
通販サイトのはじめ方



About us 

⾃社通販の戦⼒化、モールと公式サイトの役割分担、店舗との販売・サービス連携など 
※これまでに10回開催 ( 公開セミナー含む ) 毎回 20〜30⼈ が参加し、情報と実務ノウハウを蓄積

オムニチャネルバックヤード勉強会  
2017年 スタート

⽬的

  主催者

  参加者

  テーマ

最新の通販事情およびオムニチャネル事情を情報共有し、 
ショッピング環境の変化に対応する企業のボトムアップ、実務を担う⼈材の育成を図る

通販システム構築、通販業務運⽤、店舗販売管理システム、ファッション物流、ファッション商品管理、 
それぞれの分野のプロフェッションナル5⼈

⼤⼿~中堅アパレルおよび服飾雑貨専⾨店の通販責任者（部⻑、課⻑クラス）の⽅々 
通販事業⽀援ベンダーの⽅々



・総合商社のアパレル部⾨でOEM⽣産の営業 
・欧州ブランド⽇本法⼈で輸⼊及びライセンス⽣産 
・アパレル専⾨店で⼩売販売、商品管理からチェーンストア経営を経験 

各社在職中に過剰在庫に苦労した実体験をもとに 
アパレル・靴・服飾雑貨を販売するファッション専⾨店の在庫最適化のノウハウを体系化して 
2004年にディマンドワークスを設⽴して独⽴。 
  
以後、多くの新興・成⻑中ファッションチェーンの在庫最適化のための業務再構築と⼈財育成を⽀援する傍ら、 
国内外のファッション流通を取り巻く環境や企業のビジネス構造をわかりやすく解説する専⾨家として活動中。 
⽇経新聞や⽇経ＭＪのコメンテーターやＷＷＤジャパン、繊研新聞などに寄稿をし、⼤学講座にも登壇する。 

業界ブログ「ファッション流通ブログde業界関⼼事」執筆 
著書に「⼈気店はバーゲンセールに頼らない」（中央公論新社） 
   「ユニクロ対ZARA」、「アパレル・サバイバル」（共に⽇本経済新聞出版社）がある。 

⿑藤孝浩 ディマンドワークス 代表

メンバー紹介

在庫運⽤ の専⾨家



                 
・⽉刊誌 Ollie magazine の編集者からキャリアをスタート 
・フリーライターとして honeyee.com・COOL TRANS などで活動 
・スニーカーブランドの⽣産・営業・買い付けを担当 
・SHIBUYA109系ブランドの通販事業部⻑として通販業務を担当 
・FANATIC 起業 

10年以上に及ぶ通販の現場経験、メディア業界で培ったコンテンツ⼒、 
そして⻑年のアパレル経験とアパレル通販に必要な知識と経験を広範囲で網羅。 

SHIBUYA 109を中⼼に直営・卸あわせて全国70店舗以上を展開する 
109系ブランド在籍時には、EC化率 6％ から 25％ へと引き上げる。 

起業後は、LINEの公式通販サイトの⽴ち上げや SHIBUYA109 のECのリニューアルなどを担当。 
2017年4⽉には LINE のセグメント配信ツール「 ワズアップ！ 」の提供をスタート。 
その知⾒を活かして ⾃⾝のブログやWWD、 FASHIONSNAP.com 等に通販・ファッションノウハウ記事を執筆。 

コンサルティング 
⽀援実績企業様 (⼀部) 

ワズアップ！ 
導⼊実績 (⼀部) 

野⽥⼤介 株式会社ファナティック 代表取締役

メンバー紹介

WWD 初代 
 通販ミステリーショッパー

通販 の専⾨家



・婦⼈服アパレル会社でMD、ブランドマネージャー 
・SONY通信サービス事業部（bit-drive) IT営業 
・アパレル物流 OTSにてセンター⻑、マーケティング部⻑ 
・物流コンサルティング会社 LiNKTH 起業 

アパレルメーカーにて、商品MDからブランドマネージャー 
上場から倒産を経験し滞留在庫の怖さを知る 

IT企業にてネットワーク構築に関わり、TCP ／ IPを習得 

物流会社では多くのアパレル企業の物流改善から通販物流の⽴上げ、⼤⼿セレクトのオムニチャネル物流構築経験あり 

現在は、物流コンサルとしてクライアント企業の通販サイト含め、物流改善をサポート。 
Eczineなどのメディアでの物流コラムやセミナーでの講演活動を⾏う。

⼩橋重信 株式会社リンクス 代表取締役社⻑

メンバー紹介

物流 の専⾨家



・旅⾏代理店でのインターネット通販 部⾨⽴ち上げと運営を開始 
・モバイルEC業界にて、バイヤー後に物流とCS責任者を経験 
・セレクトスクエアにて、既存・新規ブランド担当、後に物流および 
 フルフィルメントセンター⽴ち上げを実施 
・GLADDにて物流移転および⾃社物流化を実施 
・ダイアモンドヘッドにて⼤⼿セレクト通販のリニューアルを経験 
・フレイバ・プロジェクツ設⽴ 

2001年よりインターネット通販に関わり、2006年より本格的にファッション通販を経験。 
セレクトスクエア在籍時には、出店ブランドの管理責任者および新規ブランド開拓を担当。 
⾃社物流センターや撮影スタジオの開設も担当する。 

