
■幅広いニーズ（公共施設、店舗、一般住宅、車両、商品）の消臭・抗菌・防汚コーティング 

       

取次店/外交員 募集！    

【概要】 

お客様にオキシアップの良さをご紹介して頂き、加盟店へお客様をご紹介して頂くだけ

の簡単なお仕事です。※ご紹介して頂いた案件のご成約毎に加盟店より規定の成約報酬をお支払い致します。 

【募集条件】 

・２０歳以上の個人・法人の方 

【全体の流れ】 

・右図参照ください。 

【成約報酬】 

・成約金額の１５％  
 ※詳細は、登録申請書内【取次店規約】をご参照ください。 

・例：延べ床面積１００㎡のマンションご紹介の場合  

標準施工価格：約23万8千円（税別） 

★成約報酬１５％＝ ★約３万６千円の受取 

【メリット】 
１、商品在庫、店舗不要。 

２、ノルマ、時間制約一切なし 

３、初期費用一切不要 ※販促ツールは、登録加盟店より無償貸出 

※加盟店より無償貸出し致しました販促ツール代金は、報酬金が発生した時点で相殺とさせて頂きます。 

４、オキシアップ施工本部が提供する豊富な最新販促ツールを利用して自由に営業可能。 

５、ご家族、知人への新築・改装祝いなどへのご利用も可能。 

６、ご紹介者様に喜ばれる商品です。 

７、製品説明講習会参加可能 ※希望者のみ 

８、オキシアップ加工品が卸価格でご購入出来ます。 

★加盟店専用ショップ：http://shopping.oxy-up.com 

【オキシアップ販促ツール】※加盟店からの無償貸出（5,250円分） 

（内訳） 

①製品パンフレット 各５０枚 

 【製品詳細版】サイズ：Ａ３ 

 【施工サービス版】サイズ：Ａ４ 

 【製品加工サービス版】サイズ：Ａ４ 

 【オゾン施工サービス版】サイズ：Ａ４ 

 【販促マンガ】（オキシアップ／エアーウォッシュ）サイズ：Ａ４ 

②製品紹介・施工サービス紹介営業用ＤＶＤ３枚 

 【顧客版】【提携版】【完全版】 

③標準施工価格表（オキシアップ、オゾン） 

④販促三角ＰＯＰ １０個 

⑤施工実績（施工報告書）簡易版 

⑥公的機関検査報告書 簡易版 

⑦オキシアップご提案書（内容はＤＶＤ完全版） 簡易版 

⑧顧客向けＱ＆Ａ 

⑨お客様ご紹介専用用紙 

■オキシアップ取次店（外交員）への登録及び販促ツールの受取方法 

裏面の取次店登録申請書に必要事項をご記入の上、最寄のオキシアップ加盟店へお問い合わせ下さい。 

※但し、オキシアップ加盟店未登録地域の場合は、ご紹介案件へのご対応が出来ませんのでご登録頂けません。 

【オキシアップ総販売元・施工本部】 

オキシー株式会社  

TEL：077-561-8948  

初期費用・登録費用 

一切不要 

営業・概算見積

報酬支払紹介 

見積・施工 

施工代金回収 

全体の流れ 
あなた 



■送付先ＦＡＸ：

『オキシアップ』取次店登録申請書

オキシアップ加盟店　御中

登録日：　　　　年　　　　月　　　　日

登録形態 取次店　／　外交員

ﾌﾘｶﾞﾅ

会社名
（屋号）

ﾌﾘｶﾞﾅ

『オキシアップ』取次店登録申請書

ﾌﾘｶ ﾅ

氏　名 ㊞　　　　性別：　男　・女　　　　　　

生年月日 　　Ｓ　・　Ｈ

ご住所 　〒　　　　　　－

電話番号

携帯番号

FAX番号

ｅ－ｍａｉｌ

リンクＵＲＬ 　http://

銀行名： 支店名：銀行名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支店名：

口座種別：　　　普通　　 ・　　当座

口座番号：

口座名義人名(ｶﾅ)：

■報酬について

振込先
口座情報

取次店／

■報酬について
弊社は、登録取次店及び外交員（以下、「登録者」）を通し、弊社の定める方法により顧客を紹介して
頂き工事完了後に工事代金の入金があった場合、指定の金融機関に別に定めた報酬を支払うものと
します。尚、見積・施工は、オキシアップ加盟店が直接対応します。
2.報酬の支払いは成果報酬が認証された日（工事代金回収日）が属する月の合計報酬金額を翌月末
日に振り込むものとします。尚、加盟店より無償貸出し致しました販促ツール代金は、報酬金が発生し
た時点で相殺とさせて頂きます。
■登録者のできること及び禁止行為
1.登録者は、本部が提供する各種販促ツールを加盟店専用ショップより購入し､宣伝活動を行うものと
します ★加盟店専用ショップ htt :// h in u取次店／

