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ランサーズストアとは？
ランサーズストア、利⽤の流れ
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ランサーズストアとは？

新サービス「ランサーズストア」は、あなたの”得意”や”スキル”を商品に⾒⽴てて、
サイトに掲載し、ほしい⼈に販売できるマーケットです。
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あなたの好きや得意を
販売することができます

ストアの実績が信頼へ
他のプロジェクトを獲得へ

1⽇納品限定マーケット
数多くの仕事ができます

たとえば、こんなことを出品することができます。

デザイナーなら「似顔絵を制作します！」
ライターなら「旅⾏の記事（1,000⽂字）を書きます！」
主婦なら「育児の相談にのります！」
などなど、多種多様。



サービスの利⽤のながれ
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サービス掲載

お仕事して納品

報酬受け取り

出品する⼈ 購⼊する⼈

購⼊

⼊⾦！
納品

得意なことを出品！

お仕事スタート！

24時間内納品
24時間内納品

1. サービス掲載
得意なことで、24時間以内に

納品が可能なサービスを出品！

2. お仕事する・
納品する

購⼊と同時に、ランサーズからご
連絡します。仕事を始めて24時間

以内に納品してください。

3. 報酬がもらえる
納品し、購⼊する⼈が⽀払い確定⼿続
きをしたら、ランサーズの利⽤ルール

に基づいて⼊⾦されます。



サービスリリーススケジュール
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サービス掲載

お仕事して納品

報酬受け取り

出品する⼈ 購⼊する⼈

購⼊

⼊⾦！
納品

得意なことを出品！

お仕事スタート！

24時間内納品
24時間内納品

3/23 
出品機能リリース

4⽉中
Β版スタート



出品について
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ランサーズストアにおいて、出品は下記のようにお願いします。

 出品できる内容：⾃分の「得意」や「好き」なら何でも⾃由に出品いただけます（詳細次ページ）
 出品できる場所：ランサーズマイページから（3/23〜出品できるようになります）
 掲載期間   ：無期限
 価格     ：1,000〜50,000円
 報酬受取   ：ランサーズルールに基づき対応（※⽀払確定後、15⽇締/末⽇払、末⽇締/翌⽉15⽇払）
 ⼿数料    ：ランサーズのルールに準じます（※出品⼿数料は無料です。成約時に20%）
 その他条件  ：購⼊後、24時間以内納品が原則です。
    

出品者はランサーズに
登録したみなさんです

サービス価格は
1,000円〜50,000円

ランサーズストアは
  １⽇納品 が原則です。

etc.	

出品できるものは⾃分の
得意や好きなものです。

購⼊されたら、
すぐにお仕事がスタート

出品⼿数料は無料です。
成約時に20%。



出品できるもの
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⽇常の得意や経験を スキル⽣かして短期集中 ランサーズ実績活かして

⼦育ての悩み相談に乗ります

3,000円

Wordpressの初期設定対応します

10,000円

Facebook似顔絵アイコン作成

5,000円

 その他下記のサービスも！

3,000円
・取材記事のテープ起こし
・北海道旅⾏プランをご紹介
・オススメグルメをご紹介

【5,000円】
・恋愛相談
・キャリア相談

その他下記のサービスも！

【5,000円】
・パワーポイントの資料作成
・英⽂翻訳

【10,000円】
・結婚式の動画制作
・占い
・簡単なPCアプリ開発

その他下記のサービスも！

【5,000円】
・ランサーズストア出品画像
・名刺作成

【10,000円】
・LINEスタンプ制作
・バナー制作
・ランディングページ制作

3,000円

5,000円

5,000円

10,000円

5,000円

10,000円



出品⼿順1
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1. 「マイページの出品したサービス」をクリック 2. 「新しくサービスを出品する」をクリック

3. 「タイトル」と「サービス画像」を⼊⼒・設定

出品したサービスをクリック

新しくサービスを出品する
をクリック

 タイトルは、なるべく具体的な⽂⾔を⼊れることを
 お勧めします。例えば、

× 旅⾏記事制作します！ → ○ 北海道旅⾏の記事制作！
× お勧めスイーツ店紹介 → ○ 渋⾕のお勧めスイーツ店
× LINEスタンプ制作    → ○ ゆるキャラLINEスタンプ制作
× プロフィール画像制作 → ○ LINEプロフィール画像制作
 

タイトルについて    

 画像などでお困りでしたら、商⽤フリーの画像サイトを
 ご案内しておりますので、そちらをご活⽤ください。
 

画像について    



出品⼿順2
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価格は、1,000円から50,000円の間で設定してください。
出品価格は、他の⽅の価格をみて、相場を判断し、その
上で価格設定をされることをお勧めします。

 想定相場
  ・デザイン：1〜5万円
  ・記事制作：1⽂字2円程度で、だいたい5,000円
  ・ホームページ制作関連：1〜5万円
  ・お役⽴ち知識共有  ：1,000〜5,000円

