
施工業者様の
ネット集客をサポート

施工の専門業者専用マッチングサイトならエリアベンダー

地域の専門業者

全国の各都道府県に各専門業種1社限定掲載

エリアベンダー



エリアベンダーは全国で信頼のある
専門施工会社のグループ作りを目指します！

パソコンやネットに
詳しく無いから
大丈夫かな

新規案件を紹介し
てくれる他の専門

企業が欲しい

専門外の仕事を
よく相談されるから
信頼できる紹介先

が欲しい

ライバル企業の掲載
が多いサイトだと自信

がない

お任せください！ネット集客のみで
現場を経験している当社『エリアベンダー』が
集客や紹介案件をサポート致します！



施工業者の皆さま
こんなお困りごとありませんか？

手間をかけずに
顧客開拓・集客

を実現したい

インターネットでの
集客方法が
わからない

今より
粗利益率・

営業利益率を
高めたい

独立開業したい
けど顧客や

仕入先が不安

得意先が減ってきた。
新規顧客や紹介案件を

開拓したい

お任せください！ネット集客のみで
現場を経験している当社『エリアベンダー』が
集客や紹介案件をサポート致します！
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専門業者専用 マッチングサイト

都道府県で各施工品目を
1社限定の出店制度

店舗・工場・法人・個人

お客様 専門業者

電気工事・看板工事・
水道工事・塗装工事・
配管工事・壁紙工事・
テント工事など

出店問合せ

●施工会社などの専門業者探し専門サイト『エリアベンダー』は
地域の施工業者様の集客効果を高め、地域での競合にならないよう、
エリアベンダーが選び抜いた信頼できる施工業者のみ掲載になります。
新規顧客の集客ができない、他店にお客様が乗り替わっているなどの悩みを解決するため、
自店施工事例登録や検索効果によって、施工業者さまの集客アップにご利用頂けます。
※どんな施工業者様でも登録可能なサイトでは御座いませんので予め御了承くださいませ。

都道府県で各施工品目の1社限定のため２社目の出店は不可
同一の都道府県内に同施工品目の２社目登録は不可
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問合せ～受注獲得の流れ

①お問合せ

お客様

④お見積り検討

⑤発注

専門業者（貴店）

②お問合せ対応

③調査・見積提出

⑥工事実施・決済

地域の専門業者
に工事を依頼した

い

〇〇県の施工は
お任せください！

①エリアベンダーを
通じてお客様より
お問い合わせが入ります。
（電話・メール）

②お客様からのお問合せに
直接ご対応いただく。

③現地調査後に直接
お客様にお見積りを提出

④お客様にて
お見積りを検討

⑤お客様から貴店へ
直接ご発注

⑥施工実施・決済などは
貴店様からお客様へ
直接の御請求

出店問合せ
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掲載施工品目カテゴリー

テント工事 ビニールカーテン クリーンブース

タイルマット 看板工事 塗装工事

電気工事 ガス工事 水道工事
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掲載施工品目カテゴリー

配管工事 壁紙工事 屋根工事

土木工事 足場工事 解体工事

飛沫対策 原状回復 産廃業者
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出店時・出店後のサポート
施工事例や企業情報など検索対策に適した入力方法やポイントなど

順次会員様にお知らせいたします。

出店時登録

出店後

企業情報を登録させて頂きます。
初回登録は当社にて企業情報などを
登録させていただきます。
また、ID／パスワードを発行していますの
で、指定の管理画面から企業ページを
ご編集などもいただけます。

順次、施工事例など自由にご登録いただけます。
登録方法などのマニュアルもご用意しております。

施工事例など順次アップしてください。

※やり方がわからない・登録している時間がない場合は別途オプションにて
代行もしております。

事例数が多いほど集客効果が向上。

同時にホームページ制作などでおこまりで
したら御相談下さいませ。
サーバーレンタル・ドメイン取得などの
代行なども承れます。



9

出店後の会員向けメニュー

インターネットを活用した「集客方法」・「検索エンジン対策」・
「WEBツール活用方法」などいつでもChatworkやZoom
またメールなどでもご相談を無料にてご回答いたします。
新規のHP制作や既存のHP編集などの相談もお気軽に
御相談くださいませ。

１．IT・WEBの無料相談

会員の専門業者様で専用のChatworkグループをご利用いただけ
ます。新製品やお役立ち情報を配信いたします。
人員などで困ったときなどの御相談もまた活用頂けるかと思います。

２．出展者専用Chatworkグループ

会員同士の交流会や情報交換など行える場を開催予定です。
勉強会終了後は皆様で懇親会を開催も目指します。
エリアベンダーは専門業者様の御協力で成長していくサイトです。

３．会員向け交流会や情報交換などの実施も目指します。

全国に競合のない専門業者のグループ作りを目指します。
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出店費用について

出店費用：1年（12か月）更新（更新期間は12か月単位となります）

初期費用（出店時）

3,000円（税抜）
初期開設登録費用

月額費用

次のページご参照
（県別に記載）

■分割請求書払い（選択：1か月分・３か月分・6か月分・12か月分など）
■分割カード決済（毎月：月額）（選択：３か月分・6か月分など）

初年度 お申し込み時の費用＝初期開設費用（一括）
残りの月額費用12か月分のお支払い（分割希望などは御相談下さいませ。）

基本月額費用のみとなります。 （分割希望などは御相談下さいませ。 ）
2年目の更新日前に御請求書を発行いたします。2年目以降

※ 原則、1つの施工品目に1県1社限定となります。
※ 営業所、支店の場合は住所・電話番号が必要となります。
※ 退会・解約は更新1ヶ月前にご連絡ください。
※ 解約後は契約満了をもってデータを削除いたします。（リンク、施工事例、企業情報など）
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月額費用について（都道府県別:1施工品目）

