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「ショップ会員」とは自分で商品をデザインしてClubTで販売できる無料会員のことです。
※ClubTで販売されている商品を購入するだけの場合は、ショップ会員登録する必要はありません。

1　ショップ会員登録　　

 3

ClubTトップページの「会員登録」を

クリックして

「会員登録画面」に移動します。

会員登録画面で

氏名、メールアドレスを明記して

自由にパスワードを設定します。

必要事項を入力したら

画面一番下の「登録する」を

クリックして登録完了です。

  

1  会員登録

登録後、登録メールアドレス宛に

ClubTから専用の IDが書かれた

案内メールが届きます。

クリック

クリック

必ずメモしておきます。
今後サービスを受ける際や
お問い合わせする際に必要と
なります。

2  IDの取得

ID ! 



2　ログイン　　

 4

自分専用のページにログインします。

「ログイン画面」で

専用 ID、登録メールアドレスを

入力して

「ログイン」をクリックします。

ログイン画面右側の

「IDを忘れた方はこちら」を
クリックします。

登録メールアドレスを入力して
「送信する」をクリックします。　

IDを忘れた 

送信後、登録メールアドレス宛に
ClubTからお知らせメールが届き
専用 ID、パスワードをそれぞれ
確認できます。

クリック

2  次回から自動的にログイン

1  会員認証

ClubTトップページの「ログイン」を

クリックして

「ログイン画面」に移動します。

チェックを入れると、次回から IDと
パスワードの入力を省けます。

クリック

ログイン画面右側の

「パスワードを忘れた方はこちら」
をクリックします。

専用 IDと登録した名前を入力して
「送信する」をクリックします。　

パスワードを忘れた 

クリック

クリック

クリック

? 

? 



 



4　プリント方法について　　

 6

プリント方法によって仕上がりが変わります。

白インクをふいてから　　　　　　　

カラープリントする方法です。

濃い色のボディでも鮮やかな

プリントが可能です。

2  Pure Color Print

生地にインクを染み込ませる

プリント方法です。

インクの色が生地の色に透けた

風合いになります。

1  インクジェットプリント

AI, GIF※1, PNG※1

※1  透明部分にチェックあり

JPEG, GIF※2, PNG※2

※2  透明部分にチェックなし

適応される

（背景が透過される）

適応されない

（背景が残る）

プリントは CMYKカラー ( シアン、マゼンダ、イエロー、ブラック）の

インク4色の重ね合せで行います。

発光させて色を表現するモニターの RGBカラーとは違い、色の表現幅が狭く

全体的にくすんだり色あせした様に見えます。

特に青や緑系統の色は、非常にくすんだ色になります。

仕上がりの色に近い CMYKで画像ファイルを作ることをお薦めします。※1

※1 CMYKのデータにしてあっても、モニター上では RGBで CMYKを擬似的に表現しているだけなので

       実際の刷り上がりの色とのズレが多少あります。

？ プリントカラーについて

色のついた生地は
生地の色が透ける

元のデザインの
色のまま



5　画像のアップロード

 7

「プリント画像」と販売画面で表示する「サムネイル画像」※1をアップロードします。
※1  「サムネイル画像」は Illustrator、Photoshopの画像ファイルの場合のみ必要　4ページ参照

クリックでアップロード完了

クリックするとプリント時の

色を確認できます。

クリック「ログイン」※2して

「アイテムの制作はこちらから」を

クリックします。
※2  「ログイン」3ページ参照

「参照」をクリックして

前面画像、背面画像※3のファイルを

選択します。
※3  片面プリントの場合は、どちらか1つ

「参照」をクリックして

前面サムネイル、背面サムネイル

のファイルを選択します。

商品の表と裏のどちらを販売画面で

表示させるか選ぶ。

プリント面の裏表を固定するか

購入者に選択させるか決める。

チェックなし　　　　　　チェックあり

「縮小画像の背景を黒にする」に

チェックすると画像一覧や

レイアウト時に確認しやすくなります。
（実際のプリント画像は変更されません。）

クリック

1  アップロード

2  文字を入れる場合
文字のみのデザインを作りたい場合や

画像に文字を入れたい場合はチェック

します。※4 （ Illustrator、Photoshop形式

のファイルには文字を入れられません。）

※4  「文字入れツール」7ページ参照

3  白のみのデザインの場合



6　文字入れツール

 8

「文字入れツール」は画像ファイルをアップロードせずに文字のみのデザインを作ったり、
画像ファイルに文字を入れることができます。
※Illustrator,Photoshopの画像ファイルには文字入れツールが使えません。

