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ネットショップトライアル出店メニュー
のご案内

×
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2016年

1. 概要 (1) ネットショップ市場の現状

ネットショップ市場は今後も順調に拡大し、2020年に22.9兆円まで拡大すると見込まれています。

2017年 2018年 2019年 2020年

※出典：株式会社野村総合研究所 2015/11市場予測データ
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2016～2020年のネットショップ市場の成長

1.5倍
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1. 概要 (2) ネットショップのメリット

コスト 開業・維持管理コストが安い！

家賃・外装・内装・光熱費など多額な初期費用や維持管理費用がかからない
ため、実店舗に比べて低コストで開業・運営することができます。

商圏 お客様は世界中！

ネットショップは世界中とつながっているインターネット上にお店を開くため、立地を
気にせず日本全国、世界各国に商品を販売することができます。

営業時間 販売機会は24時間365日！

お客様のご注文は24時間365日受けることができます。
※ネットショップでも定休日を設定し商品発送の調整などを行うことも出来ます。
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ネットショップ開業の 専門知識 がない

ネットショップを運営してちゃんと 集客 できるか不安

実店舗が忙しくてネットショップを運営するだけの 人手 が足りない

『 ネットショップトライアル出店メニュー』が、ネットショップ開業をお手伝いします！

何を始めるにも 初期投資 する資金が足りない

1. 概要 (3) ネットショップ開業の課題
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特長３ 圧倒的な低価格！

ネットショップトライアル出店メニューは、初期料金・プロモーション料金28万円(税別)

を負担せずに、ネットショップの開業から集客まで行うことができます。

特長１ 自社サイトとYahoo!ショッピングの同時出店！

個性ある独自の自社サイトを作り、自由に運営することができます。
また、圧倒的な集客力を誇るYahoo!ショッピングに同時出店し相互リンクする
ことで、お店の成長を一気に加速します。※Yahoo!ショッピングの出店には審査があります。

特長２ 圧倒的なサポート力！

自社サイトとYahoo!ショッピングの開業に必要なすべての作業を代行します。
開業後は原稿などの素材をご提供いただければ、ページ更新・広告運用なども
すべて代行します。

2. サービスの特長
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2. サービス全体内容

項目 内容

1

開店前

初期設定

下記情報をご提出いただき、初期設定を代行。
①企業情報
②決済情報
③配送情報

※特定商取引法に準じまして、上記についてはページ上に明記いたします。

2 ページ制作 画像素材と原稿をご提出いただき、ページ制作を代行。

3 開店 ページ制作完了後、開店申請を代行。

4

開店後

ストア運用

以下の業務を代行。
①販売計画の立案
②販売計画に従ったバナー/商品ページ/企画ページの制作
③トレンドにあわせた企画の立案
④運用結果のレポート作成・報告

※お客様のご対応（問い合わせや発送）については、 企業様にてご対応いただきます。

5 広告運用

以下の業務を代行。
①広告の選定
②出稿内容の選定
③販売計画に従った出稿スケジュールの作成
④広告の運用
⑤運用結果のレポート作成・報告

ネットショップ運用に必要な作業・業務を一部を除き、全てGMOコマースにて代行いたします。
ご提供サービスの詳細は以下の通りとなります。
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2. サービス内容 開店前①

自社サイトと
Yahoo!ショッピングの

2サイトの制作を代行！

以下3点をご提供いただき、GMOコマースが初期設定及びページ作成を行います。
（必要に応じて、電話にてヒアリングをさせていただきます。）
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2. サービス内容 開店前②：自社サイトのサイトイメージ

自社制作例 制作代行例

テーマ画像を
掲載

カテゴリに枠を
作成

看板とナビ画像
を掲載

自社サイトがどのようなお店なのか、信頼できるお店なのか分からないとお客様が離脱してしまいます。
「特定商取引法に基づく表記」など基本的な項目から、看板やナビなど随所にこだわりをもって制作し、お客
様に安心感を与えます。
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2. サービス内容 開店前③：Yahoo!ショッピングのサイトイメージ

自社制作例 制作代行例

テーマ画像を
掲載

会社情報と
配送方法を
掲載

看板とナビ画像
を掲載

たくさんのネットショップが並ぶモール内で、ページ制作が不十分だと競合店と比較されてお客様が離脱してし
まいます。
基本情報の掲載をはじめ、看板やナビなど随所にこだわりをもって制作し、お客様に安心感を与えます。
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2. サービス内容 ストア運用のサポートメニュー①：運用代行の流れ

