
リフォームショッピングサイトリデコモールのサービスと出店のご案内
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会社概要
社名 リデコ株式会社

所在地 〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町3-9

カスタマーセンター ＴＥＬ：０３-４５７７-８９１９

代表取締役 関根 渉

サイト情報 URL：https://redeco.jp

メール Mail：info@redeco.jp

事業内容 オンラインマーケットプレイスの開発・運営

https://redeco.jp/
mailto:info@redeco.jp


代表からのメッセージ

リデコは私が建設会社や工務店のコンサルタントをしている際に、ふと疑問に思ったところから形にしたサービスです。

現在、物販のオンラインマーケットは非常に充実しておりますが、何故ここまで巨大なマーケットに成長したのでしょうか。

それは純粋に「定価」と「売価」が一目で分かり、価格の比較もしやすい点です。利用者も納得の上で購入するため満足度が高いからではないかと思います。

一方、工事やサービス業（役務の提供）に関するマーケットが少ないのは何故でしょうか。

工事は現地調査で原価や工程を確認してようやく金額を出すのが一般的です。

素人のお客様からすると、内容も金額も比較がしずらく相場感も無いので、心から納得して依頼できる環境にはなっておりません。

・安い広告を見て頼んだつもりが現地調査に来たらあれこれ言われて高額になってしまった。

・「ついでに他の場所もどうですか？」などと営業された。

これらの体験をしたお客様からすると、分からないものは注文しずらい、比較しずらいなどの感情から非常に閉鎖的なマーケットになってしまっております。

リデコはそんなお客様の不安を払拭し、工務店様にもしっかりと収益のとれるマーケットを実現するためのサービスです。

工事店様は多くの現場経験からある程度の条件を定め、現場で起こりうるリスクも想定すれば工事代金の定価を定める事ができると思います。

工務店様の条件や特徴、サービスをきっちりと提示してお客様が自分で選べて比べられる環境であれば、そこにグレーなマーケットは存在せず、

お互いが満足できるwin-winの取引が可能になると考えております。

閉鎖的なマーケットをガラス張りにする事で、お客様の安心を得てリフォーム市場はより活性化し、工務店様も直接取引でしっかりと利益を確保し最大限のサービス提供を行うこ
とでこの新たな分野のＥＣ市場で一緒に成長していきたいと考えております。

リデコ株式会社 代表取締役 関根渉



リデコモールとは？

リデコモールとは
リデコモールはリデコレーション(改装する、
彩を加える)などの意味合いを持ち、

出店業者様が出品したリフォーム商品をお客様
が気軽に安心して直接注文できる、

建材や工事スキルの販売に特化した
ショッピングサイトです。

安く仕入れができる建材や磨き抜かれた工事ス
キルに値段をつけ、商品としてサイトに出品し
ていただき、見積もりや商談業務を省く垣根無
しの全く新しいリフォームのカタチです。

事業の背景
経済産業省のシンポジウムでもリフォームに対して消費者が抱える不安に、価格の見える化、や品質の維持を
図り、「安心」と「わかりやすさ」を提供して、敷居を下げる取り組みが評価されております。

日本のリフォーム市場は年間20兆円目前の市場規模ですが、一般のお客様には金額や相場も不明瞭で敷居が高く、
ニーズがあっても注文しにくい商品です。

そのため、市場売上のほとんどが営業活動を行う元請けの企業努力によるものが大きく、工事店様は
受け身になり、利益も分散されてしまうのが現状です。

そんなスタイルから脱却するために是非リデコにご参加頂き、
新規顧客獲得で貴社の収益を伸ばして頂きたい。

そしてお客様へ工事金額を開示した追加提案のない安心感と
満足を届けたい。リフォームへの敷居を下げる事で、
この市場を活性化して行きたいという思いで始めたサービスです。



リデコの特徴
工事会社様が得意な工事スキルや建材など
を商品として出品して、
直接お客様に販売する事が出来る仕組みで
す。
下請け価格ではなく市場適正価格で販売で
きるので、
収益ＵＰはもちろんお客様も中間マージン
がカット出来てwin-winのサービスが提供
できます。