「画像のアップロード」画面で

「文字を入れる」※1にチェックを

入れた状態で進みます。
※1 「文字入れ場合」6ページ参照

1  文字入れツール

「前面」と「背面」

文字を入れたい面の下にある

「文字を入れる」をクリックします。

クリック

画面下の

「文字を追加」をクリックすると

文字入力フォームが表示されます。

フォントを選びます。

テキストを入力します。

「拡大ボタン」「縮小ボタン」で

文字の大きさを調節します。

「色選択」をクリックして

カラーチャートを表示させ

十字カーソルを合わせて色を選択

します。

色を選んだら「決定」をクリック

します。

クリック

2  前面と背面を選ぶ

3  文字を追加

フォントを選ぶ

テキストを入力

拡大・縮小

クリック

明るさ・暗さ



 9

「文字を追加」をクリックして

新しい文字入力フォームを

表示させます。

最大3種類まで出来ます。

5  文字の位置の移動

テキストをドラッグして位置を

変えられます。※１

※１ ここで決めた配置がそのまま
         プリント画像となります。

画面下の「決定」をクリックします。

ドラッグして位置を移動

4  違う種類の文字を入れる

クリック

新しい入力フォームが
表示された

クリック

OKならクリック

表示されている画像でOKなら

「次へ」をクリックします。

修正したい場合は再び

「文字を入れる」をクリックすると

画像を作り直せます。

作り直す

6  画像の確認



10

7　アイテムの選択
画像をアップロードしたら、作りたいアイテムをチェックしていきます。

「画像のアップロード」※１をしたら

作りたいアイテムをクリックします。
※１ 「画像のアップロード」4～ 7ページ参照

1  アイテムの種類を選択

アイテム種類を選択をすると

アイテムの色のページにジャンプ

します。

作りたい色にチェックを入れます。

全色作りたい場合は「ALL」に

チェックを入れます。

画面一番下に移動して

「次へ」をクリックします。

2  アイテムの色を選択

必要な色をチェック

全色をチェック

ページがジャンプする

クリック



8　販売情報設定

11

ClubTで商品を販売する時の商品情報を設定します。

画像に合った

「テーマ」「テイスト」※１「素材」「色」

のジャンルを選びます。
※１ 「テイスト」は1つまたは、2つ選びます

1  ジャンルを選択

2  販売情報

「商品名」「報酬額」※2「商品説明」を

入力します。
※2「報酬額」は

　　0円~10,000円以内で設定できます。

チェックを入れると販売画面の表示が
商品名＋アイテムの種類(色 )になる

3  mixi 内で販売制限

制限したい場合は

「マイミクのみに販売」

「コミュニティー参加者のみに販売」

にチェックを入れます。

確認事項を読みチェックを入れて

「次へ」をクリックします。

「制限無し」の場合は
ここにチェック

チェックする

クリック

クリック



9　レイアウトツール

12

画像ファイルをアイテムにレイアウトします。

「レイアウト設定」をクリックします。

1  レイアウトツール

2  画像の配置と拡大・縮小

画像をドラッグして移動させて

配置を決めます。

つまみで画像のサイズを調節します。
※画像は赤い枠の中に収まるようにします。

レイアウトが出来たら

「デザインを決定する」をクリック

します。

画面一番下にある

「この内容で決定」をクリックして

アイテムの販売開始をします。

クリック

縮小　　　　　　　　             拡大

クリック

ドラッグ

クリック



10    会員専用ページ　　　

13 

　

ショップ名、報酬価格、銀行口座、

名前、メールアドレスなどの変更が

できます。

クリック

1  基本情報の設定

ClubTトップページの「ログイン」

をクリックしログイン※1して

「会員専用ページ」に移動します。
※1「ログイン」3ページ参照

販売中の商品情報の変更や

削除ができます。

2  商品情報の設定

「売り上げレポート」で

月毎の販売数や

報酬の確認ができます。

3  販売データの閲覧

「マイショップ」の

ヘッダーやフッターの設定が

できます。

4  ショップカスタマイズ

クリック

「設定した報酬額」※1+「アイテムの価格」=「商品の価格」※2となります。
※1  報酬は 0 ～ 10,000 円以内で設定できます。
※2  両面プリントの場合は、さらに +210 円 ( 税込 ) です。( マグカップは片面と同じ価格で制作できます )
        ターボライター両面プリントの場合は、さらに +900 円 ( 税込 ) です。

