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ミニフォトブックプリントサイト企画提案書

『ちびパラ』

サイト名：「ちびパラ」　　　株）クロスワン・デジカメプリント事業部　

株式会社クロスワン

東京都豊島区高松2-47-5　

TEL:03-5986-1118　　FAX:03-5986-1130
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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』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、ノベルテイー用：Ｂ-③100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）予定です。

使用方法は、http://edpe.9981.ne.jp/wis/mb_index.html　（モバフォト携帯使用法）を参考にしてください。
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組み立て手順

「G」の部分を切り取り
谷折りにしてシール面の

片側同士を貼り付けます

「G1」から「G9」までを
貼り付けた状態

「A」の部分を切り取り
裏返しに置きます。

「C」と「B」を切り取り
「B」を右側、「C」を左側にして
裏返した「A」に貼り付けます。

「G1」から「G9」までを
貼り付けた状態の物と

貼り合せます。

完成です。

「E」の部分はシール部分
を貼り付けて両面プリント

にしストラップに入れます。
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[一般]注文方法 テンプレート注文①

「ちびパラ」サイト上から「ミニアルバム作成」をクリックします。

テンプレート一覧から、お好みのテンプレートを

選択します。

「このデザインでちびパラアルバム・テンプレートを作る」

をクリックします。
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[一般] 注文方法 テンプレート注文②

ちびパラアルバムには15画像必要なため
画像を15枚アップロードします。

10画像のアップロードが終了すると下記の画面が出ます。
続けてアップロードし、終了した時点で

「プリントの内容を確認・注文」のリンクを押します。

手順１：ファイル１～１０の空欄右にある、
「参照」ボタンをクリック。

　「A」にて画像の場所を選び、「B」にて
画像選択、「C」の開くを押します。

手順２：「画像をプリントに追加する」を
クリックし、画像の転送を開始する。
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[一般] 注文方法 テンプレート注文③

「プリントの内容を確認・注文」を押して

「プリントの内容」を確認してください。

「ちびパラミニアルバム作成サービス」ボタンをクリック。

選択したテンプレートとアップロードした画像が表示されます。

使用する15画像にチェックを入れて
「ちびパラミニアルバム作成」ボタンをクリック。
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[一般] 注文方法 テンプレート注文④

ここでは、画像の微調整を行います。左上部分は、テンプレート全体です。

左下部分は編集項目です。右部分は、編集する部分(画像・文章)の選択、
並べ替え、「デザイン確認」になります。
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[一般] 注文方法 テンプレート注文⑤

画像の順序変更

右の画像が縦に並んでいる部分で、「一つ上へ」を押しますと

画像の順番が入れ替わります。
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[一般] 注文方法 テンプレート注文⑥

画像の位置、大きさ、回転

右の画像が縦に並んでいる部分で、編集したい画像を選択

します、左下部分の「現在編集中の画像」が替わります。

画像位置の数値を選択し、左右上下に移動することが可能です。

画像の大きさ、回転等をお好みによって使い分けます。
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[一般] 注文方法 テンプレート注文⑦

文章の編集

右の画像が縦に並んでいる部分の下部に

「文章1」 「文章2」 「文章3」があります。編集したい文章部分を
クリックします。

左下部分が文章編集画面に切り替わりますので

文章を入力し、大きさ・書体を選択し

「文章スペースを確定(訂正)する」を押します。
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[一般] 注文方法 テンプレート注文⑧

編集終了

全ての画像、文章の編集が終わりましたら

右部分の一番下にあります「デザインを確認」をクリックします。

デザイン確認画面が表示されます。

Sampleの透かし文字が入っていますが、大きな画像で確認できます。
（実際のプリントにはSampleの透かし文字は入りません。）

画像に問題が無ければ、「必要な枚数」を入力して

「この仕上がりでプリントに追加する」ボタンをクリックします。

修正したい箇所があった場合は「戻って修正」をクリックしてください。



21

[一般] 注文方法 テンプレート注文⑨

「プリントの内容」画面では、編集の終了した

ちびパラミニアルバムの画像と一緒に、使用した画像が表示されます。

編集が終了した段階で、すでに画像は必要がありませんので

枚数部分を「0」にして、「枚数変更を確定する」を押して
注文しない画像を削除します。

このまま、画像を残しておきますと

ちびパラ写真のカードサイズプリントでご注文することが可能です。

編集終了が終了しますと

右の画面が表示されます。

「プリントの内容」へ移動して、ご注文を進めます。
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[一般] 注文方法 テンプレート注文⑩

