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～ 家 仲 間 コ ム の 使 い 方 ～

�、家仲間コムへの仮登録

2、業種と営業エリアの登録

3、広告ホームページの公開

4、家仲間コムへの本登録

5、施工事例公開

6、紹介サービス
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■家仲間コムへの仮登録

1、メールアドレスの登録

�、メールアドレスを入力
2、OK ボタンをクリック

2、パスワードの設定

�、任意のパスワードを入力（2 回）
2、OK ボタンをクリック

最初に登録したメールアドレスに
確認メールが配信されました。

3、確認メールの配信

4、確認メールの受信

https://www.ienakama.com/d/signup/仮登録ページ：
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�、確認メールを受信
2、メールに記載されているアドレスをクリック



5、パスワードの入力

�、先ほど設定したパスワードを入力
2、OK ボタンをクリック

6、業者名の入力

�、業者名（社名や屋号）を入力
2、OK ボタンをクリック

7、サービスの利用開始

�、サービスを利用するをクリック

8、ログイン

�、登録したメールアドレスを入力
2、設定したパスワードを入力
3、ログインボタンをクリック
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9、仮登録完了

家仲間コムへの仮登録が
完了しました。

仮登録中はお試し期間として、無料で家仲間コムをご利用いただけます。
仮登録期間中は、一部サービスで利用制限がございます。

仮登録後、30 日以内に本登録することで、家仲間コムの全サービスがご利用可能となります。
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1、業種カテゴリの表示

■業種と営業エリアの登録
https://www.ienakama.com/d/profile/プロフィールページ：

2、登録するカテゴリの選択

�、業種登録をクリック

�、カテゴリ一覧が表示される
2、登録するカテゴリにチェック
   （複数にチェック可能です）

3、営業エリアの表示

�、営業エリア登録をクリック

4、登録する営業エリアの選択（都道府県全域の場合）

�、都道府県一覧が表示される
2、登録する都道府県の「全域」にチェック
   （都道府県の全域を営業エリアにする場合）
   （複数にチェック可能です）
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5、登録する都道府県をクリック（市区郡を登録する場合）

�、都道府県名をクリック

6、市区郡の表示

�、市区郡一覧が表示される
2、登録する市区郡にチェック
   （複数にチェック可能です）

業種と営業エリアの登録が完了しました。

登録した業種と営業エリアにあわせて、業者さん検索に御社が掲載されます。
（業者さん検索への掲載には、広告ホームページの公開が必要となります。）
お客さま紹介サービスでは、登録した業種と営業エリアにマッチするお客さまの書き込みがあった
場合、ご登録のメールアドレスに紹介メールが配信されます。
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■広告ホームページの公開
https://www.ienakama.com/d/profile/プロフィールページ：

1、IDの設定

�、ID 欄の右側をクリック

1--1、IDの入力

�、入力フィールドが表示される
2、任意の ID を入力
3、入力フィールド外側をクリック

1--2、ID変更の確認

�、OK をクリック

ID は任意の半角英数と "_"( アンダーバー）で 3 ～ 16 文字で自由に設定できます。
設定した ID は、家仲間コムで公開できる御社の広告ホームページのアドレスの一部となります。
広告ホームページアドレスは、 http://d.ienakama.com/ ○○○ /  となります。
○○○の部分が設定する ID です。
ID を「ieie」とした場合、専用ホームページアドレスは「http://d.ienakama.com/ieie/」となります。
ID は、御社名のローマ字表記などがお勧めです。

入力する項目の右側をクリックすると、文字を入力できるフィールドが表示されます。
ここでは、まず「 ID 」を入力するので、「 ID 」欄の右側をクリックします。
表示された入力フィールドに文字を入力します。文字の入力が終わったら、入力フィールドの外をクリックす
ると確定できます。

� ページ



2、タイトルの設定

�、タイトル欄の右側をクリック
2、タイトルを入力

タイトルには「 御社名 」「 営業エリアの都道府県 」「 事業内容 」を入力します。
難しい場合は「 業者名 」を入力します。タイトルの文字数は、35 文字以内にします。
例 1）：「家仲間工務店は東京都と神奈川県でリフォームを承ります 」
例 2）：「 家仲間工務店 」

3、業者PR文の入力

�、業者 PR 文欄の右側をクリック
2、御社の PR を入力

4、お問い合わせ案内文の入力

�、お問い合わせ案内文欄の右側をクリック
2、お問い合わせ案内文を入力

業者 PR 文には、御社のアピール内容を入力します。
お客様は必ずこの文章を読まれます。　できるだけ詳しく入力して、お客様へ御社をアピールしてください。
御社が　「どの地域」　で　「どんな内容のお仕事」　をして、「強みは何か」　を入力しましょう。

お問い合わせ案内文は、広告ホームページのお問い合わせフォームに表示されます。

【お問い合わせ案内文入力例】
お気軽にお問い合わせください。下記内容を差し支えのない範囲内で、ご記入ください。
・お名前　　・ご住所　　・お電話番号　　・お問い合わせ内容
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5、業者情報各項目の入力

�、各項目欄の右側をクリック
2、各内容を入力

業者情報の各項目を入力します。（※マークが付いている項目は必須入力です）
必要の無い項目は未記入にしておくと、広告ホームページには表示されません。
できるだけ詳しく、御社情報を入力してください。

6、広告ホームページの公開

�、公開するボタンをクリック

7、広告ホームページの確認

�、表示されたホームページアドレスをクリック

8、広告ホームページの表示
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■家仲間コムへの本登録
https://www.ienakama.com/d/profile/プロフィールページ：

