
プラスコムは、プラスチックの成形現場に的を絞ったインターネットとカタログによる通販ショップです！

まだ買置きしますか？「コンビニのように、必要なものを必要な時に必要なだけ…」

【プラスコム・商社会員プログラム】

会社概要
商　号：プラスコム株式会社
設　立：2006年5月17日
代表者：竹山　義幸（代表取締役）
主業務：プラスチック関連事業者様への
　　　　①「業界向け工具備品」「提案商品」の販売
　　　　②情報提供サービス

〒614-8165　京都府八幡市上奈良池ノ向６０－１
TEL：075-925-7615　FAX：075-925-7490
プラスコム株式会社

プラスチック成形現場のコンビニサイト

http://www.plascom.net/
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商社会員プログラムの申込み方法
費用等は不要です。「販売を業としていること」を確認、登録させて頂くことを趣旨としています。
①所定の「商社会員お申込書」にて、郵送によるお申込みをお願い致します。
②販売業であることが確認でき次第、「ログインＩＤ」「ログインパスワード（仮）」を発行（電子メールにて送信）させて
頂きます。
以後、この登録番号（ＩＤ）にてご紹介先様との関連付け及びバックマージンの管理を行います。
※）Webショップ上にてID変更ができるようになっていますが、識別が付かなくなりますのでおやめ下さい。
　 パスワード（仮）はそのままでもご利用頂けますが、セキュリティ上の必要に合わせて随時ご変更下さい。
※）「販売を業としていることが確認できない」など趣旨に沿わない場合、お申込みをお断りする場合があります。

「プラスコム通販会員」入会の勧誘
ご紹介の上、ご希望頂けましたら「プラスコム通販会員」（以下、会員と記載）に登録手続きをして頂きます。

①まず先様にて所定登録用紙にご記入を頂き、貴社経由にてプラスコムへFAX頂きます。
②商社会員（貴社）様と、ご紹介頂いた新規会員様の間に「関連付け」を行って、登録させて頂きます。
③プラスコムより申込者様へ直接、「ユーザID」と登録内容記載のE-MAILを送信致します。
【以後、会員としての注文可能！】

貴社
（商社会員）

【商社会員サービス登録手順】

入会申込み

手続き完了メール（商社会員ＩＤとパスワード発行）

利用開始！

利用開始！

貴社

プラスコム

手続き完了メール

入　　会

【プラスコム通販 会員（事業者）入会手順】

紹介

手続き完了メール（ＩＤとパスワード発行）

貴社
顧客様

プラスコム

入会申込み ＦＡＸ送信

入　　会

【会員登録によるご利用者様のメリット】
●事業者様にしか販売できない製品の表示
●ご注文の度の発送先入力作業の省略
●一部商品に設定されている「会員価格」での購入
●年１回発行の小冊子「プラスコム通販カタログ」の発送

（対象は事業者様に限ります）

【商社様へのご挨拶】
　　プラスコムでは、「プラスチック業界向け工具・備品・消耗品の通販」を通じ、業界での新
たな流通手段の模索を行って参りました。その一貫として、「業界密着型ＢｔｏＢ通販」の特
徴を色濃くし、一層の拡大成長を目指して参りたい所存です。
　つきましては、商社様に広く利用価値のあるものへとなるべく、新たな企画を致しまし
た。まだ可能なことも限りがあり不十分な内容ではありますが、以下に「５つのテーマと具
体的素案」をご案内致します。ご興味を持たれました際には、お申込みやお問合せなど頂
けますよう、宜しくお願い致します。

１． 商社様専用画面でマツイ製品を「安く/簡単/最速出荷」のＷｅｂ仕入れ！
「Ｗｅｂ上で在庫と仕入価格を確認～そのまま発注～翌日出荷」。全国一律価格なので、
地域により仕入もかなりお安くなります。
（「商社様専用画面」は一般ユーザからは見ることができません）
(北海道・離島などは別途追加運送費が必要になります)