その後は、GLADD、ダイアモンドヘッドを経てフレイバ・プロジェクツを設⽴。 
フレイバ・プロジェクツではインターネット通販の構築と運営⽀援を実施。 

また店舗にあるミラー上でイメージ訴求や通販連動が可能な 「MIRROR-AI」、⾃動採⼨アプリ 「mysizeis.Clothes」 、  
店舗分析ソリューション 「RetailNext」 の提供も⾏っている。 

 
⾃社企画（取扱）ソリューション 

髙⽊勝 株式会社フレイバ・プロジェクツ 代表取締役

メンバー紹介

サイト運営 の専⾨家



⼤家正⺒ 株式会社ヴィバーク代表

メンバー紹介

・ビジネス情報システムの構築を⼿掛ける「株式会社ヴィバーク」代表取締役。 
・情報処理技術者試験「ITストラテジスト」合格者の団体「⽇本ITストラテジスト協会」会員 

ビジネス情報システムの開発エンジニアとして約10年の経験の後、2002年に独⽴、起業。 

流通⼩売業向けの受発注売上管理システムや売上分析システム等の構築を得意とする。 

創業以来、数⼗社の基幹システムを⼿掛け、今では稼働開始から15年を超えて運⽤保守を続けている⻑寿システムも。 
顧客とも⻑年のお付き合いとなるため、きめ細かくスピーディな保守体制を継続している。 

現在はファッション業界向けオムニチャネルシステム「Omni in One」を展開中。 
「販売管理システム」「ECサイト」「店舗POSシステム」を統合した⼀体型のオムニチャネルシステムを実現している。 

情報システム の専⾨家
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はじめに：ファッション通販市場規模 

合計 10兆 515 億円

ファッション市場全体 通販売上⾼ EC化率 

13 兆 7707 億円  1 兆 9100 億円    13.9  ％   

経済産業省が調査した物販系分野の 
2019年 Bto C 通販市場規模 



はじめに：通販サイトの役割と顧客購買⾏動 

企業にとっての通販サイトの役割 

 ① 伝える（情報発信）＋ ② 販売する ＋ ③ 商品を届ける 
       ↓          通販売上＝②＋③ 
    店舗売上にも貢献 
    
   ※ ただの新販路ではない。実際には オンラインで知った商品を実店舗で購⼊している⼈も多い。 

現代の購買⾏動の常識 

 １） オンラインで情報を収集する 
 ２） 店舗で確認する 
 ３） 店舗で買う、またはオンラインで買う 

   → 顧客接点、顧客利便性としての通販サイトの役割はますます⾼まる 



はじめに：コロナショックは購買⾏動の変化を加速する 

新型コロナウィルスが後押しする購買⾏動の変化 
  

 ・ 顧客は通販サイトの使い勝⼿を実感した。便利に感じたことは今後も⼿放さない 

 ・ ファッション⼩売業は休業により顧客接点が途絶えることに恐怖に感じた

 後戻りしない顧客は、コロナショック後もオンライン活⽤を加速する



       D2Cブランド   ファストファッションSPA ブランド

はじめに：アパレル通販の変遷

モールは在庫連携が主流になりつつあり、公式通販サイトはオムニチャネル施策が主流に。 
また通販からスタートするD2Cブランドも⼀躍トレンドに

公 
式 
通 
販 
サ 
イ 
ト

モ 
｜ 
ル

2018 〜2013 〜 20172010 〜 20122007 〜 2009〜 2006

モール型通販サイト 
オープンラッシュ

▲OIOIweb ( 2000 )

▲ZOZOTOWN (2004 ) 

▲109net ( 2004 )

▲マガシーク ( 2003 )

▲モバコレ ( 2006 )

店舗と⽐較して出店コストが安く、新たな可能性を 
模索するチャネルとしてお試しでの出店が相次ぐ

モール型通販サイト 
出店ラッシュ

▲iLumine ( 2008 )

総合系 ( Amazon、楽天 ) 
ファッション強化

▲ロコンド ( 2010 )

▲楽天ブランドアベニュー ( 2012 ) 

▲SHOPLIST オープン ( 2012 )

▲楽天スタイライフ買収 ( 2013 ) 

▲ドコモ マガシーク買収 ( 2013 ) 

▲WEAR スタート ( 2013 )

モール型通販サイト出店精査 
在庫連携開始

▲ロコンド   

 モバコレ買収 ( 2019 ) 

 ファッション 

 ウォーカー買収 ( 2020 ) 

モール型低価格化 
在庫連携定着

▲&モール ( 2017 )

   在庫連携が定着し、 
   連携での出店が加速

多店舗出店による在庫消化率の悪化により、 
効率の悪いサイトの退店が始まる

⾃社通販サイト 
トライアルスタート

⾃社通販サイト 
本格スタート

倉庫在庫連動開始 
店舗在庫連動開始

在庫集約化 
画像／コンテンツ強化

オムニチャネル  
ネット専業の台頭 
内製化の拡⼤

⾃社で会員を抱えるためにもモールから⾃社ECに 
各社が最重要販売チャネルとして⼒を⼊れ始める   運⽤代⾏から内製化が拡⼤

▲ワールド ( 2003 ) 

