
株式会社毎日コムネット 

新勧チラシ無料作成サービス利用者様向け 

ご利用ガイド 

✖ 

https://www.maicom.co.jp/ 

２０２２年版 



無料作成サービス内容 ①サービスメリット 

https://www.maicom.co.jp/ 

自由なデザインで印刷可能 

オンライン上で簡単にデザインが作成可能 

毎日コムネットのオリジナル新勧チラシテンプレートもご利用可能 

今年作ったチラシデータ（マイデザイン）は、次年度にも引継ぎ可能 
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Googleフォームより
お申込みください 👉 

新勧チラシWEBサイトの 
お申込上のご注意を 
ご確認ください👉 

申込期日 ２０２２年２月１０日（木） / 先着８００団体 

毎日コムネットの 新勧チラシ無料作成サービスメリット 

※セキュリティ設定のためユーザー受信拒否と認識されているか、迷惑メール対策等でドメイン指定受信を設定している場合、メー ルが正しく届かない 

  ことがあります。【@google.com】【@maicom.co.jp】【@raksul.com】のドメインを受信できるようにご設定のうえ、お申込みください。 

  メールが届かない場合は、新勧チラシ担当にお問合せください。 

お客様が作成した新勧チラシのデザインをラクスルでご注文いただき、 

毎日コムネットがその印刷費を負担するサービスです。 
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     毎日コムネットの新勧チラシ 

https://www.gasyukuryoko.com/shinkan/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDXnNH66Ki0nePtFp8pHJe4nEugns3DeGpZeJsV8EeUXzTcQ/viewform
https://www.gasyukuryoko.com/shinkan/


Googleフォームよりお申込みいただいた作成担当者様に、毎日コムネットの 

法人アカウントに紐づくお客様専用ラクスルアカウントを発行します。 

そちらのアカウントより、以下の仕様にてご注文ください。 

    発行されたアカウント以外からのご注文は、本サービスの対象外となります。  

https://www.maicom.co.jp/ 

※１  大学の規定によりＡ４以外のサイズを希望する場合は、新勧チラシ担当にご相談ください。  

※２  「最短お届け予定日」は実際のお届け日とは異なります。（2022年3月下旬のお届けを予定しています。） 

無料作成サービス内容 ②チラシ仕様 

 
  チラシ仕様 
 

サイズ       ： Ａ４ 
用紙 / 厚さ     ： 光沢紙 / 標準 
印刷カラー     ： 片面カラー 
加工            ： 加工なし 
印刷部数           ： 500部 or 1,000部 
ご注文件数     ： １件  
最短お届け予定日   ： ７営業日 ※２ 

※１ 
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     毎日コムネットの新勧チラシ 

！ 



お客様ご自身でスケジュール管理、デザイン作成を行っていただきます。 

以下の情報を参考に、ご注文・データ入稿を進めてください。 

https://www.maicom.co.jp/ 

▼新勧チラシ作成スケジュール 

デザイン作成 
注意事項 

各大学の規則（サイズ・掲載禁止事項など）を確認しましょう！ 

＜ 事前準備が必要な掲載情報例 ＞ 
１．写真データ 
２．年間スケジュール 
３．大学承認印 

ラクスルのデザイン作成 
ツール以外の入稿形式は 
右記QRコードで確認👉 

※大学承認印が必要な大学はいつ捺印をもらえるか確認 

早めに準備して
おきましょう！ 

無料作成サービス内容 ③スケジュール 

２月１０日（木）締切   

３月１１日（金）締切  

新勧チラシ無料作成サービスお申込み（Googleフォーム） 

① ラクスルのサイトでご注文・データ入稿 
② Googleフォームでご紹介者登録 

お客様指定住所に配送納品 
３月下旬  

：   

※チラシの出荷が完了次第「出荷完了メール」にてお知らせします。 
 メール到着から【1～3営業日後】が納品の目安となります。（納品日のご指定は出来かねます。） 

：   

：   
※お申込みいただいたアドレス宛に、お客様専用ラクスルアカウントを２月１６日(水)より順次ご案内します。 

※お客様のご注文・データ入稿後に「ご注文完了メール」をお送りしますが、この時点ではまだ完了ではありません。 

  ラクスル・毎日コムネットにて内容を確認後にお送りする「注文申請の承認メール」をもって完了となります。不備がある場合は、 
  再度ご対応をお願いすることがあります。万が一メールが届かない場合は、新勧チラシ担当にお問合せください。 