２． 細かな取引での事務作業を省力化しませんか？
小額単発のお引合に、「見積依頼」～「値段・納期交渉」～「請求処理」～「売掛管理」など煩わしいもの。
プラスコム通販を活用することで、これらを削減することができます。

３． 御社商品を、通販の仕組みに載せてみませんか？
Ｗｅｂとカタログで簡単に広くＰＲ可能。年１回発行の「Ｐｌａｓｃｏｍ通販カタログ」は、
ＤＭや商品同梱にて年間約３千部が配布され、Ｗｅｂにも掲載されます。
（同商品を重複掲載はできませんので、先着順で掲載致します。）

４． 取扱商品を一挙に数百点も増やしませんか？
既存の、そしてこれからも増え続けるＰｌａｓｃｏｍ商品が、一挙に貴社取扱い商品に加わります。

５． 「Ｐｌａｓｃｏｍ通販カタログ」のＰＲを、顧客開拓に利用しませんか？
ご利用者様が通販を利用するための「ＩＤ登録」を仲介して下さい。以後そのＩＤからのご注文金額の
割合に応じたバックマージンを、ご仲介頂いた商社様へお支払いします。

■「商社会員」申込み方法と入会勧誘について
会員には、「プラスコム通販会員（一般会員）」と「商社会員」の２種類があります。
「商社会員」としてご登録頂けますと、「プラスコム通販会員（一般会員）」をご紹介頂きまして、そのご利用額に応じた
バックマージンをご提供するプログラムにご参加頂けます。



その他の
お客様

■「商社会員」登録によるご提供サービス　（プラスコムＷｅｂ通販活用法）

■ご注文方法（商社会員様、ご仲介の会員様共通）

「商社会員様・ＩＤ」にてログインの上、「プラスコムＷｅｂショップ」へご注文頂きました場合、ご購入金額から算出する
「バックマージン」を還元致します。（事実上のお値引きに相当します）

「プラスコム・通販会員」をご仲介頂きますと、貴社に関連付け登録させて頂きます。
以後、その会員様が、「プラスコムＷｅｂショップ」へログインしてご注文頂けますと、貴社へ「バックマージン」を還元致し
ます。　（会員の対象は事業者様に限ります）
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お支払い※1）

ご注文

お支払い

ご注文

お支払い
※2）

（代引き・先振込）

貴社
（商社会員）

貴社
顧客様

貴社
顧客様

自社発注分にもバックマージン付与
「事実上のお値引き」に相当

仲介頂いた会員様の発注分から
バックマージン還元

月度集計での
報告・清算

ご指定先（国内のみ）に「直送」いたします。

プラスコム

ウェブ・ショップ

ご注文

貴社
（商社会員）

プラスコム

(貴社ご仲介)
会員様　Ａ

お支払い※1）（代引き・先振込）

ウェブ・ショップ

ご注文(貴社ご仲介)
会員様　B

お支払い※1）（代引き・先振込）

※2）

ログインなしでＷｅｂショップへ発注された
場合、「貴社関連付け顧客様」と判断出来
ませんので、バックマージンは発生致しま
せん。

※１）月締決済について（累積利用上限30万円）
「ネットプロテクションズ社」の提供サービス「ＮＰ企業間決済」
利用にて、月締決済（掛払い）が可能です。
●追加申請（審査）により100万円まで拡張可能です
●信販会社へ債権委譲の形態となります
●信販会社指定の決済になります（月末締／翌月末銀行振込）

※２）バックマージンについて
月締でご清算書を発行。振込手数料を差引いた上で銀行振込させて頂きます。
対象は、自社ご利用分に加え、仲介したＩＤでログインされたお買物分になります。
お支払い額が、お振込手数料に満たない場合、翌月繰越清算にさせて頂きます。
１年間のご利用がなかった場合、書面にて継続のご意思確認を行った上、ご回答が無かった
場合は商社会員様のＩＤを失効とさせて頂きます。