▲ANAP ( 2003 ) 

▲SHELʼTTER ( 2007 )

▲BEMAS ( 2008 )

▲オンワード ( 2009 ) 

▲ユナイテッドアローズ ( 2009 ) 

▲SHIPS ( 2010 )

▲RUNWAY channel ( 2011) 
▲ナノユニバース ( 2011 )  
▲Style Cruise ( 2011 ) 

▲Ailand ( 2013 )  
▲USAGI ( 2013 )

▲ロンハーマン ( 2020 )  

スタートトゥディ・コンサルティングなどの 
運営代⾏型での出店が主流の時代



はじめに：通販事業の成⻑過程

通販事業の成⻑過程の代表例となります。まずはモールに出店して通販に慣れる第⼀段階。⾃社通販を始める第⼆段階。 
売上と共にお客様・従業員の満⾜度を求める第三段階。そして効率化を求める第四段階とあります。

運営代⾏や⼀部代⾏の
モールに出店すること
で、なるべく運⽤負荷
をかけないかたちで通
販を始める

モール運営

公式通販 
( ⾃社運営 )

公式通販リニューアル 
 ( 運営代⾏ )

第四段階第三段階第⼆段階第⼀段階

公式通販オープン 
 ( 運営代⾏ )

モール出店 
 ( ⼀部代⾏・運営代⾏ )

モール出店 
 ( 在庫連携 )

出店 
イメージ

やること

売上

体制

公式通販を⾃社運営に切
り替えて運営コストを下
げる。また在庫連携で
モールに出店して、⼿間
なく売上を伸ばす

第⼆段階で出てきた⾜り
ない機能や要望を叶える
システムにリニューア
ル。また⾃社運営も⾒据
えた体制作りも進める

モールの運営と並⾏し
て、公式通販をスタート
させる。まずは運⽤を外
注して、公式通販のノウ
ハウを学んでいく

100 万〜 1000 万

0.5⼈ 〜 1⼈

1000 万〜 1500 万

1⼈ 〜 2 ⼈

1500 万〜 5000 万

3⼈ 〜 5 ⼈

5000 万 〜

6⼈ 〜
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通販サイトを始める



まずは⾃社のタイプを知ろう！

価格 ⾼

価格 低

売上規模 ⼤売上規模 ⼩

⾼単価 ⼩規模 ⾼単価 ⼤規模

低単価 ⼤規模低単価 ⼩規模

出荷単価 10,000円程度

出荷単価 5,000円程度

通販売上  
年商 1000万 程度

通販売上  
年商 10億円 程度



通販の売り場は⼤きく分けて2つ！
通販を始める上で売り場のタイプは主に2種類あります。 
まずは⼿軽にスタートできるモール通販から初めて通販に慣れることをオススメいたします。

ネット上の路⾯店。⾃社でシステムや倉庫を構築して
運⽤も⾃社でおこなう必要がある。⼿間は⼤きいもの
の顧客情報が⾃社の資産となる⼤きなメリットが

複数のネットショップがひとつにまとまったファッ
ションビルのようなサイト。システムも倉庫も⽤意
してくれるので、商品を納品すれば運⽤できる

特徴

メリット

公式通販

・顧客データが⾃社の資産 
・⾃由なページデザイン 
・モールに⽐べて費⽤がかからないことが多い

モール出店

・集客⼒がある 
・運⽤の⼿間が少ない 
・簡単に出店、運⽤ができる

デメリット

・集客が⾃社頼み 
・運⽤の⼿間がかかる 
・ある程度の知識が必要になる

・顧客データがモール資産 
・⾃社の商品が他ブランドに紛れて⽬⽴ちにくい 
・ページデザインができない 
・公式通販より費⽤が⾼いことが多い

主なサイト
・ユニクロ 公式オンラインストア 
・ビームス 公式オンラインショップ 
・ユナイテッドアローズ 公式通販

・ZOZOTOWN 
・MAGASEEK 
・SHOPLIST

適正タイプ ⾼単価 ⼩規模⾼単価 ⼤規模 低単価 ⼤規模 低単価 ⼩規模⾼単価 ⼩規模⾼単価 ⼤規模 低単価 ⼤規模



モール通販の基礎知識



モールの運⽤⽅法は主に3つ

モールを運営する上では主に3つの運⽤タイプがあります。初期の段階ではマーケットプレイス型は避けて、 
運⽤代⾏か部分代⾏でスタートすることが無理なく通販を始めることができるので、望ましいと思います。

商品登録や問い合わせ管理、撮
影、発送など、あらゆる業務を代
⾏してくれるので⼿間がかからな
いが、その分費⽤が⾼くなる

特徴

メリット

デメリット

代表的なサイト

料率の⽬安

運⽤代⾏

運⽤の⼿間がかからない

費⽤が⾼い

MAGASEEK 
楽天ファッション

売上の30〜35％

通販システムこそモールが提供
してくれるが、商品登録・問い
合わせ管理・撮影・配送など、
すべての業務を⾏う必要がある
ので運⽤負荷が⾼い

マーケットプレイス

費⽤が安い

運⽤負荷が⾼い

楽天 
amazon

売上の10％以下

商品登録は⾃社だが、撮影・
発送・問い合わせ管理など、
⼀部の業務については、モー
ル側が代⾏してくれるので、
業務負荷が権限される

部分代⾏

運⽤の⼿間が減る

⼀部運⽤が残ってしまう

ZOZOTOWN 
丸井ウェブチャンネル

売上の25〜35％



代表的なファッションモール ( 運⽤代⾏ )

