住」で人々を笑顔にしたい。「家」を幸せに近づける

程、そこに暮らす人々の笑顔も増えるはず。

この発想がふくらんで、暮らしを彩る住宅設備の工事込

み価格を比較する、業界初の試みを実現した、『工事屋

さん.com』が誕生しました。

あなたが帰る、その「家」を心から安らげる場所にする

ために。

あなたの生活も、「笑顔が基本」になるように。

株式会社スマイルは、これからも工事屋さん.comを通じ

て、皆様の笑顔のお手伝いをしていきます。

株式会社スマイル 代表取締役 村上浩通
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工事屋さん.comとは

初回登録料・月額基本料無料！

完全成功報酬型の

住設マッチングサイト

当サイトは住宅設備の工事込み価格をショップ様の間で

比較できる唯一のWebサイトであり、連日多くのユー

ザー様に、高い購買意欲をもってご訪問いただいており

ます。

当サイトに出店すれば高い宣伝効果が得られ、多くの見

積り依頼が獲得できること間違いなし！

ほとんどのショップ様が出店1週間以内に見積り依頼の獲

得、1ヶ月以内に工事契約の成立を達成されているだけで

なく、当サイトへの出店によって、月商数千万円を達成、

初年度で年商1億円を達成されたショップ様も！

すべての出店ショップ様の発展に、大きく貢献すること

をお約束いたします。
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①出店

②見積り依頼

③見積り回答・下見・工事

④工事代金支払い

ショップ様 ユーザー様

⑤ロイヤルティ

⑥レビュー投稿
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成長する工事屋さん.com

工事費込みの情報を提示する

住設機器関連に特化した価格比較サイトは、

国内唯一！
（2018年4月現在 当社調べ）

見積り依頼件数急増中！
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4年間で

4倍に拡大



EC化は着実に進んでいます
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77,880 
84,590 

95,130 

111,660 

127,970 

137,746 

151,358 

2.84%

3.17%
3.40%

3.85%

4.37%

4.75%

5.43%

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

日本における B to C のEC市場規模（億円）

とEC化率

16,334 

49,014 

72,398 

17,782 

53,532 

80,043 

デジタル系 サービス系 物販系

2015年と2016年の B to C のEC市場規模

（億円）

+10.6%

+9.2%

経済産業省 平成 28 年度我が国経済社会の 情報化・サービス化に係る基盤整備 （電子商取引に関する市場調査）より

+8.9%

工事屋さん.comの成長理由は、継続的に成長し続けているEC市場環境にあります。工事屋さん.comは2008年よりサービスを開始

して以来、2018年現在に至るまで国内で類を見ないサイトとして成長を続けています。



取扱いカテゴリ
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工事屋さん.comは住まいに関わるあらゆる商品・サービスを安心してインターネット上で取引できる世界を目指しています。

豊富な取扱いカテゴリ

住まいに関わるものであれば、ほとんど全ての商品・サービスを販売することができます。

みなさまの提供する商品・サービスが、現在対応可能なのかどうか、一度確認してみてください。

主な取り扱いカテゴリ

給湯

給湯器 / エコジョーズ

エコキュート / 電気温水器

など

キッチン

ガスコンロ / 食洗機

レンジフード / IHクッキングヒーター

など

浴室

浴室暖房乾燥機 / 浴室テレビ

システムバス

など

空調・換気

ルームエアコン / 業務用エアコン

換気扇

など

水回り

水栓蛇口 / 洗面台 / 浄水器

など

トイレ

トイレ / ウォシュレット

ハンドドライヤー

など



売上ロイヤルティ

売上の10％

初回登録料

月額基本掲載料

無料 !

料金システム
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工事屋さん.comの料金システムは、工事契約成立の手数料としてご契約金額の10％をいただく成功報酬型です。初回登録料や月額

基本掲載料は発生しません。

私たちはできるだけ多くのショップ様に工事屋さん.comを使っていただきたいと思っています。工事屋さん.comに出店するにあ

たって、小規模な売り上げしか見込めないショップ様や、どれだけ成約するか見当がつかずに出店をためらっていたショップ様に

も出店していただけるように、私たちは完全成功報酬型の料金システムを採用しました。



ショップ様の独立・成長をとことんサポート！
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ショップの皆様は私たち工事屋さん.comのパートナーです。出店の検討から店舗運営まで、すべてのステップで皆様をサポートす