価格について    

サービス内容を記載してください。
お勧めとしては、下記をご記載ください。

■サービス詳細を記載（サービス内容＆量＆⾦額を記載）
■納品イメージ・できることを記載
■経歴など、サービス内容を補⾜する情報を記載

サービス内容について    

購⼊時のお願いについて記載してください。
お勧めとしては、下記をご記載ください。

■修正回数（明⽰することでトラブル未然防⽌）
■取引時の流れ（取引の流れを記載する）
■購⼊後の取引を円滑にするような記載
 （事前に、●●をご連絡くださいなど）

購⼊時のお願いについて    



出品例
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 出品例1：奄美⼤島で双⼦の⼦育てをした、知恵と経験をお伝えします！ 

⼦育てに悩んでいる⽅（特に双⼦）の、お話をお伺いします。
私は奄美⼤島で暮らしていますが、双⼦の育児の経験談をお伝え
します。こういう対応をすれば上⼿くいく、こういう対応をすれ
ば良い、といったノウハウをぜひシェアさせてください。

■こんなご相談に乗ります
・２⼈同時に泣いてしまった場合にどうしたらいいのか
・七五三のお参りでは、着物はどうしましたか？
・上のこと下の⼦で、仲が悪い。どうしたらいいのでしょうか？
・どうしたら才能を発揮できるのだろうか

などなど、多種多様な悩みを持たれている⽅がたくさんいらっ
しゃいます。友⼈・親にはなかなか聞けないこともあるかもしれ
ません。気にせず、遠慮せずにメールでご連絡ください。

■流れ

・取引開始後は、ランサーズのメッセージ上でやりとりします。
・ランサーズのメッセージに、ご相談内容を記載してください。

 ※メールアドレスやSkypeなどの交換は禁⽌されていますので
  ルールを守って対応させてください。

■その他、お願い

・１メール2000⽂字、最⼤で３回までのやりとりとさせてください。
・それ以降は、１回につき500円を頂戴いたします。

商品説明 申込時のお願い

価格：5,000円

 ✔ 出品タイトルが具体的（双⼦の⼦育て相談）
 ✔ できることを明確に記載
 ✔ 取引の流れを記載し、サービス内容を明確に
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 出品例2：LINEアプリのキャラ描きます！（3ポーズまで）

価格：10,000円

LINEスタンプなどで使⽤できそうな、キャラクター制作のお⼿伝いし
ます！動物モチーフ、⼈モチーフから、オリジナルキャラ制作を作っ
てみませんか？もちろん、全部お任せもOK！制作できたものは、LINE
スタンプなどで申請できるように対応いたします。お気軽にご相談く
ださい！

■納品イメージ
 ・キャラクター（１ポーズを制作し、納品します！）
  ※３ポーズまで10,000円。40ポーズを計7万円で制作。
  ※追加ポーズは、ランサーズの直接依頼で承ります。
■納品ファイル
 ・画像は W 370×H 320 pixelで制作 
 ・納品はJPEG・GIF・PNGで納品します。

■お願い
・発注後、納品イメージをご連絡ください。
 （参考となるURLをご連絡ください。）
・納品イメージについて、相談させていただく場合がございます.
・修正は、原則１回でお願いしています。
・LINE社の審査結果によっては、修正を１回だけ受け賜りますが、
 ２ポーズ以上の場合、１ポーズ500円程度の料⾦を加算ください。

■その他
・著作権に関して、利⽤規約に基づいてご対応いただきます。
・LINEスタンプのガイドライン
（https://creator.line.me/ja/guideline/）＆審査ガイドライン
（https://creator.line.me/ja/review_guideline/）
 に則した制作をいたします。

商品説明 申込時のお願い

 ✔ 出品タイトルが具体的（LINEアプリのキャラ）
 ✔ 顧客のニーズを把握し、オプションを⽤意！
 ✔ 修正依頼の回数を具体的に
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 出品例3：勝てるプレゼンを演出！パワーポイントの資料作成

上場企業で数々のプレゼンを経てきました。商談時、社内プレゼン時、
投資家などへの報告、勉強会などで使⽤するプレゼン資料作成をお⼿
伝いさせていただきます！

■サービス詳細
・スライド 10枚で、チェック・フィードバック・リニューアルまで
 ※守秘義務、遵守します！！
 ※納品後、データは必ず破棄することをお約束します。

■経歴
・⼤⼿上場企業の営業で、500枚以上のプレゼン資料を作成。世界中の
 プレゼン資料を読み込み、そこで得たもので企画・提案。2000名も
 の営業がいる中で3年連続⾸位の成績。そのノウハウをお客様の資料
 に込めさせていただきます。

※作成中のデータがある場合、ベースとなるデータをご連絡ください。
※5枚以上をご希望の場合は、１枚600円で対応させていただきます。
※購⼊時には、以下の点をお知らせください