推定商品 
取扱⾼（年間）

会員数

特殊サービス

適正タイプ

マガシーク

270 億 
2018年度

50 億

ファッションウォーカー SHIBUYA 109 公式通販

̶̶̶ ̶̶̶

300 万⼈ 200 万⼈ 以上 ̶̶̶ ̶̶̶

ブランド数 1500 以上 約 500 約 1100 以上 
※ 店舗単位

約 100 以上 
※ 店舗単位

アイテム数 
※ 型単位

76 万点 13 万点 ̶̶̶ 4 万点

・d fasion 連携 
・クリーニングサービス 
・アウトレットコーナー 
・買取、リユース 
・⾃社メディア 
・バーチャルフィティング 
・画像検索

・店頭受け取り 
・アウトレットコーナー 
・⾃社メディア

低単価 ⼩規模

低単価 ⼤規模

・ロコンド 傘下へ

楽天ファッション

低単価 ⼩規模⾼単価 ⼩規模

⾼単価 ⼤規模 低単価 ⼤規模

⾼単価 ⼩規模

⾼単価 ⼤規模

⾼単価 ⼩規模

⾼単価 ⼤規模

・楽天ファッション利⽤で 
 当⽉の楽天ポイント1.5倍 
・フィットアドバイス 
・⾃社キュレーションメディア

低単価 ⼩規模

低単価 ⼤規模

注⽂単価 ̶̶̶13,100円 
2012年

̶̶̶̶̶̶



代表的なファッションモール ( 部分代⾏ )

推定商品 
取扱⾼（年間）

会員数

特殊サービス

適正タイプ

ゾゾタウン

3,248 億 
2020年 3⽉期

245億 
2020年 3⽉期

丸井ウェブチャンネル ロコンド 

827 万⼈ 
2020年 3⽉期 購⼊者数

186 万⼈ 
2019年 3⽉期 購⼊者数

ブランド数
1337  

2020年 3⽉期 
 ※ 店舗単位

約 700

アイテム数 
※ 型単位

45 万点

低単価 ⼩規模

低単価 ⼤規模

ショップリスト

242億 
2019年 3⽉期

32 万点

1500 以上

400 万⼈以上

低単価 ⼩規模⾼単価 ⼩規模

⾼単価 ⼤規模 低単価 ⼤規模

・PayPayモール連携 
・マルチサイズ 
 プラットフォーム 
・ゾゾマット 
・WEAR 
・買取、リユース

83 万点以上

・⾃社メディア ・クリック&コレクト 
・バーチャルフィティング 
・店頭在庫表⽰

138億 
2020年 2⽉期

2473 
2020年 2⽉期

93万⼈ 
2019年12⽉ -  

2020年2⽉期購⼊者数

37 万点

・アウトレットコーナー 
・サイズ交換OK 
・返品送料無料

低単価 ⼩規模⾼単価 ⼩規模

⾼単価 ⼤規模 低単価 ⼤規模

低単価 ⼩規模

⾼単価 ⼤規模 低単価 ⼤規模

注⽂単価 8,304円 5,910円 9,795円̶̶̶



代表的なファッションモール ( マーケットプレイス )

推定商品 
取扱⾼（年間）

会員数

特殊サービス

適正タイプ

アマゾン

約 1.7 兆円 約 3.4 兆円 
アパレルでは約6000億円

楽天

200 〜 300 万⼈ 
⽇本のプライム会員数

9870 万⼈ 
2019年

ブランド数
20 万  
2018年 

 ※ 店舗単位 ( アパレル以外含む )

アイテム数 
※ 型単位

ヤフーショッピング

87 万 2889 
2019年 3⽉ 

※店舗単位 ( アパレル以外含む )

低単価 ⼩規模⾼単価 ⼩規模

⾼単価 ⼤規模 低単価 ⼤規模

低単価 ⼩規模⾼単価 ⼩規模

⾼単価 ⼤規模 低単価 ⼤規模

低単価 ⼩規模⾼単価 ⼩規模

⾼単価 ⼤規模 低単価 ⼤規模

・プライム会員 
・プライム TV 
・amazon ミュージック 
・プライム ワードローブ 
・プライムリーディング 
・amazon フォト

4 万 3118 
2020年 3⽉ 

※ 店舗単位 ( アパレル以外含む )