※ 

１ 

２ 

３ 
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     毎日コムネットの新勧チラシ 

https://raksul.com/guide/submit-data/faq-1/
https://raksul.com/guide/submit-data/faq-1/


https://www.maicom.co.jp/ 

※大学承認印が必要な大学はいつ捺印をもらえるか確認 

会員登録から手続き完了までの流れ 
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     毎日コムネットの新勧チラシ 

１ 

２ 

＜手続き完了＞ 

1．会 員 登 録 （６P～８P） 

2．ご   注   文 （１０P～１２P） 

3-A．データ入稿 （１３P～１６P） 

5.申込完了 （１８P） 

4-B．データ入稿 （１３P～１６P） 

3-B．お届け先の入力 （１７P） 

4-A．お届け先の入力 （１７P） 

チラシデータ未作成の方は
こちらへお進みください 

チラシデータ作成済みの方は 
こちらへお進みください 

チラシデータ入稿は後日 
改めての対応でもＯＫ！ 

ラクスル操作ガイド 

【受付完了メール】が届きますので 
必ずご確認ください 

（１９P） 

 ラクスル   
 オンラインデザインテンプレート利用 
 https://raksul.com/guide/design/online-design/flow/ 

 毎日コムネットオリジナル 
 デザインテンプレート利用 （２０P～２１P） 

 前回作成チラシデータ利用 （２２P） 

チラシデザイン作成のご案内 

オペレーターチェックの案内 （２３P～２５P） 

オペレーターチェックについて 

チラシデータの形式によって「オペレーターチェック」
が必要となります（２３P～２５P) 

【注文申請の承認メール】が届きま
すので必ずご確認ください 

https://raksul.com/guide/design/online-design/flow/
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【ラクスル操作ガイド】会員登録①（毎日コムネット請求グループ会員） 

Googleフォームでお申込みいただいたメールアドレスに【ご招待メール】をお送りします。 
以下手順にて会員登録を行ってください。 

次ページへ進み、必要項目をご入力ください 

※ご招待メールが届いたメールアドレスで、すでにラクスルの会員登録 
  をしている場合は、ログイン後に企業マイページに遷移します。 

https://www.maicom.co.jp/ 

「株式会社毎日コムネット アカウントに参加する」をクリック 
※万が一メールアドレス、会社名が異なる場合はご連絡ください 

     毎日コムネットの新勧チラシ 

③ 

④ 

【ご招待メール】 ① 

【ご招待メール】が届いたメールアドレスを 
入力し「登録を続ける」をクリック 

【ラクスルアカウント登録画面】 ② 

1 

次へ 

株式会社毎日コムネット 
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【ラクスル操作ガイド】会員登録②（毎日コムネット請求グループ会員） 

https://www.maicom.co.jp/ 

内容に問題がなければ 
「確認画面へ進む」をクリック 

     毎日コムネットの新勧チラシ 

■入力項目 
 

・パスワード 
 

・お名前 
 

・お名前（フリガナ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・電話番号 
 

・会社名 
 
 
ご所属の「大学名・団体名」をご入力ください 

・都道府県 
 
 
「お住まいの都道府県」をご選択ください 

・従業員数 
 
 
「ご所属団体の規模に近いもの」をご選択ください 

・業種 
 
 
「ご所属団体の系統に近いもの」をご選択ください 
 
例） ・スポーツ系サークル ⇒ 「スポーツ」 
 
    ・文化祭実行委員会 ⇒ 「その他」 
 

1 

次へ 

株式会社毎日コムネット 
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【ラクスル操作ガイド】会員登録③（毎日コムネット請求グループ会員） 