「プリントの内容」にて、画像や枚数等を確認ください。

ご注文内容に間違いがなければ、「プリントを注文する」を押して

お客様情報入力画面へ進みます。
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[一般] 注文方法 PSD注文

Adobe Photo Shop で編集することのできるPSDファイルを

ちびパラサイト内から無料でダウンロードすることができます。

背景等のレイヤーが予め用意されているので

画像を挿入し、作成することが可能です。

Adobe Photo Shop を使用したことが無い方のために

サイト上にて使用方法を解説しています。
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[一般] 注文方法 PSD注文①

Adobe Photo Shopを開きます。

開いたときに ツール、レイヤーのウィンドウが

開いていることを確認してください。

ヒストリーも開いておくと便利です。

開いていない場合は、ウィンドウタブでツール、

ヒストリー、レイヤーにチェックを入れてください。

当社からダウンロードしたpsdファイルを開きます。

レイヤーのウィンドウに「バック」「背景白抜き」

「文章１」「文章２」「文章３」というレイヤーが

表示されます。
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[一般] 注文方法 PSD注文②

挿入したい画像を開きます。

ツールのウィンドウで「移動ツール」を選択して

開いた画像を当社からダウンロードした

psdファイルへドラッグしてください。
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[一般] 注文方法 PSD注文③

レイヤーのウィンドウに

「レイヤー１」が追加されます。

レイヤーのウィンドウにて

「レイヤー１」を「背景白抜き」の下へ

ドラッグしてください。

挿入した画像「レイヤー１」が「背景白抜き」の

背面に移動します。
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[一般] 注文方法 PSD注文④

当社からダウンロードしたpsdファイル内で
「移動ツール」のまま、挿入した画像を

好きな位置へドラッグして移動させます。

挿入した画像が空白部分より大きすぎたりした場合、

挿入前に画像の大きさを変更します。

イメージタブから、「画像解像度」を選択し

画像のpixel数を変更して、丁度いい大きさに
変更してください。
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[一般] 注文方法 PSD注文⑤

当社からダウンロードしたpsdファイル内で
「移動ツール」のまま、挿入した画像を

好きな位置へドラッグして移動させます。

選択後、右クリックして「選択範囲を反転」します。

レイヤーのウィンドウで編集したいレイヤーを

選択し編集タブから「消去」を選びますと、

画像の余分な部分が削除されます。

この時、削除したいレイヤーを選択しておかないと

別の画像が削除されてしまいます。

同じ作業を繰り返して、すべての空白を

画像で埋めてください。
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[一般] 注文方法 PSD注文⑤

挿入したレイヤーを削除したい場合は

レイヤーウィンドウにて削除したいレイヤーを

ごみ箱にドラッグするか、

右クリックで「レイヤーを削除」を選択します。

ヒストリーウィンドウでは、作業過程を記録しているので、

作業を戻すことができます。
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[一般] 注文方法 PSD注文⑥

文章の編集

レイヤーウィンドウにて「文章１」を選択します。

ツールウィンドウにて「横書き文字ツール」を選択します。

psdファイルにて、文章１の部分にカーソルを合わせます。
好きな文章を入れてください。

フォントの種類や大きさを変更します。

「A」でフォントの種類、「B」でフォントの大きさ、「C」で右寄せ・中央寄せ・左寄せを選択、
「D」でフォントの色を変更することができます。
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[一般] 注文方法 PSD注文⑦

