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投票館ホームページにて投票デモを体験できます。

運営会社

フォトコンテストをもっと身近に

投票館WEB



気軽にスピーディーに投票・コンテストを開催したい。
HPのアクセスをアップさせたい。
安価で投票・コンテストを開催したい。
投票でお店、自社、商品のアピールに利用したい。
SNS との相乗効果を図りたい。
お客様とのつながりを深めたい。
投票・コンテストを開催したいが個人情報を管理したくない。

投票館のシステムを使用
するので開発費はかかりません。

すぐにコンテスト開催OK!!
簡単な手続きで即日使用可能

応募者は投票館内で開催されて
いる全コンテストに応募可能。

投票数が多い順に自動で
上位表示されるからわかりやすい！

開催者の判断で不適切な写真を
事前に非公開にできます。

応募・投票状況を管理画面から
リアルタイムに確認できます。

アイデア次第で複数の
コンテストを同時開催可能！

応募写真枚数を1～5枚まで
自由に設定できます。

多彩な投票モードで好みに
合わせた投票ができます。

投票ボタンの項目は最大4つまで。
文言も自由に設定できます。

お支払いは開催期間中のみの
1ヶ月単位だから経済的。

投票のページデザインは
お好みでカスタマイズできます！

※2018 年 1月 31 日まで

このような方におすすめします!!

お 得

使い方は自由!!　使い方は自由!!　ケーススタディ

低コスト低コスト

投票でお店・自社のアピールを!!投票でお店・自社のアピールを!!

33,000円～
ご利用頂けます！ 今なら初月分の

システム利用料
※投票システム使用料のみ、デザイン制作代は含まれていません。 

50％OFF

美容院さんのお客
様でヘアメイクコン
テスト！かなり盛り上
がりそうですね！

車やバイクのカスタ
ムコンテスト！
かなりショップの宣
伝になりそう

イメージキャラク
ター募集やイメージ
ガールコンテスト！！
弊社もやりました！

書道・絵画・イラス
トコンテスト作品の
発表の場にも利用で
きます。

おいしい顔コンテスト！
飲食店のアピールと
して利用できます

フォトコンテストの
定番と言えばキッズ
フォトコンテスト！

投票館WEB



●レスポンシブデザイン
　PC用とスマホ用を別で用意しなくても良いので経済的。
●同じアカウントで複数のコンテストを同時開催可能！
　※個別の契約となります。
●応募者は投票館で開催されている全てのコンテストに参加可能。
　1つのアカウントで他のコンテストにも参加できます。
●メールアドレスと名前（ニックネーム）の登録だけで
　応募できます
　応募者が気軽に参加できるようにしました。
　※応募者のアカウントの管理は投票館がいたします。
●選べる4つの投票モード
　投票の回数制限の設定可能！
　■1日に1回一人に投票　　    ■1日に1回複数人に投票
　■期間中に1回のみ投票　　　■期間中に1回のみ複数人に投票
　※システム上、環境により投票ルールを保証できません。

●投票ボタンは最大4つまで！
　ボタンの項目も自由に設定できます。
　（例）料理フォトコンテストの場合、
　　　いいね・美味しそう・食べたい・美しい等を設定
　※複数の投票ボタンの設置の場合、総投票数で順位が決まります。
●期間を自由に設定できます。
　投票前応募期間や投票開始のタイミングを自由に設定できます。
　投票開始後に応募の可否も設定できます。
●画像は許可制
　不適切な画像を事前に非公開にできます。
　開催者の許可が出るまで画像は表示されません。
●応募写真は1～5点自由に設定できます。
　投票の種類・目的にあわせてお好みで設定できます。
　※対応フォーマット：JPEG・PNG
●応募者詳細ページの項目は自由に増やすことが可能
　投票の種類によって柔軟に対応できます。
　（例）車自慢コンテストの場合、名前・コメント以外に
　　　メーカー名・年式等の項目を追加。
●自由なデザイン
　基本セット以外に画像や文字を自由に追加できます。
●カスタマイズOK！
　お好みでカスタマイズOK！　※html・cssの知識が必要になります。
●投票終了後60日間データを保存
　投票結果表示期間としてご利用ください。