るので、皆様が思い描いている独立やショップ拡大の夢がきっと叶うはずです。

出店検討中 出店準備 店舗運営

コメントや動画にもアドバイス

いざ出店が決まっても、PR動画やコメント

など、用意しなくてはいけないコンテンツが

いっぱい。これらはユーザー様の顔が見えな

いネットショップにとって、ユーザー様にア

ピールする唯一の手段であり、集客の要です。

しかし、「そうはいっても、どう作り込めば

いいのか見当がつかない…」「試行錯誤で時

間をとられそう」と皆様がお思いになるのは

自然なことです。

ご安心ください。ユーザー様に好印象を与え

るPR動画の撮り方やコメントの書き方など、

私たちが10年近い工事屋さん.com運営経験

のなかで培ってきたコンテンツ作りのノウハ

ウを余すところなく伝授いたします。

店舗運営をバックアップします！

「せっかく頑張って出店しても、売り上げが上が

るのか心配…」大丈夫です！工事屋さん.comは皆

様のためのECコンサルタントを準備しています。

あなたのお店が軌道に載るように、しっかりサ

ポートします。

はじまして！ECコンサル

タントの高橋です！店舗

運営の中で困ったことが

あれば、私にご相談くだ

さい！

工事屋さん.comは、みなさまの売上が増えて初

めて、私たちの売上も増える仕組みになってい

ます。ですので、私もみなさまと一緒に、売上

を増やす施策を考えます。一丸となって売上

アップを目指しましょう！

出店への不安を解消します！

この資料をご覧の方のなかには、ネット

ショップの運営が初めての方もたくさんい

らっしゃると思います。きっと、「操作が難

しいのではないか」「面倒な手続きが必要な

のでは」と不安が尽きないはずです。

私たちは、そんなショップ様にも安心して出

店していただきたく、丁寧にご相談に応じら

れるよう準備を整えて皆様をお待ちしており

ます。

ですので、慣れないネットショップだからと

いって、全く気兼ねする必要はありません。

お気軽にご連絡ください。

TEL :
075-748-1785

（平日 8:00-12:00, 13:00-17:00）

E-mail : info@ko-jiyasan.com



ショップ様の声

- 現在提供しているサービスを教えてください。

主に給湯暖房機や電気温水器の交換を取り扱っています。今は東京神奈川を

中心に年間800世帯以上のご家庭で工事を手掛けていて、大忙しです。

- お仕事をされていて、良かったと思うのはどんな時で

すか？

工事が終わった後、お客様の笑顔を見ることができたり、「ありがとう」

「助かった」という声を聴くことができたりしたときに、心からうれしく感

じます。

工事屋さん.comで活躍中のショップ様のインタビューをご紹介します。

株式会社ネオテクニカル代表取締役 荻野英紀様

- 逆に、苦労するのはどんな時ですか？

今から3年前に独立して間もない頃は、まだ私たちのショップが皆様に知ら

れておらず、宣伝する必要があって苦労しました。

- 工事屋さん.comに出店したきっかけは何ですか？

独立するまで勤務していたショップが出店しており、その集客力を実感して

いたからです。工事屋さん.comならしっかり宣伝できるに違いないと思いま

した。

- 実際に出店してみて、どうですか？

ユーザー様が多くのショップに簡単に見積り依頼が出せる仕組みになってい

るので、出店直後から見積り依頼が途切れませんでした。半年後には見積り

依頼が毎月200件、月商が数千万円になり、びっくりしました。

- 出店を検討されている方へメッセージをお願いします

量販店の工事では下請け業者の顔は見えません。そのため、今まではどんな

に優良なショップも陰に隠れてしまっていました。しかし工事屋さん.comを

使えば工事の品質で勝負できるので、本当に良いショップが伸びていけま

す。実際、私たちの値段は最安レベルではないかもしれませんが、品質にか

けては自信があり、それを強みにして活躍できています。独立してやってい

きたいけれど宣伝・集客に悩んでいる、という方には工事屋さん.comを強く

おすすめしたいです。
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ここに写真が入ります。



- 現在提供しているサービスを教えてください。

給湯器やガス周辺機器を中心に、住設機器の施工をしています。おかげさま

