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１. 販売方法の概要

　このたびは Hoimi( ホイミ )- デザイン T シャツマーケット - の

デザイナー募集にご興味をお持ちいただきまことにありがとうございます。

　Hoimi は幅広くデザイナー様を募集する事で、 楽しく魅力ある商品を

取り揃えていきたいと考えています。

また、 デザイナー様専用ページ、 デザイナーズランクシステムなど、

楽しみながら Hoimi に参加していただけるシステムを準備しています。

　Hoimi サイト内で各デザイナー様にブランドを持って活動いただき、

そのブランドの商品として販売していただく形になります。

デザインの著作権は全てデザイナー様に帰属いたしますので、

他サイト等で発表済みのデザインでも特に問題はございません。

　デザイナー様にしていただくことは、 デザインのアップロードと

商品に関する必要事項 （価格 ・ 商品説明 ・ カラー展開 etc.) を

決めていただくことのみで、 T シャツボディーの在庫ストック ・

プリント ・ 発送業務等は全て Hoimi が執り行います。

　デザイナー様は、 商品在庫を抱えるリスク等を一切かかえることなく

ご自身のデザインした T シャツを販売することができます。

また、 商品が売れた場合の報酬は、 デザイナー様の販売実績

（デザイナーズランクシステム ) に基づきまして、 月ごとにお支払いさせて

いただきます。

デザイナー様

各ブランドページ

デザイナー様専用管理ページ

①ブランド登録

②デザイン登録



２.デザイナー登録のながれ

　
　まず Hoimi への新規会員登録をお願いいたします。

　新規会員登録 URL

　内容は通常の一般ユーザー様の会員登録と同様です。

この際登録のメールアドレスとパスワードが、

デザイナー様のログイン ID およびパスワードになります。

　ブランド登録に下記データが必要となります。

Hoimi 担当者からご登録アドレスへ、

デザイナー登録完了のメールを送信いたします。

Hoimi よりログインしていただくと、 一般ユーザーと異なる

デザイナーページへ飛びます。

そちらで、 新規ブランド登録をおこなっていただけます。

　 ・ ブランド名 　 ・ デザイナー名

　 ・ ブランドサイトの URL( あれば )

　 ・ ブランドコンセプトの簡単な説明文 (100 字以内 )

　 ・ ブランドロゴ
　　 ( 縦横いずれかが 400px 以上 /jpg）

会員登録

新規ブランド登録

登録完了メールの送信

デザイナー応募フォームに必要事項を入力のうえ送信下さい。

その際、 会員登録時のメールアドレスをご入力下さい。

また、 １点以上の作品画像

か作品を公開している URL が

必要となります。

デザイナー応募

https://hoimi.jp/accounting_contents/new_user.php

　応募フォーム URL

http://hoimi.jp/customer_contents/form.php

ブランド登録完了

※惜しくも選に漏れたデザイナー様には、メール等の返信はいたしておりませんので
　ご了承下さい。



３.デザイナーズランクについて

４.売り上げ報酬につきまして

　デザイナー様の前月の販売実績に基づいて S ～ F までのランクがつきます。

ランクが高くなると、 以下のようなメリットがあります。

デザイナーズランクに基づきまして、 商品の税抜販売価格より各ボディーのベース金額を

引いた残り金額の 20 ～ 60% がデザイナー様の売り上げ報酬となります。

また、 商品の販売価格は、 指定の範囲内からデザイナー様が

自由に選択していただけます ( 両面プリント商品には一部価格制限あり）。

　一度ランクが上がると、 その月より 2 ヶ月間はそのランクが持続します。

また、 ランクに必要な販売数を続けてクリアすればさらに１か月更新されます。

商品には販売価格に基づいたポイントが設定されております。 そのポイントを月内で

一定量貯めることで、 翌月にランクが上がるしくみになります。

　ランクは一月に複数ランクあがることも可能 ( ジャンプアップ） ですので、

どんどんランクアップを狙っていって下さい。

また同様に各ランクにはランクキープに必要なポイントも設定されております。

ランクキープポイントの満たないまま、 ランクの維持期限を越えてしまうと、

翌月１ランクのダウンとなります。

ランクのダウンに関しては、 複数ランク一度の落ちることはございませんので

ご安心下さい。

・ 報酬金額が大幅にアップします

・ TOP ページでの表示確率が上がります。

・ セールスランキング ・ ブランドランキングで上位に表示されやすくなります。
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５.売り上げ報酬のお支払いについて

７.販売の確定および返品時の対応

　売り上げ金額のお支払いは、 デザイナー様のご指定口座へのお振込と

なります。 お支払い時期は、 翌月１０日以降直近の営業日となります。

月ごとの詳しいお支払い日は、 デザイナー様専用ページでご確認いただけます。

お支払い金額は、 デザイナー様に事前に最低振込金額をご設定

いただき、 月末にその金額を超えたら振込というシステムになります。

月末に上記最低振込金額に達しなかった場合、 翌月に繰越となります。

　デザイナー様の販売記録および売り上げ報酬に関しましては、 お客様の

お支払いが確定し、 発送が完了した時点で報告されます。

注文の時点では、 デザイナー様の販売記録には表示されませんので

ご注意下さい。

　なお、Ｈｏｉｍｉでは、 商品発送後８日以内での返品可 （お客様都合の返品除く）

を規定しています。 そのため、 万一返品が発生した場合、

一旦計上された報酬金額が自動で減額されますのでご了承ください。

また、 その際デザイナー様にメールで減額手続きのご連絡をいたします。

６.月ごとの報酬確定およびランクの上下動について

　月ごとの売り上げ金額の確定およびランクの上下動は、 毎月末未明に

システムにより確定されます。 その時点での、 最低振込金額設定に基づき、

翌月１０日の振込の有無が確定いたします。

　それ以降の設定変更は、 次回振込から反映されますのでご了承下さい。

　なお、 お振込の際の手数料はデザイナー様ご負担となりますので、

ご了承下さい。 また、 Hoimi 指定の銀行口座をお持ちのデザイナー様は

振り込み手数料が安くなります。 Hoimi 指定口座は以下の銀行になります。

振込手数料 \50-振込手数料 \50-振込手数料￥105-

※　その他の銀行へのお振込手数料は \525- (3 万円以上 \735-) となります

 (3 万円以上 \315-)