【ラクスルアカウント登録画面】 

【会員登録完了メール】 

https://www.maicom.co.jp/ 

内容に問題がなければ 
「上記に同意して登録する」をクリック 

     毎日コムネットの新勧チラシ 

チラシデータ入稿がすぐにできない場合も 
続けて「注文」まで行ってください 

1 

 
続けて注文・データ入稿を行う場合は 

「続けてログインする」をクリック 

会員登録完了 
次へ 

株式会社毎日コムネット 



ラクスルTOPページにアクセスし、右上の「マイページ」ボタンからログイン 

【ラクスル操作ガイド】ログイン 

https://www.maicom.co.jp/ 

■メールアドレス 
【ご招待メール】が届いたメールアドレス 
（Googleフォーム「毎日コムネット新勧チラシお申込フォーム」に登録したアドレス） 

 
■パスワード 
会員登録時に設定したパスワード（半角英数字混合8文字以上） 

■ラクスルTOPページ 

URL : https://raksul.com/ 
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     毎日コムネットの新勧チラシ 
1 

次へ 

https://raksul.com/
https://raksul.com/
https://raksul.com/


「チラシ・フライヤー印刷」を選択し 

「A4チラシ・フライヤー」をクリック 

※大学の規定により A4以外のサイズ を 

希望する場合はご相談ください 

毎日コムネット 新勧チラシ担当 TEL：03-6388-0435 

https://www.maicom.co.jp/ 

【ラクスル操作ガイド】ご注文① 

10 

ラクスルTOPページから「チラシ・フライヤー」→「A4チラシ・フライヤー」を選択し、注文画面へ 

     毎日コムネットの新勧チラシ 
2 

次へ 



内容を確認し 
「カートに追加する」をクリック 

https://www.maicom.co.jp/ 

【ラクスル操作ガイド】ご注文② 
以下赤枠と同じ仕様を選択 ※こちらの仕様以外でのご注文は受付できません。 

※大学の規定により A4以外のサイズ をご希望する場合はご相談ください 
毎日コムネット 新勧チラシ担当 TEL.：03-6388-0435 

「500部」 or 「1,000部」 
どちらかを選択 

「7営業日」を選択 
※自動で日付が表示されますが、 
 実際のお届け日とは異なります 
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     毎日コムネットの新勧チラシ 
2 

・ ・ 

次へ 

料金が表示されますが、費用は毎日コムネット負担となりますので問題ありません ！ 

無料 

初期設定は「両面カラー」になっているので、 
必ず「片面カラー」を選択し直してください 



https://www.maicom.co.jp/ 

【ラクスル操作ガイド】ご注文③ 

※後ほどデータを入稿する場合は「後から入稿する」を    

  チェックし、お届け先をご入力ください 

   （本マニュアル17ページへお進みください） 

内容を確認し 
「データを入稿する」をクリック 

12 

    

     毎日コムネットの新勧チラシ 
2 

無料 

「お支払い、お届け先の入力へ進む」をクリック 

チラシデータ作成済みの方は 
こちらへお進みください 

１３Pへ 

１７Pへ 料金が表示されますが、費用は毎日コムネット負担となりますので問題ありません ！ 

     後日データを入稿をする場合 
ラクスルTOPページ上部右の「データ入稿」（黒色のメニューバー）からデータ入稿を進めてください 

※データ入稿を進める場合はログインが必要となります 

https://raksul.com/


https://www.maicom.co.jp/ 

【ラクスル操作ガイド】データ入稿①チラシ選択 
作成データをアップロード 
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     毎日コムネットの新勧チラシ 