で、現在は首都圏で毎月30件前後の契約を獲得しています。

- お仕事をされていて、良かったと思うのはどんな時で

すか？

何といってもお客様の喜んでいる顔を見られたときが一番です。その時は工

事して本当に良かったなと思います。

ショップ様の声

工事屋さん.comで活躍中のショップ様のインタビューをご紹介します。

株式会社TM-Tech Corporation 取締役 椎野勝様

- 逆に、苦労するのはどんな時ですか？

自分の足で回れる営業エリアは限られていますし、人づてでの取引先の開拓

にも限界があります。今から2年前、独立してショップをやっていくにあ

たって、もっと幅広くお客様を集められたらと感じていました。

- 工事屋さん.comに出店したきっかけは何ですか？

同じエリアのとある知り合いのショップが工事屋さん.comに出店しているの

を目にしました。サイト内ランキングでいつも上位に入っており、繁盛して

いるのを見て興味がわきました。

- 実際に出店してみて、どうですか？

自力の営業だけでは絶対にご縁がなかっただろうなというお客さまと繋がれ

るところが素晴らしいと思います。ネットならではですね。確かにたくさん

の見積り依頼がくるのを実感します。

- 出店を検討されている方へメッセージをお願いします

ネットに根ざしたサービスなので、メールの応対はまめにされることをお勧

めします。またレビュー機能もあるので、施工される方も含めてお客様への

気遣いが大事です。それらをしっかりすれば確実に売り上げに返ってくるの

でやりがいがあります。

工事屋さん.comのカバーがより強力になれば、お互いお客様が増えます。特

に、今店舗が手薄な地域はチャンスだと思いますし、ぜひ出店してもらいた

いです。一緒に工事屋さん.comを盛り上げていきましょう！
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出店の流れ ～出店のお申込みからサービス掲載まで～

1. お申込み

かんたん出店申込

出店案内ページから、お手軽にお申込みいただけます。

2. 本登録

3. オープン！

出店開始

ショップページが公開され、ユーザー様からの見積り依頼が

届くようになります。また、管理画面にもログインできるよ

うになります。
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必要書類の提出

会社や代表者様の公的書類をアップロードしていただきます。

出店申込書の提出

出店申込書を署名・捺印の上、アップロードしていただきま

す。

各種情報の入力

住所や店舗のキャッチコピー、営業情報などを入力していた

だきます。

PR写真・PR動画の提出

ショップページに掲載される写真や動画を撮影し、アップ

ロードしていただきます。

1分

5分

1分

3分

5分

1分

詳しくは P13

詳しくは P16

詳しくは P14-15 詳しくは P17

詳しくは P18

詳しくは P18

かんたん審査（0～1営業日）

本審査（1～3営業日）

任意



1. お申込み

かんたん出店申込

1. 工事屋さん.com内の「出店案内ページ」にアクセス

してください。

http://ko-jiyasan.com/user_data/pr_to_constructers.php

2. ページ内の「出店を申し込む」ボタンをクリックして

ください。フォームに移動します。

3. 必要な情報を入力し、「確認ページへ」をクリック

してください。

4. 入力内容を確認し、「上記の内容を送信」をクリック

してください。

5. これでお申込みは完了です。弊社からの「本登録のご

案内メール」をお待ちください。
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ここに入力

http://ko-jiyasan.com/user_data/pr_to_constructers.php


2. 本登録

必要書類の提出

1. 次ページに示す必要書類をご準備ください。

2. 必要書類をスマートフォンで撮影、またはスキャンし

て、.png, .jpg, .pdf のいずれかの形式でファイル保存

します。

3. 弊社からの「本登録のご案内メール」に記載された

URLより「本登録フォーム」にアクセスしてくださ

い。

4. 各書類名の右の「ファイルを選択」をクリックし、2.