・ イーバンク銀行・ 三菱東京 UFJ 銀行 ・ ジャパンネット銀行

　



８.デザイン登録から販売開始までのながれ

　デザイナー様専用ページより、 新規商品登録ができます。

新規商品登録では、 フロントプリント ・ バックプリントデータのアップロード、

プリント位置、 カラー展開等を決めていただき、 さらに商品価格 ・ 商品説明等の

必要事項をご記入 , ただきます。

この時点で、 デザインの仮登録となります。

その後、 デザイナー様が申請されたデザインおよび必要事項等を Hoimi スタッフが

チェックいたします。

その際、 以下のような項目に当てはまるデザインは不承認となることがあります。

　不承認とされたデザイナー様は一旦、 申請中のデザインを削除していただき、 修正のあと

再申請していただく流れになります。

デザインが承認されますと、 いよいよ販売開始となります。

なお、Ｈｏｉｍｉよりデザインの承認がなされた場合でも、 デザインに対して発生する責務は、

あくまでもデザイナー様に帰属いたします。 また、 上記不承認理由は承認がおりた後にも

適用されることがございますのでご了承下さい。

販売開始時には、 Hoimi からメールでご連絡させていただきます。

また、 販売中の商品は、 デザイナー様の管理画面より、 各種データ変更が可能です。

・ デザイン及びデータに他者の著作権等を侵害するまたは公序良俗に反する

　部分が含まれているとき

・ プリントサイズおよびプリント位置がプリンターの印刷可能範囲以上だったとき

・ 商品説明などご記入いただいたデータに不備があるとき

・ その他全てのデータおよびデザインに変更をお願いすべき要素があるとき 

・ 濃色のボディーカラーに淡色のデザインで明らかにプリント時に問題が発生する場合

・ トリミングが不十分で、 プリント時に指定の位置にプリントできない可能性がある場合 

・ Hoimi のサイトの雰囲気 ・ 方向性にそぐわないと判断される場合 

・ デザインの解像度が低く、 プリント時にぼやけ ・ ジャギり等クレームにつながる問題が

　発生する可能性がある場合

　

・ 全く同じデザインを複数申請された場合 （ボディー違いの場合も含む）



１０.デザイナー専用システムおよび当要項について

　当要項に記されている内容および、 ご登録後お使いいただきますシステム等は、

あくまでも現時点での暫定的なシステムです。

今後より使いやすく楽しめる内容を求めて、 日々システムや内容は変化させて

いきたいと考えていますので、 その点ご了承下さい。

　またその際、 ご登録いただいているデザイナー様には、

デザイナー専用ページ ” お知らせ ” もしくは、 ご登録メールアドレスへのご連絡に

よりましてお知らせさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

１１. (補足 ) 審査のポイント

　最後にデザイナー募集にご応募いただいた際の作品審査のポイントを補足させて

いただきます。

  審査ポイント

　   1. Ｈｏｉｍｉが求めるデザインレベルに達しているかどうか

     2. デザインの方向性がＨｏｉｍｉのサイトに適しているかどうか

     3. デザインの方向性が他者の著作権等を侵害するまたは公序良俗に

　　　 反しないかどうか

以上のような点を審査させていただいております。

また投稿していただいた作品画像が 1 点のみの方は、 方向性が判別しづらいので

審査が若干厳しくなることがございますので、 なるべく複数の作品を投稿いただきますと

確実です。

　

 

９.濃色ボディーへのプリントについて

　Hoimi では、 プリントにインクジェットプリントを採用しています。

インクジェットプリントは、 黒をはじめとする濃色ボディーには、 色がのりません。

他社様ではホワイトのインクを使用することで濃色ボディーに対応している場合が

ございますが、 Hoimi ではホワイトインクには対応しておりません。

また、 濃色ボディーから色を抜く抜染というプリントもございますが、

こちらも商品クオリティーの観点から採用しておりませんのでご了承下さい。



　以上、 Hoimi におけるデザイナー登録および販売の流れを説明させていただきました。

何かご不明な点等ありましたら都度ご質問下さい。

また、 「ココをこうしてくれると便利なのに」 とか 「ココはこうしてほしい」 等

デザイナー様からのご要望があれば、 積極的に取り入れて行きたいと考えています

ので遠慮なくおっしゃってください。

　では、 こちらをお読みいただきました上でご参加していただけるデザイナー様は、

２の ” デザイナー登録のながれ ” で書かせていただきましたとおり、

Hoimi に会員登録いただいたのち、 デザイナー募集用フォームよりご応募下さい。

では、 ご応募お待ちしております！

MCS 株式会社 デザイン事業部

東京都台東区浅草橋 4-8-5

TEL:03-5823-8621 FAX:03-5823-8622

〒111-0053
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