1億 9402 万 3903 点 
2020年 3⽉ 

2億 3000 万 
2019年 9⽉ 

7692億円  
2018年度 ショッピング事業取扱⾼ 

（ LOHACO、（株）チャーム含む ）

約 1 億点

1979 万⼈ 
2017年

・プレミアム会員 
・送料分ポイント還元 
・楽天TV、トラべル、 
 ブックスでのポイント増加

・プレミアム会員 
・5 ％ 還元 
・ヤフオク⼿数料の優遇 
・漫画、雑誌読み放題 
・買い物の安⼼補償

注⽂単価 ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶



業務の流れ

商品情報の作成

ささげ

ささげ情報登録

販売開始

商品情報の送付

納品

商品情報の登録

注⽂確認 ⼊⾦確認

出荷

問い合わせ対応

返品対応

売上報告

⽉末報告

⼊⾦

⽉末締め作業

基幹システムから商品情報をダウンロードして 
モールのフォーマットに沿った形に変更する

作成した商品情報をモールへ送付する

届いた商品情報を通販システムに登録する

商品が⾃社の倉庫に到着したら、 
モールが指定する倉庫まで商品を納品する

届いた商品で撮影・採⼨・商品説明を作成 
さつえい・さいすん・げんこう。 
この頭⽂字を取って「ささげ」と表現

作成したささげ情報を通販システムに登録する

キャンセルや同梱など、注⽂の管理をおこなう

注⽂の⼊った商品をお客様に出荷する

準備ができたら販売を開始する 
多くの場合で量産分が到着してから 
ささげをするので、店頭販売⽇に間に合わない

商品のことや返品依頼など、お客様からの問い合わせに対応する 
商品のことの多くはモール側は分からないので⼀次受けしてくれる。 
その後、モール側がブランドに確認し、その内容をお客様に返答までしてくれる

お客様から返品依頼があった場合は、返品対応をおこなう

⽇次や週次で売上の報告をする 
もしくは通販システムに確認にいく

⽉末の売上報告と在庫報告をおこなう

報告にそって基幹システムに売上の⼊⼒や理論値での棚卸しをして 
報告と数値が合うか確認し、締め作業をおこなう

お互いの数値が揃うことで⽉末締めの作業が完了。 
売上が確定されるので所定の⽇付に⼊⾦をおこなう

⼊⾦を確認する



運⽤代⾏ 部分代行 マーケットプレイス

⾃社 モール ⾃社 モール ⾃社 モール

商品情報の作成

ささげ

ささげ情報登録

販売開始

⼊⾦確認

注⽂確認

出荷

問い合わせ対応

返品対応

売上報告

商品情報の送付

商品情報の登録

納品

⽉末報告

⽉末締め作業

⼊⾦

商品情報の作成

ささげ

ささげ情報登録

販売開始

⼊⾦確認

商品情報の送付

納品

商品情報の登録

注⽂確認

出荷

問い合わせ対応

返品対応

売上報告

⽉末報告

⼊⾦

⽉末締め作業

商品情報の作成

ささげ

商品情報の送付

商品情報の登録

注⽂確認

出荷

問い合わせ対応

返品対応

売上報告

⼊⾦確認

⼊⾦

⽉末締め作業

⽉末報告

販売開始

ささげ情報登録

納品



まとめ

まずはどのブランドも ZOZOTOWN への出店で通販に慣れるのが得策かと思います。 
その上で⼈員を増やせる売上規模になってきたら運営代⾏や⼀部代⾏の他モールへ出店を検討するのが良いと思います。

低単価 ⼩規模

低単価 ⼤規模

⾼単価 ⼩規模

⾼単価 ⼤規模

出店すべき 
モール

適正タイプ 第⼀候補 第⼆候補 第三候補

モール 
運⽤のコツ

 ・商品の新規更新は⼀度にすべて⾏うのではなく、何回かに分散する 

 ・モール側の営業担当者と密にやりとりして、メルマガや特集に差し込めるように交渉。   
  交渉のポイントとしては「 売上が上がりそうという根拠 」を⽰すこと 
   例：ある程度の在庫量を確保する、 
     過去実績がある商品であることをデータと共に伝える

̶̶̶

̶̶̶

̶̶̶

̶̶̶



公式通販の基礎知識



公式通販サイトを始める上で必要となるシステム

極端な話をすると公式通販サイトは通販システムだけあれば構築可能です。 
ですが商品の移動や在庫・売上を管理する上で、⼀般的には以下の3つのシステムを軸として運⽤していきます。