の画像データをアップロードしてください。

5. 全ての書類をアップロードしたら、次に進みます。
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ご注意

各書類は文字がはっきり読み取れるファイルをご登録く

ださい。

運転免許証をご提出いただく際、表面と裏面両方の提出

がないと審査を進めることができません。必ず両面を撮

影してご登録ください。



• 代表者様の運転免許証（表面と裏面）

• 履歴事項全部証明（3か月以内に取得されたもの）

• 第三者賠償責任保険証券

• 履歴事項全部証明（支店登記が確認できるもの）

• 代表者様の運転免許証（表面と裏面）

• 住民票（3か月以内に取得されたもの）

• 開業届または確定申告書

• 第三者賠償責任保険証券

＋

2. 本登録
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法人様（本店）の必要書類 個人事業主様の必要書類

ご注意

支店として登録できる店舗は、原則として支店登記され

ているものに限ります。

ただし、支店登記されていない場合でも、営業している

実態が確認できれば、1つの都道府県につき1店舗のみ登

録していただくことが可能です。

その際、賃貸借契約書やオフィスの内観・外観のわかる

写真を提出していただきます。

法人様（支店）の必要書類

任意

任意

保険加入の有無はサイト上で公開され

ます。ユーザー様からの信頼獲得のた

め、保険証券のご提出をお勧めいたし

ます！



2. 本登録

出店申込書の提出

1. 弊社からの「本登録のご案内メール」に添付されてい

る出店申込書を印刷し、署名・捺印してください。

2. 出店申込書をスマートフォンで撮影、またはスキャン

して、.png, .jpg, .pdf のいずれかの形式でファイル保

存します。

3. 「本登録フォーム」内の、「出店申込書」の右の

「ファイルを選択」をクリックし、2.の画像データを

アップロードしてください。
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署名・捺印



2. 本登録

各種情報の入力

1. フォームに各種情報を入力して、「次へ」をクリック

してください。

2. フォームに各種情報・コメントを入力して、「確認

ページへ」をクリックしてください。

3. 内容を確認して、「上記の内容を送信」をクリックし

てください。

4. これで本登録は完了です。弊社からの「出店開始のご

案内メール」をお待ちください。
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ここに入力

ここに入力



PR写真・PR動画の提出

1. 弊社からの「本登録のご案内メール」に添付されてい

る「PR写真撮影マニュアル」および「PR動画撮影マ

ニュアル」をよくお読みください。

2. PR写真やPR動画を撮影して、ファイル保存します。

撮影はお手持ちのスマートフォン等で簡単に行ってい

ただけます。

3. 「本登録フォーム」内の、「集合写真」「その他写

真」「PR動画」の右の「ファイルを選択」をクリッ

クし、2.の画像・動画データをそれぞれアップロード

してください。

4. すべてアップロードしたら、「次へ」をクリックして

ください。

ご注意

集合写真は必ず、本店の場合には代表者様、支店の場合

には支店代表者様が写っているものをご用意ください。

2. 本登録
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任意



3. オープン！

出店開始

1. 弊社からの「出店開始のご案内メール」をお読みくだ

さい。

2. 下記のURLにアクセスし、管理画面にログインしてく

ださい。

http://ko-jiyasan.com/admin/
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これで出店完了です！

ショップページが公開されて、ユー

ザー様から見積り依頼が届くようにな

ります。

無料化記念キャンペーン！

今なら、「本登録のご案内」

メール受信後7営業日以内に本

登録を完了したショップ様には、

通常9,800円/月の「注目の

ショップ」オプションを1か月

間無料で付与させていただきま

す！

ここに入力

http://ko-jiyasan.com/admin/


工事屋さん.comのシステム

ショップ管理

ショップ情報を編集できます。

商品管理

商品ごとのコミコミ価格を登録できます。

見積り依頼管理

見積り依頼の確認から工事完了報告までの一連の

管理ができます。

施工事例管理

施工事例を登録できます。

ユーザー様とのやりとりと店舗運営に必要な仕組みをご用意しています。すべてのショップ様が無料でご利用いただけます。

管理画面の概要

ショップ様にご提供しているシステムは「管理画面」と言います。

管理画面では、主に以下のことが行えます。
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見積り依頼受付からサービス提供までの流れ

ユーザー様から見積り依頼が入ってから施工が完了するまでの流れをご説明します。

1. 見積り依頼受付

工事屋さん.comを閲覧したユーザー様から、ショップ様に見積り依頼が届きます。

2. ファーストメール送信

管理画面では、ユーザー様に向けて見積り依頼への返信メール（ファーストメール）が送信できます。

この時点でユーザー様の詳細な住所・メールアドレス・電話番号などが確認できるようになります。
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うちに給湯器XX-XXを取り付け
たいのですが、いくらでできま
すか？