�、家仲間コム本登録手続きをクリック

1、本登録ページの表示

2、本登録ページ

家仲間コムの利用料のお支払いは、「クレジットカード」か「銀行口座振替」をお選びいただけます。
■クレジットカード
利用できるクレジットカードは、「VISA」「Master」「JCB」「AMEX」です。
本登録後、すぐに全サービスが開通されます。
■銀行口座振替
銀行や信用金庫など全国の金融機関のほぼ全部を網羅する約 1,300 の金融機関をご利用いただけます。
口座振替依頼書が家仲間コムに到着後、本登録が完了して全サービスが開通されます。

■３、クレジットカードで登録する場合

カ
ー
ド
情
報
を
入
力

3-1、クレジットカード情報の入力

�、
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3-2、クレジットカード決済で登録

�、クレジットカード決済で登録をクリック

3-3、本登録完了

�、本登録完了

■４、銀行口座振替で登録する場合
4-1、口座振替依頼書作成ページ表示

�、口座振替依頼書作成をクリック

4-2、口座振替依頼書に入力

業
者
・
口
座
情
報
を
入
力
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4-3、確認画面を表示

�、確認画面へをクリック

4-4、口座振替依頼書の作成

�、依頼書を作成するをクリック

4-5、口座振替依頼書の表示

�、口座振替依頼書（PDF ファイル）の表示をクリック

4-6、口座振替依頼書の印刷

�、表示された口座振替依頼書を印刷

口座振替依頼書を印刷して銀行お届け印を押印後、指定の住所に郵送してください。
口座振替依頼書が家仲間コムに到着次第、本登録が完了して家仲間コムの全サービスが利用可能となります。
本登録完了後、家仲間コムよりサービス開通のご連絡メールを送信します。
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■施工事例公開（本登録後にご利用いただけます）

https://www.ienakama.com/d/jirei/施工事例公開ページ：

画面左は公開時のプレビューページとなります。
画面左を確認しながら施工事例を作成しましょう。

1、施工事例作成画面

2、基本情報の入力

�、基本情報の各項目を入力
2、保存して次へをクリック

3、施工画像の掲載

掲載する画像の施工段階を「施工前」「施工中」
「施工後」の中から選択します。

ボタンをクリックして、掲載する画像を選択
します。

掲載する画像の説明や感想を入力します。
必須ではありませんが、少しでも入力しましょう！

�3 ページ



3-1、施工画像の保存

�、画像の段階を設定
2、画像を選択
3、説明や感想を入力
4、保存するボタンをクリック

3-2、施工画像の追加

【削除する】
掲載した画像を削除する時にクリック

【保存する】
画像や文章を変更した時にクリック

【新規画像を掲載】
新しい施工画像を掲載する時にクリック

3-3、施工画像の削除・修正
掲載した画像の修正や削除を行う場合は、「施工画
像リスト」中に表示されている対象の画像をクリッ
クして選択します。
その後、上の画面で修正や削除を行います。

｢新規画像を掲載｣ をクリックして
施工中や施工後の画像をさらに
追加して掲載できます。

削除する場合は
「削除する」を、
修正する場合は
修正後「保存する」
ボタンをクリック

�、修正する対象の画像をクリック

2、
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3-4、施工画像掲載の完了

次へをクリック

4、作成した施工事例の確認

画面左の「公開プレビュー」で
掲載内容に間違えがないか確認

5、施工事例の修正

基本情報や施工画像を修正する
場合は、ここをクリックすると
それぞれのページへ移動します

6、タイトルの入力

タイトルを入力

タイトルはヤフーやグーグルなどの検索エンジンの検索結果に大きな影響があります。
施工事例に関係するキーワードを含めながら、最大 30 文字以内でつけましょう。

【悪い例 1】洋室リフォーム（短すぎる）　　【悪い例 2】リフォームはお任せください（施工事例と関係ない）
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7、カテゴリーの設定

施工事例にあてはまる
カテゴリーにチェック

8、施工事例の公開

公開するボタンをクリック

【ご注意】
公開するボタンをクリックした時点で、一般公開されます。公開後、内容の修正できませんのでご注意ください。
画面左の公開用プレビューで、内容をよく確認してから公開してください。

公開された施工事例ページ 広告ホームページにも掲載
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■紹介サービス（本登録後にご利用いただけます）

1、紹介メール受信

依頼カード URL をクリック

2、家仲間コムへログイン（ログイン済みの場合は表示されません）

3、依頼カードへアクセス

4、お客さまへ返信

登録メールアドレス、パスワードを
入力してログインボタンをクリック

依
頼
内
容
を
確
認

このお客さまへ返信するをクリック

登録した業種と営業エリアにマッチするお客さまからの書き込みがあった場合、家仲間コムから各業者さまへ
紹介メールを配信します。
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5、返信内容の入力

�、返信内容を入力

2、確認画面へをクリック

6、返信内容の送信

送信するをクリック

7、お客さまへ送信完了

依頼カードに返信内容が掲載
されるのと同時に､ お客さまへ
メールを配信してお知らせします

8、返信メール受信（お客さまから返信があった場合）

依頼カード URL をクリック

お客さまから返信があった場合、業者さまへメールでお知らせします。
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9、返信内容の確認

お客さまに返信する場合は
返信するをクリック

依頼カード上から、お客さまと何度でもやり取りできます。
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インターネット集客は、まずは御社のことをお客さまに知ってもら
うことから始まります。

家仲間コムの各種サービスを活用して、御社のインターネット露出
度を向上して、多くのお客さまに御社をアピールしましょう！