外交員規約

します。★加盟店専用ショップ：http://shopping.oxy-up.com
2.登録者は、下記規約に反する行為を行なわないものとします。
（1）犯罪に関係し、又は、関係する可能性のある行為。
（2）法令もしくは公序良俗に違反（売春、暴力、残虐等）する行為。
（3）第三者の営業活動を妨害する行為。
（4）第三者の名誉その他法令に基き保証された権限を侵害する行為。
（5）ねずみ講、マルチ商法等に関わる行為。
（6）虚空の告知（またはそれに類する）をもって、悪戯に利用者、勧誘者等を扇情し、混乱を招く行為。
（7）当社の社会的信用及び業務の運営･維持を妨げる行為。（7）当社の社会的信用及び業務の運営 維持を妨げる行為。
■秘密保持
登録者は、本サービスに関連して知り得た当社および製品の技術上、営業上、業務上等の情報を、第
三者に漏洩してはならないものとする。

成約報酬料率 成約金額の　１５　％　（消費税は除く）

※当社が知り得た個人情報は社内にて適正に使用致します。



■送付先ＦＡＸ： 発信日：　

１、顧客情報

施工物件紹介フォーム

お打合せ日時

物件名

お客様氏名

住　　所

ＴＥＬ ＦＡＸ

様　　　　　

ＴＥＬ

連絡可時間帯

携帯電話

施工種別

施工対象物

ＦＡＸ

公共施設 マンション 戸建 店舗 車両 製品 その他（ ）

２、対象物仕様

オキシアップ施工（単価：2,500円／床㎡）　・　エアーウォッシュ（オゾン）施工（単価：1,000円／床㎡）

施工対象物

延べ床面積(㎡)

施工床面積(㎡)
／製品サイズ

天井高(m)

使用年数

公共施設　・　マンション　・ 一戸建 ・ 店舗 ・ 車両 ・ 製品 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

年 ※築年数、改装後、購入後年数をご記入下さい。使用年数

施工希望日

備　考

３、概算見積明細 (単位:円）

名 称 （場所） 床面積(寸法) 単位 単価 金額 備考

年 ※築年数、改装後、購入後年数をご記入下さい。

1,650 少し臭いが気になる

例）　オキシアップ（トイレ） 1.65 ㎡ 2,500 4,125 少し臭いが気になる

例）　エアーウォッシュ（トイレ） 1.65 ㎡ 1,000

名　　　　　称　　（場所） 床面積(寸法) 単位 単価 金額 備考

合　計

４、取次店／外交員情報　

① 店舗名

〒

② ご住所

③ ＴＥＬ

④ ＦＡＸ④ ＦＡＸ

⑤ ご担当者

⑥ 携帯番号



■幅広いニーズ！大型布製品の出張洗浄サービス 

       

取次店/外交員 募集！    

【概要】 

お客様にイオンウォッシュの良さをご紹介して頂き、加盟店へお客様をご紹介して 

頂くだけの簡単なお仕事です。 
※ご紹介して頂いた案件のご成約毎に加盟店より規定の成約報酬をお支払い致します。 

 

【募集条件】 

・２０歳以上の個人・法人の方 

【全体の流れ】 

・右図参照ください。 

【成約報酬】 

・成約金額の１５％  
 ※詳細は、登録申請書内【取次店規約】をご参照ください。 

・例：マットレス（ダブル両面）洗浄のご紹介の場合  

受注価格：28,000円（税抜）※出張費、オプション含む 

★成約報酬１５％＝ 4,200円 

 

【お勧めポイント】 
１、商品在庫、店舗不要。 

２、ノルマ、時間制約一切なし 

３、初期費用一切不要 ※販促ツールは、ご登録のイオンウォッシュ加盟店より無償貸出します。 

※加盟店より無償貸出し致しました販促ツール代金は、報酬金が発生した時点で相殺とさせて頂きます。 

４、イオンウォッシュ施工本部が提供する豊富な最新販促ツールを利用して自由に営業可能。 

５、ご家族、知人へのプレゼントとしてもご利用可能。 

６、ご紹介者様に喜ばれる商品です。 

７、製品・サービスの説明も付属のＤＶＤで説明可能です。 

８、イオンウォッシュ洗浄液が卸価格でご購入出来ます。 

★加盟店専用ショップ：http://shopping.oxy-up.com 

【オキシアップ販促ツール】※加盟店からの無償貸出 5,000円（税抜き） 

（内訳） 

１、製品パンフレット 各200枚 

・イオンウォッシュ出張洗浄サービス 

・イオンウォッシュ洗浄液製品 

・オキシアップ（防臭抗菌）加工サービス 

２、製品紹介・施工サービス紹介資料ファイル 

３、上記、解説営業用ＤＶＤ1枚 

４、施工実績（施工報告書）簡易版 

５、顧客向けＱ＆Ａ 

６、お客様ご紹介専用用紙 ※登録加盟店にて発行させて頂きます。 

 