全ての編集が終わりましたら、 ファイルタブから「別名で保存」を選択します。

ファイル名を入れて、ファイル形式の部分で「JPEG」を選んで保存してください。

保存したJPEGファイルを「ちびパラ（オリジナル）」のテンプレートにて
ご注文ください。

ご注文方法は「注文方法 テンプレート注文」を参照。

移動や拡大等の編集は必要ありません。
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[一般] 注文方法 共通-お客様情報入力
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[一般] 注文方法 共通-確認
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[会員]注文方法－携帯編　①会員登録－1

新規登録
メールアドレスを入力し
メールを受信する

メールアドレスとパスワード
を入力してログイン。ログイ
ン後「画像5」画面に移行
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[会員]注文方法－携帯編　①会員登録－2

ちびパラ登録確認
下記URLにアクセスしてくだ
さい。

http://chibi.9981.ne.jp/wis/m_
regist.php?mode=regist&sid=
***************************
******

このメールに心覚えの無い方
は shop@e-dpe.netまでご連絡
下さい。

ちびパラ
http://chibi.9981.ne.jp/wis/

登録完了しました。

ログイン用アドレス
http://chibi.9981.ne.jp/wis/mo
bile.php?mode=login&email=
***************************
******

ちびパラ
http://chibi.ne,jp/wis/

メール受信
件名：登録確認

メール受信
件名：登録完了必須事項を入力し送

信を押し、登録をす
る
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[会員]注文方法－携帯編　②フォルダ作成－1

フォルダ毎の公開設定
こちらで公開・非公開を設定した
だけでは、公開が有効にはならな
い。
「個人情報設定」のアルバム公開
「公開する」項目にて公開を許可
することにより、フォルダ毎の公
開設定がすべて有効になる。

「友達公開」をする場合は、「個
人情報設定」にて「共有パスワー
ド」の設定を行い、見せたい方に
パスワード知らせる。

登録した画像を入
れるフォルダを予
め作成する。

フォルダ名や説明文を入
力。ディレクトリ名はフ
ォルダに英数字の名前を
つける。
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[会員]注文方法－携帯編　③写真登録－1

メール送信
宛先：dpe@9981.ne.jp

送信

 

登録する写真をメール添付にて送信する。
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[会員]注文方法－携帯編　③写真登録－2

メール受信
件名：確認

画像がＵＰされました。

フォルダーに移動してよろし
いですか？
宜しければ、リンクをクリッ
クしてください。
http://chibi.9981.ne.jp/wis/m_
up.php?mode=login&st=ODE
0QC9kYXRhLzk5ODEvbWFp
bF90bXAvOTY2MjAyNTc5N
Dc5ODY4MmU5ODViMzMu
MTgxNDUyNzY=

「ちびパラ」管理画面
TOPを選択する。

「画像編集」選択。
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[会員]注文方法－携帯編　③写真登録－3

登録された画像をトップ以外のフォル
ダへ移動。

登録した画像を選択。



40

[会員]注文方法－携帯編　④注文－1

写真プリントす
るを選択

画像が入っているフ
ォルダを選択

画像の横のチェックボックスにチェックを入れ、
プリントしたい画像を選択。
プリントへ追加を押す。
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[会員]注文方法－携帯編　④注文－2

注文内容画面にて
背景、枚数等を選択し、「背景、枚数変更」
ボタンを押し、確定させる。

名刺アルバム購入希望の場合は、名刺アルバ
ムにチェックを入れ「商品を追加する」を押
す。

プリント内容、合計枚数を確認し、「プリン
トを注文する」を押す。
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[会員]注文方法－携帯編　④注文－3

お客様情報を入力、または確認
する。（会員登録の際に住所等
を登録している方は自動入力に
なっている。）
支払方法等を選択し、「確認す
る」を押す。
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[会員]注文方法－携帯編　④注文－4

お客様情報・注文内容
・支払方法を確認し、
「注文する」を押す。
訂正する場合は「戻っ
て修正する」を押し、
「画像15」へ戻る

注文完了
確認メールを受信する
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[会員]注文方法－携帯編　⑤個人情報設定－1