主な役割

代表的な 
システム

倉庫管理システム

 ・ロジザード 
 ・アイ・マネージャー

・商品情報管理 
・⼊出庫管理 
・在庫管理 
・出荷管理 
・取引先情報管理

販売管理システム

 ・CV.net 
 ・アラジン・オフィス 
 ・AP-Vision 
 ・Fashion Manger WW 

・商品情報管理 
・仕⼊管理 
・販売管理 
・在庫管理 
・会員情報管理

通販システム

 ・ECビーイング 
 ・Shopify 
 ・Future Shop 
 ・BASE 
 ・STORES

・サイト管理 
・商品情報管理 
・在庫管理 
・注⽂管理 
・会員情報管理

主に使⽤する⼈ 事業者 ( 本社 ) 
・事業者 ( 本社 )  
・通販の運営代⾏会社 
・お客様

・倉庫会社 
・事業者 ( 本社 )  
・通販の運営代⾏会社

説明

各店舗の売上や在庫の管理
を⾏うためのシステムで、
その会社にある「すべての
売上や在庫」を司る

お客様が注⽂するための画
⾯を提供し、裏側では会員
情報や注⽂情報を管理する
「販売」を司るシステム

倉庫会社が使うシステム。 
在庫や在庫移動を管理する
ためのシステムで、「物の
流れ」を司るシステム



公式通販サイトを始める上で必要となるシステムの相関図

3つのシステムは主にこのような関係で構築されます。

納品

注⽂情報

出荷情報

出荷 (売上) 情報

在庫移動情報

在庫移動完了

販売管理システム 通販システム 物流管理システム

販売開始

在庫移動情報

商品情報

商品情報

在庫情報

在庫情報

在庫移動完了



公式通販サイトを始める上で決めておきたい2つの運⽤スタイル

公式通販を運営する上では主に2つの運⽤タイプがあります。 
初期の段階では運⽤代⾏を使って、ゆくゆくは⾃社運⽤に切り替えていくのが望ましいと思います。

特徴

メリット

運⽤代⾏ ⾃社運⽤

デメリット

商品登録や問い合わせ管理、撮影、発送な
ど、あらゆる業務を代⾏してくれるので⼿
間がかからないが、その分費⽤が⾼くなる

通販システムや倉庫の選定から、商品登録・問
い合わせ管理・撮影・配送など、すべての業務
を⾏う必要があるので運⽤負荷が相当⾼い

 ・運⽤の⼿間がかからない 
 ・パートナーから通販トレンドが⼊⼿できる

 ・費⽤が安い 
 ・⾃社に知⾒がたまる 
 ・スピード感がある

 ・費⽤が⾼い 
 ・⾃社に知⾒がたまりづらい 
 ・スピード感に⽋ける

 ・運⽤負荷が⾼い 
 ・情報が集まりづらい 
 ・トレンドがキャッチしづらい

売上の 20 〜 30％ ̶̶̶⼿数料の⽬安



運⽤代⾏型の主な⽀援先

運⽤を代⾏してくれる会社としては、以下のような会社があります。 
⽉商1000万を下回る規模だと割⾼感はでるのですが、前の⼆社については⾃前の通販システムも持っています。

⾃社で通販システムや物流を
抱えているので、すべての運
⽤をワンストップで依頼可能

⾃社で通販システムや物流を
抱えているので、すべての運
⽤をワンストップで依頼可能

⾃社の通販システムこそない
が倉庫と通販システムを⽤意
すれば制作や運⽤代⾏が可能

特徴

主な 
クライアント

・SHIBUYA 109 
・ストライプインターナショナル 
・アルページュ

運⽤代⾏

・ アディダス 
・ リーボック 
・ フランドル

・ナイキ 
・スポーツオーソリティ 
・エドウィン

ささげ業務のみ

社外システム運⽤

在庫連携システム

対応可能 場合により可能 対応可能

対応可能 対応可能対応可能

⾃社保有 ⾃社保有 ⾃社保有

AMS BBF アッカ

⾃社の通販システムこそない
が、通販システムを⽤意すれ
ばワンストップで依頼可能

アパレルウエブ

対応可能

・ スーツセレクト 
・ エイグル 
・ チャプター

なし 
他社システム利⽤

対応可能



⾃社運⽤をする上で必要な通販システム ⾃社運⽤

運⽤代⾏型ではなく⾃社運⽤を選ぶ場合は、⾃社でカートを選ぶ必要があります。⼀般的には初期で100万、 
⽉ 5 〜 10万 程度は必要になるかと思うので、まずは無料のBASEで試してみるのも⼗分ありな選択肢だと思います。