？ 商品の価格について

　    報酬　            0 円　　   100 円　　   500 円         1,000 円
販売価格        1,995 円　　2,100 円　　2,520 円　　3,045 円

例 .  白Ｔシャツ1995円 (税込 )片面プリントの場合



11    ClubT ヘルプページ　　　

14 

キーワードを入力して

「検索」をクリックします。

クリック

ClubTトップページの「ヘルプ」を

をクリックします。

「カテゴリー」の中から選んで

クリックします。

2  カテゴリー

マニュアルで不明な点はClubTヘルプで確認できます。

説明が表示されます。

クリック

1  検索

ClubTヘルプ
http://help.clubt.co.jp/

http://help.clubt.co.jp/


12    ClubT に問い合わせする　　　

15 

クリック

ClubTトップページの「問合せ」を

をクリックします。

http://clubt.jp/pl/general/toiawase

「氏名」

「自分に必ず届くPCメールアドレス」

を入力します。

当てはまる「お問い合わせ内容」

にチェックします。

1  項目を入力

問合せ内容
をチェック2  追加情報

「サイト ID」※1を持っている場合は

記入します。
※1 「ID」２ページ参照

注文後の問合せの場合は「注文番号」

を入力します。

クリック

3  お問い合わせ内容詳細

問合せ内容を入力します。

「この内容で送信」をクリックします。

メールで問い合わせます。
休日明けなど混み合っている場合、返信に 数日程の掛かる場合があります。

http://clubt.jp/pl/general/toiawase


13    アフィリエイト登録

16 

クリック

ClubTトップページ「アフィリエイト」

をクリックします。

ClubTアフィリエイト
http://clubt.jp/pl/general/affiliate

上記URLから

「パートナー登録」( 無料 )をします。

1  パートナー登録

2  追加情報

こちらから

ClubTに「提携申請」( 無料 )します。

こちらからログインして

「広告原稿取得」をクリックします。

ClubTのアフィリエイトプロモーションの

「広告一覧」をクリックします。

広告原稿を選択しアフィリエイトリンク

を作成し

作成したアフィリエイトリンクを

自分のサイトやメールマガジンに

コピーして貼りつけて掲載します。

「アフィリアイト」に登録してClubTの商品を自分のブログ、HP、メルマガ等で
紹介すると商品が売れる度に報酬がもらえます。

http://www.affiliate-b.com/

アフィリエイト

成果報酬金額が 1,500円を超えると
翌月末に登録した口座に報酬が
振り込まれます。

報酬! 

クリック

http://clubt.jp/pl/general/affiliate
http://www.affiliate-b.com/
http://www.affiliate-b.com/relation/dirrelation.html?s=R1337g
https://www.affiliate-b.com/web/pa_login/


＠clubt140　おはよう！　c:red　s:back

＠clubt140　おはよう！　c:red

kurabuchi
倉淵一

＠clubt140　おはよう！

14    Twitter でＴシャツを作る

17

2  文字色の指定
「c : 色名」と入力します。

色は

black, red, orange, yellow, 

green ,blue, purple, brown

の中から選びます。

指定しないと黒色になります。

3  裏面プリントに指定

「S : back」と入力します。

指定しないと前面プリントになります。

Twitter でつぶやいた内容を文字Ｔシャツにします。※1
※1  ここで作れるアイテムはＴシャツのみです。

Ｔシャツは「twitter 文字 Tページ」または「新着商品ページ」で販売されます。※2
 ※2  つぶやいてから販売開始まで時間がかかる場合があります。

Twitterにログインします。
Twitter　http://twitter.com/

「＠clubt140」宛につぶやきます。※3

※3  最大 20文字 (全角 )まで

1  Twitterでつぶやく

Twitter 文字 Tページ
http://clubt.jp/140/

http://twitter.com/
http://clubt.jp/140/


0000000

ClubT　Ｔシャツ ( ピンク )
ロゴ！
Design  By  ClubT

15    商品を宣伝する

18 

1  商品を選ぶ

2  Twitter
商品ページ下の

「このデザインへのつぶやき」で

つぶやきます。

つぶやきには自動的に

商品のURLも貼り付けられます。

ClubTの商品をTwitterでつぶやいたり facebookのウォールに投稿します。

商品一覧ページから商品を選び

クリックします。

クリックすると

商品ページにジャンプします。

選ぶ

3  facebook
商品ページ下の

「コメントを追加…」から

コメントします。

コメントには自動的に

商品の画像とURLが投稿されます。

kurabuchi
倉淵一

倉淵一
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