「データチェックを行う」をクリック 
毎日サークル新勧チラシ.pdf 

作成データに合わせてクリック 
【マイデザインから選択】 
・ラクスルWEB上で作成したデザイン 
 ・毎日コムネットオリジナルデザイン 
 
【ファイルから選択】 
上記以外で作成したデザイン 
 
※毎日コムネットオリジナル 
   デザインの作成方法詳細は 
  デザイン編集マニュアルを 
  ご参照ください 

選択したデータがアップロードされていることを確認 

4-B 3-A 

２０Pへ 

次へ 



https://www.maicom.co.jp/ 

■データ形式の変更方法（推奨PDFへの変換） 

https://raksul.com/guide/create-data/application/pdf/ 

※ラクスルの標準のデータチェックに対応していない 

  データ形式の場合、以下の画面が表示されます。 

  【 pdf / ai / jpg / png / tiff 】へのデータ形式変更 

  を推奨しますが、変更不可の場合は「オペレーター 

  チェックへ進む」をご選択ください。 

  （本マニュアル２３ページへお進みください） 

 

【ラクスル操作ガイド】データ入稿②データチェック 

14 

     毎日コムネットの新勧チラシ 4-B 3-A 

次のページへ（１５P） 

２３Pへ 

処理が終わると 

「データ入稿 - スピードデータチェック入稿結果」 

画面へ自動で切り替わります。 

https://raksul.com/guide/create-data/application/pdf/
https://raksul.com/guide/create-data/application/pdf/


https://www.maicom.co.jp/ 

     仕上がりプレビューを確認し、問題なければ 
  「データを入稿する」をクリック 

【ラクスル操作ガイド】データ入稿③結果・確認 

15 

    「最終確認へ進む」をクリック 

    「確認用PDFで確認する」をクリック 
（PDFをダウンロードして確認） 

     毎日コムネットの新勧チラシ 4-B 3-A 

次へ 3 

2 

1 



https://www.maicom.co.jp/ 

【ラクスル操作ガイド】データ入稿④ 

16 

     毎日コムネットの新勧チラシ 4-B 3-A 

「お支払い、お届け先の入力へ進む」をクリック 

無料 

料金が表示されますが、費用は毎日コムネット負担となりますので問題ありません ！ 

次へ 



✓チェックは入れ
ないでください ！ 

https://www.maicom.co.jp/ 

【ラクスル操作ガイド】お届け先の入力 

17 

     毎日コムネットの新勧チラシ 
3-B 4-A 

チラシの仕様が正しいか再度ご確認ください 

★「片面カラー」が選択されているか 

★「7営業日」となっているか 

無料 

 料金が表示されますが、費用は毎日コムネット負担となりますので問題ありません ！ 

次へ 

「購入手続きに進む」 

をクリック 

この画面が表示されたことで毎日コムネットと紐づいてい
ることが確認できます。この画面が出てこない場合は、専
用アカウントでログインし直してください 

「ご注文を確定する」をクリック 
※確定後の変更はできかねますのでご注意ください 

※特殊な法人アカウントのため 

  こちらの変更は不可です × 

「お届け先の登録」をクリックし 

お客様宅の住所をご入力ください 

※受取を拒否される可能性があるた

め納品先を大学にしないでください 



https://www.maicom.co.jp/ 

【ラクスル操作ガイド】購入完了と以降の流れ 
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     毎日コムネットの新勧チラシ 
5 

次へ 

「ご注文」「データ入稿」完了後、右の画面が 
表示され【注文完了メール】が届きます。 
 
 
ラクスルにてデータ確認後【受付完了メール】が届き
ます。 
※印刷用データとして不備がないかの確認です。デザインや
内容の確認は行いません。 

 
 
 
毎日コムネットにて最終確認を行い、「承認」または
「却下」のご連絡をします。 
内容により、再度ご対応をお願いする可能性 
がありますので必ずメールチェックをお願いし
ます。（１９P「手続き完了」参照） 
 