初期費⽤

⽉額費⽤

サイト構築

導⼊数

導⼊事例

特徴

売上の⽬安 ／ ⽉

BASE Shopify Future Shop メルカート オムニ・イン・ワン

0 円

0 円

しない しない しない してくれる

90 万

・ソメヤスズキ 
・エリン 
・ayako 
・MFCストア

・無料で始められる 
・専⾨的な技術が 
   なくても作れる 
・無料とはいえ⼗分な機能 
・⾃由にデザインできない

〜 500 万 

0 円 

別途、開発会社の負担あり

3,000 円〜 

別途、開発会社の負担あり

未公開

・ア・ベイシング・エイプ 
・ネイバーフッド 
・ヒューマンメイド 
・⼟屋鞄製造所

・越境ECに強い 
・安価に機能を追加できる 
・細かいサポートがない 
・技術⼒のある開発会社と 
 組む必要がある

100 万  〜 5000万

2400

2.2 万円 〜

2.2 万円 〜

・ジュンハシモト 
・スーツセレクト 
・コナカ 
・グラム

・サポートが⼿厚い 
・アパレル事例が豊富 
・機能が豊富 
・連携している 
 システムが多い

49 万 円 

サイト構築費含む

8.9 万円 〜

1200

・オッシュマンズ 
・銀座⽥屋 
・アツギ 
・エース

・機能が豊富 
・管理画⾯が使いやすい 
・サイト構築も費⽤内 
・ECビーイングに 
 アップグレード可能

100 万  〜 3000 万 500 万  〜 3000万 

60 万 円 〜 

販売管理モジュール含む

5 万円 〜

してくれる

未公開

未公開

100 万  〜 3000 万 

・EC CUBEがベース 
・販売管理の商品データ連動 
・販売管理の売上データ連動 



運⽤代⾏ ⾃社運営
⾃社 代⾏会社 ⾃社 代⾏会社

商品情報の作成

ささげ

ささげ情報登録

販売開始

⼊⾦確認

注⽂確認

出荷

問い合わせ対応

返品対応

売上報告

商品情報の作成

ささげ

ささげ情報登録

販売開始

⼊⾦確認

商品情報の送付

納品

商品情報の登録

注⽂確認

出荷

問い合わせ対応

返品対応

売上報告

⽉末報告

商品情報の送付

商品情報の登録

納品

⽉末報告

⽉末締め作業

⼊⾦

⽉末締め作業

⼊⾦



各業務を⽀援してくれる会社 ⾃社運⽤

⾃社運営といえど、業務の⼀部を外注することも可能です。そこで各業務ごとにサポートしてくれる会社を紹介します。

特徴

ささげ業務 制作代⾏ 業務⽀援

1カットごとや1品番ごと 
など請求単位はそれぞれだ
が、平均で1型 3,000円 〜 
5,000円が相場

業務の改善や売上アップの
提案、リニューアルのお⼿
伝いなど、通販サイトを運
営する上でのお悩みを解決

サイト制作や運⽤時のバ
ナー作成、特集ページの作
成など、主に制作⾯をサ
ポートしてくれる⽀援会社

料⾦形態

ダイアモンドヘッド

⽉何時間などの定額 
または作業ごとに単価設定

⽉何時間などの定額 
または売上の何％

⽀援会社

1カットごとや1品番ごと 
など請求単位はそれぞれだ

アパレルウェブ

フューチャーショップの 
事例が豊富。運⽤代⾏も

東京・南砂町に⾃社倉庫 
都内に複数スタジオも完備

ファナティック

サイト構築・業務・売上 
通販の様々な悩みを解決

ささげ屋

スタジオ撮影や出張撮影な
ど、豊富な撮影メニュー

物流⽀援

フレイバ・プロジェクツ

物流改善、鏡を使った 
オムニチャネルツールも

リンクス

倉庫選定や業務改善など 
物流の悩みを解決

⽉何時間などの定額

倉庫選定や物流業務の改善
など、通販サイトを運営す
る上で必要な倉庫・物流の
お悩みを解決してくれる

ディマンドワークス

在庫最適化・利益最⼤化 
のため業務再構築を⽀援

ブランデックス

サイト構築や運⽤はもち 
ろん制作だけで発注可能



進め⽅のイメージ

各社、通販運営においてはモールや運営代⾏の期間で⾃社にノウハウを貯め、体制を整えた後に完全⾃社運営に移⾏する 
ケースが⼀般的になっております。

運営代⾏や⼀部代⾏の
モールに出店すること
で、なるべく運⽤負荷
をかけないで通販を始
めて慣れていく

モール運営

公式通販 
( ⾃社運営 )

公式通販リニューアル 
 ( 運営代⾏ )

第四段階第三段階第⼆段階第⼀段階

公式通販オープン 
 ( 運営代⾏ )

モール出店 
 ( ⼀部代⾏・運営代⾏ )

モール出店 
 ( 在庫連携 )

出店 
イメージ

やること

⽉商

体制

公式通販を⾃社運営に切
り替えて運営コストを下
げる。また在庫連携で
モールに出店して、⼿間
なく売上を伸ばす

第⼆段階で出てきた⾜り
ない機能や要望を叶える
システムにリニューア
ル。また⾃社運営も⾒据
えた体制作りも進める

モールの運営と並⾏し
て、公式通販をスタート
させる。まずは運⽤を外
注して、公式通販のノウ
ハウを学んでいく

100 万〜 1000 万

0.5⼈ 〜 1⼈

1000 万〜 1500 万

1⼈ 〜 2 ⼈

1500 万〜 5000 万

3⼈ 〜 5 ⼈

5000 万 〜

6⼈ 〜



質疑応答



物流倉庫の選び方



物流を選ぶ際のポイント

・通販サイトの運⽤にかかる物流コストっていくら？ 
・⾃社の物流コストは⾼いの、安いの？ 物流コストポイント 1

・商品が⼊荷して、保管、注⽂をもらって出荷するだけ？
・卸向けや、店舗向けの物流と何が違うの？
・通販物流のシステムの役割とは？  

物流機能ポイント 2

・物流業務は⾃社と外部にお願いするのと何が違うの？
・外部にお願いする時の物流会社を選ぶポイントは？ 外部委託ポイント 3

・商品発送における三⼤トラブル
よくある 
トラブルポイント 4



物流コストの平均値

( 例 ) 年間売上 1億円の場合…… 

B to B の場合の物流コストは 500万円 、B to C の場合は 1200万円 
店舗運営費や販売員の⼈件費はかからないが、通販物流には多額の費⽤がかかる