①投票メインページ

③応募者詳細ページ

②投票前応募ページ

④応募ページ ⑤問合せページ

●ページ構成は5ページ

投票館とは投票館とは

投票館WEB

※画像はイメージです。 投票館ホームページにて投票デモを体験できます。

①
②
③

④
⑤

投票メインページ
投票期間中常に表示されるページです。
投票前応募ページ
投票開始前の応募（募集期間）ページです。
投票の告知ページとして利用できます。　
応募者詳細ページ
応募者の他の写真やプロフィールを確認できる
ページです。
投票開始時から公開されます。
応募ページ
応募者が応募する際に見るページです。
問合せページ
応募者から投票開催者宛に問合せをするフォームです。

■web上でどなたでも自由に応募＆投票できる投票システム

■応募パターンは2種類
　①応募期間終了（応募締切）後、投票を開始するパターン

　②投票前応募期間が終了し投票開始後も応募ができるパターン

■ページデザインもおまかせください！

※応募には投票館への会員登録が必要です。投票には会員登録の必要はありません。

投票館の機能

投票前応募期間（応募のみ） 投票期間（投票のみ）

投票前応募期間（応募のみ） 投票期間（応募も可能）

投票期間終了

投票・応募期間終了



システム利用料

1企画につき1ヶ月 +33,000円（税別）
宣伝館の指定バナーが各ページに入ります。

宣伝館の指定バナーを外す場合

1企画につき1ヶ月

初月50％off
キャンペーン実施中！！

投票館にデザイン制作も依頼する場合

ご自身でデザイン制作する場合

お支払い 契約期間
開始日

契約期間終了日
（投票終了日）

契約期間（1ヶ月単位）
見積り・打合せ デザイン制作期間

デザイン制作期間

投票前応募期間・投票サイト稼働期間 保存期間

お支払い データ
消去

データ
消去

契約期間
開始日

★投票開始日は契約期間の中で自由に設定できます。
※契約期間は1ヵ月単位になります。

★デザイン制作を自身でする場合は制作期間として2週間の契約期間をプラスします。
★投票開始日は契約期間の中で自由に設定できます。
※デザイン・設定等制作に関するサポートは一切行なっておりません。※契約期間は1ヵ月単位になります。

契約期間終了日
（投票終了日）

60日

契約期間（1ヶ月単位）
見積り・打合せ 投票前応募期間・投票サイト稼働期間 保存期間

60日2週間の
制作期間をプラス

2週間

※投票前応募期間または投票開始日から投票終了期間までが契約期間となります。
※投票終了後60日を待たずにサイトを消去したい場合は管理画面から削除してください。
※投票早期終了・中止による返金はできません。

■投票終了後60日後にデザイン・投票のデータが消去されます。
■契約期間中であれば投票期間を延長させることができます。※要申請

支払いについて

33,000円（税別）

銀行振込のみのお支払い「前払い」となります。
土日祝日の金融機関休業日にお振込いただいた場合は、
金融機関翌営業日まではご入金が確認できませんのでご注意ください。
※作業開始後、中止による返金はできません。

投票館WEB

ご利用料金についてご利用料金について

今なら
システム
利用料
※2018年1月31日まで

半額の16,500円!!

アカウント発行

アカウント発行

（上記金額より）

HTML・CSSの知識が必要になります。

オススメ!オススメ!



投票サイトのデザイン方法は2通り
1. 制作を投票館に依頼
2. 開催者様ご自身で制作

投票前応募期間ページ

エントリーページ 応募者詳細ページ

規約・ルール
投票ボタン

P

P
P
P
P
P

はじめての応募はこちら

投票メインページ

会員の方はこちら

問合わせページ

お問い合せ

A A

B B B

基本デザインセット

10,000円（税別）
5,000円（税別）
10,000円（税別）
7,000円（税別）

オプション
A・Bの位置以外に画像を自由に配置できます。

38,000円（税別）

●ページのセットアップ
●画像A・Bデザイン制作
●ご指定のURLへのリンク指定
●サイトベースデザイン（背景色の文字色の設定）
●カウンター挿入
●テキストの挿入

セットに含まれるもの

共通デザイン共通デザイン

共通デザイン

1. 制作を投票館に依頼する

2. 開催者様ご自身で制作

※デザイン・設定等制作に関するサポートは一切行なっておりません。
HTML・CSS の知識が必要になります。

投票開始後のデザイン・設定の修正について
投票開始後修正は有料となります。見積り・入金後に修正に着手します。

投票館WEB

投票ページ作成について投票ページ作成について

Aと同じサイズの画像制作
Bと同じサイズの画像制作
1/3サイズ画像3点セット
1/2サイズ画像2点セット

ページ構成

（セットアップ等含む）

1/3サイズ

1/2サイズ 1/2サイズ

1/3サイズ 1/3サイズ




