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1.サービスのながれ 

ネット申込から最短10日で【常連さんカード】（登録に必須な情報）が届きます。情報を届けたい 

常連さんを選んで、直接手渡して下さい。カードが届いた時点から、メールは配信できます。 

最初2ヶ月*は月次費用無料ですので、「常連さん」を増やし、どんどん情報発信しましょう！ 

申込はネットだし、 
最短10日でスタートだね 

1）ネットから 
オーナーさん 
登録 

2）スタートセット 
到着 

3）常連さんカード 
配布 

4）常連さん 
登録 

5）メール 
配信 

メール 
配信 

常連さんカード×500枚の 
製作費を含む、初期費用として
10,000円の振込 

最短10日 スタートセット到着月を含む2ヶ月*は、月次利用料が無料 

私は常連さん登録する 
だけでしょ。こりゃ簡単
だわ！ ＊特定のキャンペーン等で無料期間が異なる場合があります 
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2.まずスマホ画面に便利な導線を作ろう（iPhone版） 

スマートフォンでは、デスクトップ（ホーム画面）にサイトへ直結する導線を作ることが可能です。 

オーナーさんが日常使いするには、とても便利ですから、まずこの操作を行いましょう！ 

※ブックマークでもOKです。iPhone以外でもトライしてみましょう 

1.画面下部の　　　を押す 2.出た画面の　　　を押す 3.画面右上の　　　を押す 4.アイコンが出てきます！ 
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3.オーナーさん登録をしよう 

それではまず、オーナーさんになりましょう！スマホで簡単に登録できます。住所はカードの郵送、 

電話番号はお問合せ、メールアドレスは請求書の送付等、どれもとても重要な情報ですので、都度 

更新してください。一度登録しても、後で「オーナーさん登録内容調整」から変更可能です 

□ お店/団体名（メルマガに載ります） 
•  必ず1行目から入力してください 
•  16文字以上は2行目に入力を 
•  デザイン的に2行目を使ってもOKです 

□ 住所/電話/メールアドレス 
【住所】カードの郵送のみに使います 
【電話】メルマガに記載されます 
【メアド】請求書等の発送に使います 
※メアドの送受信設定にご注意下さい 

□ 利用規約 
•  必ず内容ご確認ください 
•  「利用規約に同意する」
チェックを入れ「内容を確認
する」ボタンを押して下さい 

トップページ 
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　初期費用として10,000円を振込んで下さい 
　【振込先】 
　　みずほ銀行　 
　　外苑前支店(319)　普通預金1717693    
    株式会社トイズム 
 
 

　・お振込確認後【常連さんカード】を印刷します 
　・お振込手数料はご負担願います 
　※ネット登録から10日以内にお振込のない場合は、 
　　ネット登録情報を自動的に削除します 

4.ネット登録完了後 サービス開始まで 

ネット登録完了後、初期費用として10,000円をお振込願います。お振込確認後、各オーナーさん毎の 

【常連さんカード】を作成し、最短10日でお届けします 

【常連さんカード】がなければ始まら
ないんですね。初期費用に印刷代は含
まれてるから面倒がなくていいですね 

1）ネットから 
オーナーさん 
登録 

2）スタートセット 
到着 

最短10日 

ネット登録が完了すると、 
事務局から今後の動きについて
メールが届きます。 

各店オリジナル 
常連さんカード×500枚を
作成し郵送します 
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5.【常連さんカード】からの登録方法 

【常連さんカード】を常連さんに配布し、常連さん登録をお願いしましょう。メールの設定次第で、
受信拒否や迷惑メールになり、メールが届かない場合があります。登録完了後、自動配信されるメー
ルが届かない場合は、各々の電話機/メール送受信サイト等の受信設定に十分ご注意ください 

1,2は空メールを送るだけ。 
3もアクセスコードを入力するだけだね
メール受信制限は、良く確認しよう。 
後はメールが届くのを待つだけだね～ ※QR読込み＞＞ブラウザで開く 

＞＞メール作成画面はこちらをクリックして 
ください。 

abcde@gmail.com	

常連さんカード 
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6.実際にメールを作って送ってみよう 

常連さんの登録が進めば、後はメールを配信するだけです。メールはスマホから5分で作り 

配信可能です（勿論PCからでも大丈夫です）。1日に何通でも送れますが、あんまり多いと迷惑に、、 

本当に伝えたい情報を、計画的に発信しましょう！ 

トップページ 

□ 題名は16文字/本文は200文字 
□ 写真はその場で撮影でも、 
　 ライブラリーからの選択でもOKです 
 　※動画の掲載はできません 
 

□ 配信設定は【タイマー式】と 
　【今直ぐ送信】から選べます 

確認して送信 

あいや～こりゃ簡単 

オーナーさん
メール作成・送信

新規メール作成・送信

(最大  200文字） 今すぐ送信

オーナーさん
メール送信履歴
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7.オーナーさんの月次お支払い 

毎月20日頃に、弊社より翌月分のご請求メールを配信します（ご登録のメールアドレス宛）。 

翌月1日に弊社で確認し、お振込のない場合は、一時的にサービスを停止させていただきますが、 

以後お振込を確認し次第、すぐに再開可能です 

いっけね！振込忘れてた。。 
でも振込終わったら、直ぐサービス再開できたワ 

毎月20日頃 
月次料金ご請求 
メール配信 

毎月1日にお振込 
最終確認 

サービスを一時停止 
＝メール配信不可 

メール 
配信 

メール 
配信 

お振込期間10日前後 

翌月分を事前に振込めば 
継続してサービスを受けられるね 

サービス 
再開 
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8.これで安心 退会方法について 

最後に気になるのは、退会の方法と、その時の「常連さん」登録の取り扱いだと思います。 

常連さん.comは、状況に応じ安心して退会できるルールになっています 

パターン 状況・対応 常連さんへのご連絡・情報 

オーナーさんの　　　
自主申請による　
退会 

オーナーさんの自主的な判断で退会申請する場合で
す。オーナーさんメニューの、【お問い合せ・FAQ】
＞＞最上段にある【お問い合わせはこちら】をク
リックし、メールにてご登録のオーナーさん名を明
記の上「自主退会希望」とご記入＋送信願います。 
該当アカウントのサービスは、過去の履歴含め、全
て削除致します 

ご登録の常連さんには、
オーナーさん退会の旨、
メールでご連絡の後、　　
情報を全て削除致します。 
事後復旧（サービス再開）
は出来ませんので、予めご
了承下さい 

お振込遅滞など 
の弊社判断による
退会 

月次お振込の遅滞（通常の月次料金）が発生し、
サービスの停止状況が3ヶ月続いた場合、以後継続す
るご意思がないものと判断し、4ヶ月目の1日に、
オーナーさん宛に退会メールの後、弊社判断による
退会とさせていただきます。 
該当アカウントのサービスは、過去の履歴含め、全
て削除致します 

※月の途中で退会される場合、既にお振込の月次費用の返金はできません 

いつでも止め
られるなら、
まずは試して
みるか♫ 
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常連さん.com 製作・運用会社TOIZMのご案内　 

常連さん.comは、株式会社トイズムが製作・運営しています 

トイズム社ついてご興味のある方は、下記よりご覧ください 

T  O  I  Z  M 
N E T  F O R  H A P P I N E S S	

株式会社トイズム　〒150−0001 東京都渋谷区神宮前1−1−8 

@	

HP	

070−1063−8000                   info@toizm.com 

http://www.toizm.com/ 

          T O I Z M	 検　索 