売上向上に必要なページ作成・更新作業、広告作成・出稿作業を代行します。
お申込時に、全体的な運用方針についてご相談させていただき、運用の流れを確定いたします。
定期的な振り返りをしながら「売れるネットショップ」を構築していきます。
運用代行の結果について、GMOコマースより定期的にフィードバックを実施いたします。
※状況に応じて出店企業様にお打ち合わせをご依頼する場合がございます。

•作成、更新をした
結果を検証

•販売計画を修正

•計画に合わせて
ページ作成、更新

•広告選択、出稿

•販売計画立案

計画 実装

検証改善
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2. サービス内容 ストア運用のサポートメニュー②：ストア運用代行

「ストア運用」は、ストア開店後の運営に必要な各種作業を代行するサポートサービスです。
販売状況に合わせて弊社にて以下のサービスから最適と考えられる更新作業を判断し、代行いたします。
お客様のご対応（お問い合わせや発送作業など）については、企業様にてお願いいたします。
なお、下記に含まれない作業をご希望される場合、別途オプションとしてご提供可能です。

項目 内容 項目 内容

企画特集ページ制作 商品画像加工

商品ページ制作 画像加工

ページデザイン 素材追加

看板制作 バナー修正

メイン画像制作 商品登録

ナビボタン制作 カテゴリ登録

カテゴリボタン制作 バナー設置

バナー制作 リンク修正

縦帯バナー制作

見出し画像制作

HTMLメール制作

フッター制作

制作系

加工系

登録系
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2. サービス内容 ストア運用のサポートメニュー③：広告運用代行

「広告運用」は、効果の高いクリック課金型広告を運用代行するサポートサービスです。
Yahoo!ショッピングについては、ストアマッチを併用して購入意識の高いお客様を集客します。

■Yahoo!検索連動型広告（スポンサードサーチ）

■Yahoo!ディスプレイアドネットワーク

■Google検索連動型広告

■Googleディスプレイ ネットワーク

■ストアマッチ
└①ストアのイチオシ
└②アイテムマッチ
└総代理店の強みを活かして運用

■Google商品リスト広告（Yahoo!ショッピング用）

└取り扱いはGMOコマース株式会社のみ

自社サイト
Yahoo!ショッピング

Yahoo!ショッピング専用
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商品内訳 初期料金 プロモーション料金 月額料金

自社サイト 10,800円 ― 3,240円

Yahoo!ショッピング（プロフェッショナル出店）
（※１）

0円 ― 0円

ページ制作/初期登録 86,400円 ― ―

商品ページ制作（30点まで） 10,800円 ― ―

ストア運用代行 ― ― 12,960円

広告運用代行（6ヶ月分）
（※2）

― 194,400円 ―

6ヶ月合計 108,000円 194,400円 97,200円

3. ご利用料金 トライアル出店期間（6ヶ月間）の出店初期費用、月額料金等

※料金は全て税込み価格にて記載しております。

 本サービスは、GMOコマース株式会社との6ヶ月契約となります。
（例：2016年1月18日お申し込みの場合、2016年7月17日が契約最終日となります。）

月額料金6ヶ月分は、お申し込み5営業日以内に銀行振込にてお支払いをお願いいたします。
（PDFのご請求書をメールにてお送りいたします）

期間中にサービス利用を停止した場合に関しましても、月額料金の返金は承れません。予めご了承ください。
■ 自社サイトでクレジットカード決済を導入される場合は、お申し込み後に別途お問い合わせください。

オプション（有料）でのご契約となります。
■ Yahoo!ショッピングのご利用は、ヤフー株式会社と別途契約が必要です。（※１）
■ 広告運用代行は、代行手数料35%を含む広告出稿額となります。（※2）

「ECトライアル出店メニュー」をご利用いただくことで、
初期料金とプロモーション料金（合計302,400円）が無料でご利用いただけます！
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3. ご利用料金 販売時の決済手数料等：Yahoo!ショッピング①