■オキシアップ取次店（外交員）への登録及び販促ツールの受取方法 

裏面の取次店登録申請書に必要事項をご記入の上、最寄のイオンウォッシュ加盟店へお問い合わせ下さい。 

※但し、イオンウォッシュ加盟店未登録地域の場合は、ご紹介案件へのご対応が出来ませんのでご登録頂けません。 

【お問合せ先】                 

初期費用・登録費用 

一切不要 

営業・概算見積

報酬支払紹介 

見積・施工 

施工代金回収 

全体の流れ 
あなた 



■送付先ＦＡＸ：

登録日：　　　　年　　　　月　　　　日

登録形態 取次店 ／ 外交員

『イオンウォッシュ』取次店登録申請書

イオンウォッシュ加盟店　御中

登録形態 取次店　／　外交員

ﾌﾘｶﾞﾅ

会社名
（屋号）

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏　名 ㊞　　　　性別：　男　・女　　　　　　

生年月日 　　Ｓ　・　Ｈ

ご住所 　〒　　　　　　－

電話番号

携帯番号

FAX番号FAX番号

ｅ－ｍａｉｌ

リンクＵＲＬ 　http://

銀行名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支店名：

口座種別：　　　普通　　 ・　　当座振込先
口座情報

口座番号：

口座名義人名(ｶﾅ)：

■報酬について
弊社は、登録取次店及び外交員（以下、「登録者」）を通し、弊社の定める方法により顧客を紹介して
頂き工事完了後に工事代金の入金があった場合、指定の金融機関に別に定めた報酬を支払うものと
します 尚 見積・施工は イオンウォッシュ加盟店が直接対応します

口座情報

取次店／
外交員規約

します。尚、見積・施工は、イオンウォッシュ加盟店が直接対応します。
2.報酬の支払いは成果報酬が認証された日（工事代金回収日）が属する月の合計報酬金額を翌月末
日に振り込むものとします。尚、加盟店より無償貸出し致しました販促ツール代金は、報酬金が発生し
た時点で相殺とさせて頂きます。
■登録者のできること及び禁止行為
1.登録者は、ご登録イオンウォッシュ加盟店の指導の下、本部が提供する各種販促ツールを加盟店経
由で専用ショップより購入し､宣伝活動を行うものとする。
2.登録者は、下記規約に反する行為を行なわないものとします。
（1）犯罪に関係し、又は、関係する可能性のある行為。（ ）犯罪 関係 、 、関係す 可能性 行為。
（2）法令もしくは公序良俗に違反（売春、暴力、残虐等）する行為。
（3）第三者の営業活動を妨害する行為。
（4）第三者の名誉その他法令に基き保証された権限を侵害する行為。
（5）ねずみ講、マルチ商法等に関わる行為。
（6）虚空の告知（またはそれに類する）をもって、悪戯に利用者、勧誘者等を扇情し、混乱を招く行為。
（7）当社の社会的信用及び業務の運営･維持を妨げる行為。
■秘密保持
登録者は、本サービスに関連して知り得た当社および製品の技術上、営業上、業務上等の情報を、第
三者に漏洩してはならないものとする三者に漏洩してはならないものとする。

成約報酬料率 成約金額の　１５　％　（消費税は除く）

※当社が知り得た個人情報は社内にて適正に使用致します。



御中 発信日：　
■送付先ＦＡＸ：

１、概要

打合せ日時

物件名

施工案件紹介フォーム
取次店（担当者）：

オキシアップ（長期防臭抗菌加工）エアーウォッシュ（内部殺菌脱臭）

物件名

氏名 様

住所

電話番号

携帯電話

確認ｻｲﾝ：

ＦＡＸ

オキシアップ（長期防臭抗菌加工）エアーウォッシュ（内部殺菌脱臭）

２、仕様

洗浄対象品名

サイズ

数量

オプション オキシアップ（長期防臭抗菌加工）エアーウォッシュ（内部殺菌脱臭）

３、施工概要

施工目的

汚れ具合

シミ抜き作業

洗浄液量

施工予定日時

備考

オキシアップ（長期防臭抗菌加工）エアーウォッシュ（内部殺菌脱臭）

備考

４、見積り明細 (単位:円）

金額 備考名　　　　　称　　（場所） 面積 数量 単価

オキシアップ（長期防臭抗菌加工）エアーウォッシュ（内部殺菌脱臭） オキシアップ（長期防臭抗菌加工）エアーウォッシュ（内部殺菌脱臭）

４、概略図

合　計
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