●「プラスコム・通販会員」をご仲介頂き、その先様のご注文からバックマージン

●商社様経由での商品販売 「通販」と言う取引形態が行い難いエンドユーザ様に、仲介の形でご利用下さい。

ご登録商社様がログインすることでのみ表示する「商社会員様 専用表示商品」。
カナオンなどマツイ製品（一部小型製品）が、「Ｗｅｂ仕切価格」でご注文頂けるご用意を致します。
在庫数は僅かですが、上手く在庫があれば最速で手配が可能になります。（ご決済確定の翌日発送）

●商社会員様限定 専用表示商品

ご紹介頂いた会員様からのご注文は、決済まで全てプラスコムで行った上、そのお客様へ商品直送します。
●商社会員様には、ご自身のご購入額に加え「ご仲介頂いた全ての一般会員様」のご購入額を月締めで集計し、規定
率のバックマージンを貴社指定口座へお振込みします。

●Ｗｅｂショップからの注文
「銀行振込決済」の場合、ご入金確認後の商品発送です。
平日正午までのご注文確定（決済完了）分が当日発送対象です。（一部商品は記載内容に準拠します）
①ユーザIDにてログインして下さい。尚、ログインなしでもご注文は可能ですが、
●ログインなしでは、事業者専用商品の表示がされません
●ログインなしではバックマージンの対象になりません
②ご利用方法は、一般的なＷｅｂショップと同じ要領です。会計に進んで頂き、「お支払い方法」「発送先（複数の登録
が可能）」をご指定の上、「注文を確定する」をクリックで完了です。

●プラスコムカタログでのご注文（ＦＡＸ注文は、カタログ掲載品のみが対象です）
①カタログ裏表紙が注文書になっています。必要事項に加え、通信欄に「ユーザID」をご記載下さい。
（ユーザＩＤの記載無き場合、バックマージン集計対象になりません）
②ご決済と発送条件は上記「Ｗｅｂショップからの注文」と同じです。
（FAX注文では在庫切れの場合があります。その際は納入予定をご連絡します。）

【Ｗｅｂ注文手順】 「プラスコムＷｅｂショップ」よりご注文

ご注文確認メール送信

お振込（代引の場合は本項なしで発送）

商品発送

ご利用者様

（メールにて発送完了案内を送信）

プラスコム
○
○
銀
行

●表示価格は「商社様向けＷｅｂ仕切価格」
　（一般の利用者様には公開されません）
●送料込み全国一律価格
　（北海道、沖縄、離島のぞく）
●在庫品販売になります。
　（予約でのお引受けはできません）



プラスコムは、プラスチックの成形現場に的を絞ったインターネットとカタログによる通販ショップです！

まだ買置きしますか？「コンビニのように、必要なものを必要な時に必要なだけ…」

【プラスコム・商社会員プログラム】

会社概要
商　号：プラスコム株式会社
設　立：2006年5月17日
代表者：竹山　義幸（代表取締役）
主業務：プラスチック関連事業者様への
　　　　①「業界向け工具備品」「提案商品」の販売
　　　　②情報提供サービス

〒614-8165　京都府八幡市上奈良池ノ向６０－１
TEL：075-925-7615　FAX：075-925-7490
プラスコム株式会社

プラスチック成形現場のコンビニサイト

http://www.plascom.net/
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商社会員プログラムの申込み方法
費用等は不要です。「販売を業としていること」を確認、登録させて頂くことを趣旨としています。
①所定の「商社会員お申込書」にて、郵送によるお申込みをお願い致します。
②販売業であることが確認でき次第、「ログインＩＤ」「ログインパスワード（仮）」を発行（電子メールにて送信）させて
頂きます。
以後、この登録番号（ＩＤ）にてご紹介先様との関連付け及びバックマージンの管理を行います。
※）Webショップ上にてID変更ができるようになっていますが、識別が付かなくなりますのでおやめ下さい。
　 パスワード（仮）はそのままでもご利用頂けますが、セキュリティ上の必要に合わせて随時ご変更下さい。
※）「販売を業としていることが確認できない」など趣旨に沿わない場合、お申込みをお断りする場合があります。