リデコでは一般的なリフォームや設備設置などあらゆるジャンルの工事スキルと商品を皆様に出品
頂き、リフォーム事業全体の活性化を目指しております。

出品ジャンルは出品時に商品ごとに選べます。

・お客様が保有する設備や建材を設置する工賃を提示する場合は工事のみで出品
・建材などの販売が得意な方は商品のみで出品
・建材の仕入れも可能で工事も一括し行う場合は商品＋工事で出品

様々な工事や商品をワンストップで

出品できるジャンル 工事のみ 商品のみ 商品＋工事（材工）



キッチン 浴室 トイレ 洗面 洋室 和室 天井 壁 カーテン・
ブラインド 窓・サッシ 扉・ドア 収納・棚 住宅外壁・

屋根 エクステリア 造園 設備 専門リ
フォーム その他

システム
キッチン

ユニットバ
ス新設・交

換
便器新設・

交換
洗面台新
設・交換

フローリン
グ張替 ふすま 照明器具 クロス張替 カーテン

レール 窓 パーテー
ション 収納・棚 外壁塗装 土間打ち 石材 電気工事 建具 その他これ

ら以外

ガスコンロ 浴室コー
ティング

ウォッシュ
レット新
設・交換

洗面ボウル
交換

フロアコー
ティング 障子 クロス張替 巾木 ブラインド 網戸 引き戸 サイディン

グ
フェンス・目

隠し 砂利 水道工事 シロアリ・
害虫駆除

IHクッキン
グヒーター

浴室備品新
設・交換

洗濯機防水
パン新設・

交換
カーペット 壁紙 ロール

カーテン 断熱シート 扉 雨とい ウッドデッキ 植栽 ガス工事 バリアフ
リー

浄水器 24時間風呂 蛇口交換 クッション
フロア 畳交換 サッシ コーキング テラス 通信工事 ハウスク

リーニング

収納棚 シャッター 屋根葺き替
え サンルーム 給湯器 防水工事

食洗器
日よけ・目
隠し・窓格

子
補修・リペ

ア
ブロック積
み・塀・壁 太陽光発電 耐震補強

ビルトイン
オーブンレ

ンジ
門柱・門扉・

ポスト 蓄電池 部分補修・
リペア

玄関・ポーチ V2H

駐車場 EV充電器
カーポート 井戸
ガレージ 浄化槽
立水栓 床暖房

防犯・照明 エアコン

バルコニー 太陽熱温水
器

オーニング・
パーゴラ・日

よけ

物置
手すり

カーゲート

100種以上！
出品可能な工事カテゴリは



サービス利用料とシステムについて
登録費用 月額費用 掲載料 管理費 広告料 解約手数料

すべて無料

システム利用料
工事のみ 商品のみ 商品＋工事（材工）

8% 3.5% 10%

リデコモールで成立した工事依頼または商品購入依頼については工事のジャンルに合わせて
システム利用料が発生いたします。
決済はお客様と直接行って頂き、取引額に応じた利用料をリデコモールからご請求させて頂きます。

システム利用料とは？

お支払い方法は？
毎月末を締め日とし、取引内容に応じた請求書を送付致します。
定められた期限（原則は締め日翌月の25日）までにシステム利用料をお支払い頂きます。
お支払方法は銀行振込にてお願いいたします。

例1）120,000円の工事のみで受注した場合 → 120,000×8％＝9,600円（システム利用料請求額）
例2）495,000円の材工で受注した場合 → 495,000円×10％＝49,500円