よし！
給湯器の見積り依頼が来た！

工事屋さん.com経由でショップ
からメールが来た！
詳しく相談してみよう！

コミコミで59,800円でできます。
ぜひ一度下見させてください！

ユーザー様 ショップ様

ユーザー様 ショップ様



見積り依頼受付からサービス提供までの流れ

ユーザー様から見積り依頼が入ってから施工が完了するまでの流れをご説明します。

3. 商談

ファーストメール以降はユーザー様と直接やりとりしていただきます。現地調査や施工についての打ち合わせを行います。

4. 現地調査・施工

現地調査・施工を行います。施工完了後は管理画面にて工事内容を登録していただきます。
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頼りになりそうだから、 この
ショップにお願いするわ。7月
15日に工事をお願いします。

7月15日に伺います。2時間くら
いで完了します。
当日はよろしくお願いします！

今日はありがとうございまし
た！
料金をお支払いします。

ありがとうございました！
アフターフォローもしっかりと
行いますので、何かございまし
たらお気軽にご連絡ください。

ユーザー様 ショップ様

ユーザー様 ショップ様



よくあるご質問

Q. 店舗が大都市圏以外に所在しているのですが、出店することはできます

か？

A. 日本全国のショップ様の登録を受け付けております。このたびの初回登録

料・基本料無料化に伴い、ショップ網を全国へ拡大していきたいと考えて

おりますので、所在地にかかわらず、全てのショップ様を大歓迎いたしま

す。

Q. 工事屋さん.comと他のショップ紹介サイトとの違いは？

A. 他のショップ紹介サイトがショップ様の簡単な紹介程度しか掲載していな

いのに対して、工事屋さん.comでは、商品別に各ショップ様のコミコミ価

格等の一覧表に加えて、各ショップ様の詳細情報（工事内容、資格・認

定、保険、PR動画など）が確認できるページを設けるなど、ユーザー様が

安心して見積り依頼をできるように工夫を凝らしています。

Q. ホームページに関しての知識がありませんが、出店できるでしょうか?

A. ご安心ください。工事屋さん.comで用意する専用管理ツールを使えば、

「コミコミ価格」、「施工事例」などの登録が誰にでも簡単にできます。

また、「コミコミ価格」の設定、自社のアピールの仕方、あるいは、顧客

との直接契約などに不安のある方もご安心ください。ご希望に応じて弊社

の取っておきのノウハウを伝授いたします。

Q. 出店に必要なものは何ですか?

A. パソコンと、インターネットに接続できる環境があれば出店できます。ま

た、出店審査にあたって各種書類が必要となります。詳しくはP14をご覧

ください。

Q. 申し込みから出店までどれぐらいの時間がかかりますか?

A. お申し込みから出店開始まで、通常、4日から2週間程度です。

Q. 現在「工事屋さん.com」に取り扱いがない商品の情報を掲載したい場合は

どうすればいいでしょうか?

A. 出店後に商品登録依頼を受け付けております。ご相談ください。

Q. 価格登録が可能な商品の上限数を教えてください

A. 上限数はございません。

Q. 契約期間などはありますか？

A. ございません。解約をご希望の際はお申し出ください。

Q. 法人でない、個人事業主（一人親方）でも出店することはできますか?

A. 工事屋さん.com には、法人会社のみならず、これから事業を立ち上げる

方や独立を目指す方、現在一人親方として働いている方など、どなたでも

出店していただくことが可能です。

Q. 料金の支払いはどのように行いますか？

A. ご利用料金につきましては、毎月月末締めで翌月23日（金融機関が休みの

場合は翌営業日）にショップ様のご指定口座からお引き落とし致します。

Q. 本当にロイヤルティ以外の料金が発生することはないのですか？

A. 基本的に発生しませんので、ご安心ください。詳しくは、出店手続きの際

にお渡しする出店規約をご確認ください。

出店検討中の方からよくいただくご質問にお答えします。
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工事屋さん.com 無料出店ガイドブック

発行日 : 2018年4月2日

発行者 : 株式会社スマイル

※掲載内容の無断転載を禁じます。

工事屋さん.com

http://ko-jiyasan.com/

出店はこちらから

http://ko-jiyasan.com/user_data/pr_to_constructers.php

新規出店のお問い合わせ

ご質問やご不明点は、お気軽にお問い合わせください。

（受付時間 : 平日 8:00-12:00, 13:00-17:00）

075-748-1785 info@ko-jiyasan.com
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