「プラスコム通販会員」入会の勧誘
ご紹介の上、ご希望頂けましたら「プラスコム通販会員」（以下、会員と記載）に登録手続きをして頂きます。

①まず先様にて所定登録用紙にご記入を頂き、貴社経由にてプラスコムへFAX頂きます。
②商社会員（貴社）様と、ご紹介頂いた新規会員様の間に「関連付け」を行って、登録させて頂きます。
③プラスコムより申込者様へ直接、「ユーザID」と登録内容記載のE-MAILを送信致します。
【以後、会員としての注文可能！】

貴社
（商社会員）

【商社会員サービス登録手順】

入会申込み

手続き完了メール（商社会員ＩＤとパスワード発行）

利用開始！

利用開始！

貴社

プラスコム

手続き完了メール

入　　会

【プラスコム通販 会員（事業者）入会手順】

紹介

手続き完了メール（ＩＤとパスワード発行）

貴社
顧客様

プラスコム

入会申込み ＦＡＸ送信

入　　会

【会員登録によるご利用者様のメリット】
●事業者様にしか販売できない製品の表示
●ご注文の度の発送先入力作業の省略
●一部商品に設定されている「会員価格」での購入
●年１回発行の小冊子「プラスコム通販カタログ」の発送

（対象は事業者様に限ります）

【商社様へのご挨拶】
　　プラスコムでは、「プラスチック業界向け工具・備品・消耗品の通販」を通じ、業界での新
たな流通手段の模索を行って参りました。その一貫として、「業界密着型ＢｔｏＢ通販」の特
徴を色濃くし、一層の拡大成長を目指して参りたい所存です。
　つきましては、商社様に広く利用価値のあるものへとなるべく、新たな企画を致しまし
た。まだ可能なことも限りがあり不十分な内容ではありますが、以下に「５つのテーマと具
体的素案」をご案内致します。ご興味を持たれました際には、お申込みやお問合せなど頂
けますよう、宜しくお願い致します。

１． 商社様専用画面でマツイ製品を「安く/簡単/最速出荷」のＷｅｂ仕入れ！
「Ｗｅｂ上で在庫と仕入価格を確認～そのまま発注～翌日出荷」。全国一律価格なので、
地域により仕入もかなりお安くなります。
（「商社様専用画面」は一般ユーザからは見ることができません）
(北海道・離島などは別途追加運送費が必要になります)

２． 細かな取引での事務作業を省力化しませんか？
小額単発のお引合に、「見積依頼」～「値段・納期交渉」～「請求処理」～「売掛管理」など煩わしいもの。
プラスコム通販を活用することで、これらを削減することができます。

３． 御社商品を、通販の仕組みに載せてみませんか？
Ｗｅｂとカタログで簡単に広くＰＲ可能。年１回発行の「Ｐｌａｓｃｏｍ通販カタログ」は、
ＤＭや商品同梱にて年間約３千部が配布され、Ｗｅｂにも掲載されます。
（同商品を重複掲載はできませんので、先着順で掲載致します。）

４． 取扱商品を一挙に数百点も増やしませんか？
既存の、そしてこれからも増え続けるＰｌａｓｃｏｍ商品が、一挙に貴社取扱い商品に加わります。

５． 「Ｐｌａｓｃｏｍ通販カタログ」のＰＲを、顧客開拓に利用しませんか？
ご利用者様が通販を利用するための「ＩＤ登録」を仲介して下さい。以後そのＩＤからのご注文金額の
割合に応じたバックマージンを、ご仲介頂いた商社様へお支払いします。

■「商社会員」申込み方法と入会勧誘について
会員には、「プラスコム通販会員（一般会員）」と「商社会員」の２種類があります。
「商社会員」としてご登録頂けますと、「プラスコム通販会員（一般会員）」をご紹介頂きまして、そのご利用額に応じた
バックマージンをご提供するプログラムにご参加頂けます。
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