 
チラシ出荷時に【出荷完了メール】が届きます。 
メール到着から「1～3営業日後」が納品の目安 
となります。（3月下旬のお届け予定です） 

受け取ることができなかった場合は「不在連絡票」を 
ご確認のうえ、お客様ご自身で再配達を依頼 
してください。 
 

チラシの出荷が完了する
までメールが届きますの
で、随時メールチェックを
お願いします 

※万が一メールが届かない場合は、新勧チラシ担当にお問合せください。 

3月11日（金）以降 
順次ご連絡します 



▼全ての手続きが完了となると【承認メール】が届きます。 

https://www.maicom.co.jp/ 19 

手続き完了（注文の承認と却下） 

▼注文内容に不備がある場合【却下メール】が届きます。 

以下「注文申請の承認メール」が届きましたら、全ての手続きが完了となります。 

        注文申請が「却下」された場合は、不備がある項目を確認のうえ、「ご注文」からやり直してください。 

     毎日コムネットの新勧チラシ 

！ 

！ 

１０Pへ 

3月11日（金）以降 

順次ご連絡します 

  

全ての手続き完了 
となります 

様 様 

不備がある項目を確認の
うえ、「ご注文」からやり直

してください。 
（コメント欄確認） 
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次へ 

https://www.gasyukuryoko.com/shinkan/
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https://raksul.com/guide/design/online-design/


22 

２１Pへ 

https://raksul.com/guide/design/online-design/flow/


オペレーターによる目視確認を行います。 
データチェックの結果はメールで届きます 
ので、必ずご確認ください。 

※結果のご連絡まで「半日～1日程度」お時間をいただきます。 

https://www.maicom.co.jp/ 23 

オペレーターチェック入稿 ー 手順① 

毎日サークル新勧チラシ.pdf 

「オペレーターチェックで入稿する」をクリック 

入稿データ形式を選択 

「PDF確認」について希望を選択 
 
☑チェックあり 
PDF確認なし：データチェック完了後、不備がなければ 
お客様の最終確認なしで次の工程へ進みます 
※不備があった場合は、お客様の最終確認が必要となります 
（本マニュアル２４ページへお進みください） 
 
□チェックなし 
PDF確認あり：データチェック完了後、お客様による仕上がりイメ
ージ確認を行ってから次の工程へ進みます。 
（本マニュアル２５ページへお進みください） 

     毎日コムネットの新勧チラシ 

２４Pへ 

２５Pへ 

「チェック項目」について希望を選択 

※データチェックお急ぎ便は利用しないでください × 



▼入稿作業後に【受付完了メール】が届きます。 

https://www.maicom.co.jp/ 24 

オペレーターチェック入稿 ー 手順② 

※メールをご確認いただき、不備があった場合は 
  ご対応をお願いします。 

▼データチェック完了後に【結果メール】が届きます。 

☑チェックありの場合 

オペレーターがデータ確認を行い、不備がなければお客様によるPDF確認 

なしで次の工程に進みます。 

     毎日コムネットの新勧チラシ 



▼入稿作業後に【受付完了メール】が届きます。 

https://www.maicom.co.jp/ 25 

オペレーターチェック入稿 ー 手順③ 

▼データチェック完了後に【結果メール】が届きます。 

□チェックなしの場合 

オペレーターによるデータ確認後、結果が届きます。 

     お客様によるPDF確認を行ったのち次の工程に進みます。 

※メールに記載されている「最終確認の方法」をすべて行うまで完了となりませんのでご注意ください。 

     毎日コムネットの新勧チラシ 

！ 

！ 



ラクスルの操作に関するご不明点は 

お電話にてお気軽にお問合せくださいませ。 

お問合せについて 

https://www.maicom.co.jp/ 

お申込・ご紹介者様登録・ご注文に関するご不明点は 

お電話またはメールにてお気軽にお問合せくださいませ。 

株式会社毎日コムネット 新勧チラシ担当 

📞 03-6388-0435（平日 10：00～17：00） 

✉ shinkan@maicom.co.jp 

26 

     毎日コムネットの新勧チラシ 

ラクスル株式会社 
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