件名 月額費用(税抜）

北海道 5,000円
青森県 4,000円
岩手県 4,000円
宮城県 4,000円
秋田県 4,000円
山形県 4,000円
福島県 5,000円
茨城県 5,000円
栃木県 5,000円
群馬県 5,000円
埼玉県 5,000円
千葉県 5,000円
東京都 5,000円

神奈川県 5,000円
新潟県 5,000円
富山県 4,000円

件名 月額費用(税抜）

岡山県 5,000円
広島県 5,000円
山口県 4,000円
徳島県 3,000円
香川県 3,000円
愛媛県 3,000円
高知県 3,000円
福岡県 5,000円
佐賀県 3,000円
長崎県 3,000円
熊本県 3,000円
大分県 3,000円
宮崎県 3,000円

鹿児島県 3,000円
沖縄県 3,000円

件名 月額費用(税抜）

石川県 4,000円
福井県 3,000円
山梨県 3,000円
長野県 5,000円
静岡県 5,000円
愛知県 5,000円
三重県 5,000円
岐阜県 5,000円
滋賀県 4,000円
京都府 5,000円
大阪府 5,000円
兵庫県 5,000円
奈良県 4,000円

和歌山県 3,000円
鳥取県 3,000円
島根県 3,000円

■企業情報変更：１回 2,000円（月末締めの翌月請求）
■施工事例代行登録：1案件 1,800円（月末締めの翌月請求）

※施工写真と施工内容を頂戴いたします。
■同じエリアにて施工品目追加は上記価格の半額を追加となります。
■エリア別での追加は上記の価格が追加となります。

※オプション（代行・追加など）
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会員(出店)参加条件

■1都道府県につき1社様限定です。(会員同士による地域競合を回避するため）
退会された場合は、そのエリアにおいて新たに募集致します。

■ 「専門業者」様限定となります。（ご希望の施工品目がジャンルにない場合は随時追加）

■本店営業所以外の地域（他県）への営業所・支店住所でも出店は可能となります。
（他県での出店の場合、住所・電話番号がある事が前提となります）

■日頃、メールやチャットツールなどご利用されている方に限定いたします。
お勧めのメールソフト・チャットツールの使用方法などは当社からお教えいたします。

■出展企業様同士でも協力しあえるサイト構想のためコミュニケーションを大事にして頂きます。

■個人・法人は問いません（独立開業される方は住所、電話番号、屋号は必須となります）
独立の事前相談もお気軽にお問合せくださいませ。機密情報などはお守りいたします。

■初期登録時は、店舗情報やアピール情報などを頂きます。（当社にて入力）

■ホームページをお持ちの方は店舗紹介ページよりリンクを行います。

専門サイトからのリンクはホームページにも相乗効果がございます!

■積極的・定期的に施工事例を追加して頂ける様でお願い致します。（代行相談可）
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よくある質問

Q. ホームページがありませんが、会員になれますか？

A. ホームページがない専門の業者様でも出店は可能となっております。
出店掲載することによって掲載リンクが出来るため自社の宣伝も可能です。
またホームページを持っている専門業者様は、エリアベンダーの店舗詳細の
ページより貴店のサイトにリンクを貼れます。

Q. 独立して専門業者を開業したいけど、開業前でも相談はできますか？

A. 開業時は、顧客がなかなか見つからず、同業者の下請けが多くなりがちですが、
エリアベンダーへの出店により、開業から最短で集客を実現が可能です。
・ホームページ制作などに関するアドバイスや相談なども可能です。
・登録済みの企業様への相談なども可能です。

Q. 費用対効果は見込めますか？

A. “費用よりも利益を出すことができます。”とは100%お約束はできませんが、
「今以上」の効果がでて来ることはお約束いたします。
ホームページを持っていない方には更に集客力が目に見えて実感していただけます。
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会社紹介

当社は、専門工事から生まれたインターネット企業です。

社名 株式会社 川崎シート
業種 業務用・工業用テント・ビニールカーテン及び間仕切りシートの専門施工店

本店所在地 〒215-0018
神奈川県川崎市麻生区王禅寺東1-1-3-2

TEL 044-863-7801 FAX 044-863-7802

営業所 〒141-0031
東京都品川区西五反田2-9-7-407

TEL 0120-66-7801 FAX 03-6869-8740
メール info@area-vendor.com

事業内容
■工業用ビニールカーテン、間仕切りシート工事
■業務用ビニールカーテン工事
■シートブース/クリーンルーム工事 ■各種シート/テント工事
■各種シート製品の加工及び製作 ■各種鉄骨製作及び施工

【運営会社】

現在の専門業種のマーケットは、日増しにネット検索によるマッチング取引が増加し、
インターネット上のマーケットは新たな成長市場として定着されつつあります。

しかし、実際には多くの専門業者様が、ホームページでの集客に苦労されており、
一部の専門業者にお客様が圧倒的に集中してしまっています。

当社では「エリアベンダー」を通して、お客様がこれまでにない新規顧客からの問合せや取引によって
事業の安定基盤を作ることのお手伝いができればと思っております。
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