 ・誰に魅せるのか？
 ・何名くらいか？
 ・プレゼンに⾄った背景・課題
 ・背景・課題に対する、施策
 ・⾒込み効果
 ・根拠のデータ

商品説明 申込時のお願い

価格：5,000円

 ✔ 実績のアピール（上場企業、営業NO1）
 ✔ 守秘義務など、顧客ニーズを把握して訴求
 ✔ 購⼊後の取引を円滑にするような記載



よくある質問
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 Q：どうして24時間以内納品と限定しているんですか？

A： ランサーズをご利⽤いただくお客様の中には、⽇にちにより忙しかったり、
  突発的な修正のやり取りでお仕事が⻑引いてしまうこともあったかと思います。

  ランサーズストアでは原則24時間という時間を設けることで、作業の単価感の
  コントロールと⼿離れよいお仕事が実現できるのではないかと考えました。

  今後、お客様のご利⽤状況に応じて変更する可能性はありますが、現時点では
  皆様に対して24時間以内で納品できるサービスを出品いただくようお願いいた
  します。

 Q：24時間以内に納品しないとどうなりますか？

A：ランサーズストア事務局から、個別にご連絡させていただきます。
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 Q：サービスリリーススケジュールを教えてください

A： ランサーズストアは、下記のスケジュールで対応いたします。

  3/23〜    ：ランサーズストア出品開始
  4/1  〜(※予定)：ランサーズストア β版リリース（直接依頼での購⼊機能）
  5/中 〜(※予定)：ランサーズストア 正式版リリース

 Q：直接依頼での購⼊機能とは？

A： ランサーズでは、直接依頼という機能があります。1対1でお取引ができる
  機能のことで、それを⽤いて取引をしていただきます。詳しくは4/1以降に
  ご案内いたしますが、⼤まかには以下の流れです。

   1. 購⼊者がサービスを購⼊と同時に、出品者に通知。
   2. 出品者が通知を受け取ってから、24時間以内に作業し納品・完了報告。
   3. 完了報告をうけ、購⼊者が⽀払いを確定する
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A：出品⼿数料は、¥0です。成約時に購⼊代⾦の20%を出品者からいただきます。

 Q：出品⼿数料はかかりますか？

A：ランサーズ外で話し合いや⽀払いのやりとりをすると、トラブルにあった時に
  ランサーズで何かしらのお⼿伝いや対応ができなくなってしまいます。

  ・納品したのに、⽀払われない
  ・お⾦を払ったのに、納品してくれない
  などのトラブルを未然に防ぐ為、ランサーズ外でのやり取りはお控えいただく
  ようお願いします。

 Q：ランサーズ外で、話し合いや⽀払いのやりとりしてもいいですか？
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A：アカウントを多数登録するような以下の⾏為は、お控えいただくようお願い
  しています。ご協⼒をお願いします。

  ・Twitterアカウント 複数取得対応、複数フォロー対応
  ・Facebookページ 複数いいね対応
  ・Amazonのレビュー捏造対応

A：報酬を明確に設定できない出品はご遠慮いただくようお願いしています。
  同様に、無報酬などのサービス出品もお控えください。

 Q：アカウントを多数登録するようなサービスは出品してもいいですか？

 Q：なるべく多く稼ぎたいので、完全歩合制がいいのですが、、、
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A： 原則、ランサーズストアでは、⾃由に出品をしていただきたいのですが、
  下記のような出品はお控えいただくようお願いしています。ご協⼒のほど、
  よろしくお願いします。

 １．24時間以内に納品できないことがあきらかな出品
 ２．弊社⼜は第三者の著作権、知的財産権などその他の権利を侵害する出品⾏為
 ３．他者に経済的損害を与える出品⾏為
 ４．本規約等若しくは法令に違反する⾏為、詐欺等の犯罪に結びつく⾏為、
   犯罪を扇動し、教唆する⾏為
 ５．公序良俗に反する出品⾏為
 ６．性⾏為や性的サービスを想起させる出品⾏為
 ７．医療・弁護・法的⽂書作成・旅⾏代理など許認可・登録・届出等が必要と
   なる出品⾏為
 ８．本サイトを介さずに⾏う直接取引やそれを勧誘する出品⾏為
 ９．報酬を明確に設定できない出品（無報酬・完全歩合報酬等）
 １０．成果報酬を得ることを⽬的とする出品（アフィリエイト、メルマガ登録等）
 １１．ステルスマーケティング等に該当する出品
 １２．同じサービスの複数出品
 １３．その他、弊社が不適当と判断した⾏為

 Q：出品してはいけないサービスはありますか？
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何かご不明な点がありましたら、
ご遠慮なく

support@lancers.jp
までお問い合わせください。

お客様がランサーズストアで
活躍いただけることを

スタッフ⼀同⼼より願っております。