サービス利用料とシステムについて②

出店者様の得意な工事や商品を写真やPR、
条件を決めてを商品をどんどん登録してください！
ページの内容は、掲載後もいつでも変更可能です。

ページ掲載

お客様から依頼が入る

〇月〇日
水回り・トイレ・便器交換
お願いします

リデコモールから
工事依頼が届く



工事日を決定する

業者の方から連絡がきた！
〇月〇日〇時で
工事日確定！

〇月〇日〇時に
お伺いします。

予約当日にサービスを提供する。

現地調査が必要な場合や追加で欲しい現況写真など
やり取りをトークルーム内で行って下さい。

お引渡完了。
事前に定めた決済方法で直接お支払い頂きます。

今日は
ありがとうございました。

ありがとうございました！
またよろしくお願いします



出店の流れ
出店者様

リデコのホームページより

新規ご登録をお願いいたします。

必須項目を入力いただき

メール承認を行ってください。

ログインしてマイページから事業証明書をアップロード！

マイページから得意な商品を出品

リデコモール

ご登録確認後、審査の上

サービス開始の

ご案内をいたします。



出店時に必要な書類

①法人様の確認書類
下記いずれか1つを証明書類としてご提出ください。
提出方法は会員登録後、マイページよりアップロー
ドをお願いいたします。

• 履歴事項全部証明書

• 登記簿謄本

• 現在（履歴）事項証明書

• 印鑑登録証明書

②個人事業主様の確認書類
下記いずれか1つを証明書類としてご提出ください。
下記の証明書が無い場合はお問合せ下さい。
提出方法は会員登録後、マイページよりアップロー
ドをお願いいたします。

• 納税証明書

• 労働保険の概算保険料申告書

• 個人事業の開廃業等届出書

• 各建設業の許可申請書または通知

※過去6ヶ月以内に発行されたもの 過去1年以内に発行されたもの



よくいただく質問（一部抜粋） Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

商品価格の決め方について

表示金額は原則として最低取引価格（税込）を
提示して下さい。追加料金に関しては、商品出品時に
オプション金額を設定して下さい。

クロス張替や塗装など㎡単価の仕事はどうやって
定価を決めればいいの？
1㎡だけの施工では元々お受けされないと思いますの
で、以下の様に出品して頂くと宜しいかと思います。
例1）屋根塗装 10㎡以内 〇〇〇円

20㎡以内 〇〇〇円
各社様の最低受注単位からご提示ください。

Ｑ

Ａ

集客できるのか不安ですが・・

リデコモールは運営開始から間も無く、知名度はまだ
まだ乏しい状況ですが、SNSや広告活動で皆様の収益
ＵＰにつながるよう尽力いたします。
ご利用される方々に広く認知いただければ非常に大き
なマーケットとなり得ますので、その可能性にかけて
頂き出品・登録無料のリデコサービスご利用ください。

Ｑ

Ａ

PCが苦手で出品などできるか心配・・

難しいイメージはあるかと思いますが、分かり易いサ
イト作りを目指しておりますので、出品方法など一度
試していただければスムーズにできる仕様となってお
ります。不明な点はカスタマーセンターでも対応して
おりますのでお気軽にお問合せください。

登録時の必要な証明書類がない

何らかの理由で書類が準備できない場合は、法人名ま
たは屋号名、住所、事業を行っている証明となる書類
をご準備ください。

本当に全て無料ですか？

本ガイドp.9に記載の通り、登録してお客様より依頼が
入り、貴社に収益が確定した時点でリデコモールから
システム利用料のご請求がございますが、登録・出品
などは全て無料となっておりますのでご安心ください。

Ｑ

Ａ

普通のネットショップの様に建材だけを出品できる？

商品のみの出品も大歓迎です。リデコは欲しい建材を
見つけて設置業者も探せるサイトを目指しております。

詳しくはご登録後にマイページ内Q＆Aでご確認頂けます。



出店ガイドブック

発行 ： ２０２０年1月

更新 ： 2022年4月

発行者： リデコ株式会社

※掲載内容の無断転載はご遠慮下さい

新規出品についてのお問合せ先はこちら

info@redeco.jp

03-4577-8919

ご不明点 ・ ご質問等はお気軽にお問い合わせください。

（ 受付時間 ： 平日９時～１７時 ）
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