アルバム公開「公開する」項目
にて公開を許可することにより
、フォルダ毎の公開設定がすべ
て有効になる。
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[会員]注文方法－携帯編　⑤個人情報設定－2

「公開する」にチェックを入れて「変
更する」ボタンを押した場合「公開意
思確認」のページが表示されます。
注意事項に同意できる方のみ、公開。

公開を許可することにより、フォルダ
毎 の 公 開 設 定 が 有 効 に な る 。
「友達公開」をする場合は、「共有パ
スワード」の設定を行い、見せたい方
にパスワードを知らせる。
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[会員]注文方法－携帯編　⑥フォルダ編集－1

編集したいフォルダを選択 編集をクリック

フォルダ名・説明・ディレク
トリ名を編集。フォルダの公
開設定、位置を変更

フォルダ毎の公開設定
こちらで公開・非公開を設定した
だけでは、公開が有効にはならな
い 。
「個人情報設定」のアルバム公開
「公開する」項目にて公開を許可
することにより、フォルダ毎の公
開設定がすべて有効になる。
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[会員]注文方法－携帯編　⑦画像編集－1

編集したい画像
をクリック

タイトル・説明
を編集

移動先のフォルダを
選択

削除するか
再度確認する
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[会員]注文方法－携帯編　⑧公開確認(公開)－1

公開しているモバフォトアル
バム内が表示される。 公開を
許可しているフォルダが

↑の状態で表示され、フォル
ダを選択し観覧が可能。

「お友達紹介メール」にて、
アルバムのURLをメールにて送
信することができる。



49

[会員]注文方法－携帯編　⑨公開確認(友達公開)－1

友達公開しているモバフォト
アルバム内が表示される。
友達公開を許可しているフォ
ルダが

↑の状態で表示され、 お友達
パスワード極秘の下部分に共
有パスワードを入力すると

↑の状態になり、観覧が可能

「お友達紹介メール」にて、
アルバムのURLをメールにて送
信することができる。
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[会員]注文方法－携帯編　テンプレート注文①

携帯電話からの注文の場合、画像は12個限定

「Ｅ２」「Ｅ３」のストラップ部分は
「Ｇ１」「Ｇ２」と同じ画像が合成されます。

合成の際、 「Ｇ１」「Ｇ２」に指定した画像が
右に90度回転した状態で、 「Ｅ２」「Ｅ３」の
ストラップ部分に合成されます。

テンプレート注文を始める前に、写真画像を12枚登録してください。
写真登録方法は「[会員]注文方法－携帯編　③写真登録－1 」
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[会員]注文方法－携帯編　 テンプレート注文②

「miniフォトブック」を選択
フォトブックに使用する画像が
入っているフォルダを選択

画像が何枚必要かを表示

画像を
選択します。
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[会員]注文方法－携帯編　 テンプレート注文③
画像が何枚必要かを表示

画像が不足している場合は
再度、画像が入っている
フォルダを選択し
画像を選ぶ。

12画像選択すると
「確認・作成」のリンクが
表示されます。
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[会員]注文方法－携帯編　 テンプレート注文④

「前に移動」をクリックし
画像の順番を変更します。

変更が完了したら
3種類からテンプレートを
選択します。
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[会員]注文方法－携帯編　 テンプレート注文⑤

作成したテンプレートを
確認します。
宜しければ「作成&保存す
る」を押して下さい。
修正する場合は「戻る」

保存したテンプレートは
「作成済みminiフォトブッ
ク」というフォルダに
最大6個まで保存できます。
プリントする場合は
チェックを入れてから
「プリントに追加」をクリ
ックします。
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[会員]注文方法－携帯編　 テンプレート注文⑥

プリントの内容に
作成したテンプレートが
追加されました。

「プリントを注文する」をクリックして
「[会員]注文方法－携帯編　④注文－3 」の
お客様情報入力画面に進みます。