 Yahoo!ショッピングについては、販売時に決済、その他手数料が発生いたします。
手数料のご請求はヤフー株式会社より直接のお取り引きとなります。

 クレジットカード決済は導入必須となります。
 Tポイント原資、及びアフィリエイト手数料には最低料率がございます。

◆決済手数料

決済種別 手数料率

クレジットカード決済
決済金額の3.24％（非課税）
ワイジェイカード（株）発行カード（※1）は決済金額の3.0％

モバイル支払い（キャリア決済） 決済金額の4.48％（税別）

モバイルSuica決済 決済金額の3.6％（税別）

コンビニ決済 150円/件～300円/件（税別）

銀行振込決済（ペイジー） 150円/件（税別）

※1 Yahoo! JAPANカード等

・モバイル支払いの1注文の取扱可能金額の上限：au50,000円、NTTドコモ30,000円、SoftBank50,000円です。
・コンビニ決済の1注文の取扱可能金額は、300,000円未満です。
・銀行振込決済（ペイジー）の1注文の取扱可能金額は、1,000,000 円未満です。
・コンビニ決済、銀行振込決済（ペイジー）は、取扱可能金額が50,000 円以上の場合、別途印紙税相当額かかる場合があります。
・消費税の課税について：クレジットカード・非課税、モバイル支払い・税別、モバイルSuica・税別
・ライト出店は、モバイル支払い、モバイルSuica に対応しておりません。
・入金サイクルは月1回。末締め、翌月末払いとなります。

◆その他手数料

その他手数料 手数料率

Ｔポイント原資負担 ※２ 1％～15％（1％は必須） ※2016年4月1日から2.5％～16.5％に変更

アフィリエイトパートナー報酬原資 ※３ 1％～50％（1％は必須）

アフィリエイト手数料 アフィリエイトパートナー報酬原資の30％

※２ 税込価格に対しての料率
※３ 税抜価格に対しての料率 2016年1月時点
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3. ご利用料金 販売時の決済手数料等：Yahoo!ショッピング②

 想定売上に対してのシミュレーション

【例】
月間売上100,000円（税抜）
└アフィリエイト経由売上20,000円（税抜）
└クレジットカード決済を利用した売上60,000円（税抜）

◆決済手数料

◆その他手数料

決済種別 計算方法 手数料

クレジットカード決済 64,800円の3.24% 2,100円

その他手数料 計算方法 手数料
Ｔポイント原資負担 108,000円の2.5% 2,700円

アフィリエイトパートナー報酬原資 1％ 200円
アフィリエイト手数料 アフィリエイトパートナー報酬原資の30％ 60円

◆上記例の場合に、企業様にご負担いただく手数料

合計 5,060円（税込 5,297円）
※2016年3月31日まで、「Ｔポイント原資負担」は1%です。
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4. トライアル出店採択通知後の手続き

日程 貴社 GMOコマース

ｎ日  トライアル出店メニューお申し込み  出店手続きについてご案内

ｎ＋1営業日 －

 Yahoo!ショッピング申込方法のご案内
 初期設定/ページ制作/開店に必要な

情報についてご案内

ｎ＋1～5営業日

 Yahoo!ショッピングお申し込み
 初期設定/ページ制作/開店に必要な

情報のご提出
－

ｎ＋6～12営業日
 Yahoo!ショッピング審査結果受理

└GMOコマースに審査結果の共有

 Yahoo!ショッピング審査結果受理
 初期設定/ページ制作

ｎ＋12～16営業日 －
 開店準備完了のご連絡
 Yahoo!ショッピング開店申請

ｎ＋13～21営業日
 自社サイト/Yahoo!ショッピング運営開

始
 ストア運用/広告運用開始
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５、ご準備いただきたいもの

Confidential

【ご準備いただきたいもの】
１、商品発送をできる体制
・運送業者との契約
・梱包材の用意

２、Yahoo!ショッピング出店審査に必要なもの
・Yahoo!JAPAN ID （不明な場合は取得からご案内いたします）
・クレジットカード
・代表者情報
・お申し込み名義と一致した銀行口座情報

３、商品ページ作成に必要な情報
・販売する商品の画像（1商品3枚以上）
・販売する商品の情報（特徴、内容量、在庫など）
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商品内訳 月額料金
自社で運用したい

運用を任せたい
サポートがほしい 技術習得したい

すごい！ショッピングカート
（ライトプラン）

3,240円 ● ● ●

Yahoo!ショッピング
（プロフェッショナル出店）

0円 ● ● ●

登録作業等 32,400円～ ● － －

ストア運用 216,000円～ － － ●

広告運用 54,000円～ ● － ●

セミナー 0円～ － ● －

コンサルティング 216,000円～ － ● －

（ご参考）7ヶ月目以降継続される場合のサービスメニュー例

 トライアル期間終了前に、改めてサービスメニューを提案させていただきます。
 ご希望に沿ったプランをご用意することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

※料金は全て税込み価格にて記載しております。