全産業平均   4.91   %

通販業界    11.94 % 

ポイント 1：物流コストについて



物流コストの内訳

１件あたり物流費は 1,164 円 ／ 件 かかる  
( 配送費 550円・保管費 206円・⼈件費 148円・その他 260円 ）

( 例 ) 通販の1件あたりの客単価が 10,000 円 の場合

ポイント 1：物流コストについて

仕⼊原価  
50 ％

物流費 12 ％

本部 7 ％

通販事業 13 ％

利益 13 ％

※その他とは梱包資材とシステム利⽤料

物流管理費
16%

包装費
7%

⼈件費
13%

保管費
18%

輸送費
46%

仕⼊原価  
30 ％

値引き 20％

広告費 5 ％



通販事業 13 ％

物流コストの内訳

１件あたり物流費は 1,125 円 ／ 件 かかる  
( 配送費 550円・保管費 220円・⼈件費 185円・その他 170円 ）

( 例 ) 通販の1件あたりの客単価が 5,000 円 の場合

ポイント 1：物流コストについて

仕⼊原価  
30 ％

物流費 23 ％

本部 7 ％
利益 2 ％

※その他とは梱包資材とシステム利⽤料

物流管理費
8%

包装費
7%

⼈件費
16%

保管費
20%

輸送費
49%

値引き 20％

広告費 5 ％



物流の違いについて

B TO B 物流 B TO C 物流

⼊荷重視型

⼊出荷の予定があることが前提となり、出荷
データを当⽇の朝に受け取り、当⽇出荷を中⼼
に⾏う。基本的には予定に沿う形になるので、
ルール化しやすい

特徴

物流サイクル ⼊荷処理に時間がかかることが多い。出荷
に関しては当⽇対応もあるが、基本は出荷
指⽰から翌⽇出荷にて対応

当⽇の朝までの受注を受け取り、基本は当⽇
出荷がメインとなる。倉庫側としては、当⽇
に出荷量が確定するため物量予測が難しい

コスト

ポイント 2：物流機能について

⼊荷予定情報が揃っていないことが多い。
⼊荷後、品質検品・検針などの良品化処理
の必要もあり個別対応が多く、ルール化が
難しい

出荷重視型

2⽇〜5⽇ 当⽇〜翌⽇

店舗・卸先向けの出荷のため、１件あたり
の枚数が多いものの件数⾃体は抑えられる
ので、配送費は⽐較的安く抑えられる

１件あたりの枚数は少ないものの、件数が多
く物流費に占める配送費割合が⾼いので、ど
うしても物流費⽤の割合は⾼くなる

5 ％ 12 ％



⾃社物流と外部物流 ⽐較

⾃社物流と外部物流では以下のような違いがあります。

⾃社物流 外部物流

柔軟性 ◎ △

拡張性 △ ◎
波動対応 △ ◎

固定費コスト 変動費

業務形態 属⼈化 可視化

特徴

⾃社運営なのでノウハウが溜まる 

物量が急激に増える会社には不向き 

物流費を安く抑えるには配送費、 
⼈件費の推移をチェックすること

⾃社スタッフが本来の業務に集中できる 

物量の増減にも対応可能 
  
物流費を安く抑えるには１件あたりの物流費
について⽬標値を取り決めること

ポイント 2：物流機能について



外部物流会社を⾒分ける際に失敗する要因 

ホームページなどで物流費の記載はなく都度⾒積り。各社によって作業単価や項⽬も異なっていて複雑

物流会社の⾒積りが分かりづらい

配送料は分かるけど、倉庫を外部に委託する場合、そもそもどんな費⽤がかかるか分からない

物流にかかる費⽤を把握できていない 

ポイント 3：外部委託について

⾃社でやる仕事と外部に依頼する仕事が整理できない 

どこまでが⾃社の範囲で、どこまでをお願いすればよいのか分からない



外部物流のタイプ

外部物流には以下のようなタイプがあります。

特徴

プラットフォーム型通販専業型 B toB 併⽤型

デメリット

代表的な会社

通販業者向け専⾨物流。システ
ムから送り状発⾏まで物流とし
ての必要な機能は揃っていて、
既にメジャーなカートシステム
との連携実績もあり安⼼できる

ポイント 3：外部委託について

もともとBtoB向けの物流会社が
BtoCにも対応しているため、特
殊依頼にも対応可能。⼤⼿物流
会社も多いが、安価なシェアリ
ング型サービスも出てきている

楽天、アマゾンなどの総合通販
会社が、倉庫や配送の仕組みを
外部に提供している。プラット
フォームに合わせた専⽤ルール
に合わせる必要がある

メリット 特殊要件にも対応可導⼊が簡単・早い プラットフォームの 
機能を使える

EC以外の対応⼒が弱い 導⼊に時間がかかる 
専⾨知識が必要

専⽤のルールが⾯倒 
在庫が分散化する

⽐較的リーズナブル ⽐較的リーズナブル少し⾼めコスト



物流費の相場 

項⽬ 作業項⽬ 単価 単位 補⾜

固定費

保管料 4,000円 〜 8,000円 ⽉ ／ 坪
商品保管＋作業＋資材スペース 

アパレル平均 250点 ／ 坪

事務管理費 ５万円〜30万円 ⽉
ピッキングリスト・納品書・送り状など各種帳票発⾏ 

クライアントからの問合せ対応、配送会社との調整

システム 

利⽤費
15万円  

ハンディ 1万円
⽉

物流システム利⽤料 

ハンディターミナルは、レンタルで1台1万 ／ ⽉ 発⽣することもある

変動費

⼊荷費 10円 〜 30円 点
商品の倉庫での⼊庫から棚⼊れまでの費⽤ 

倉庫にてタグ付けなどが発⽣する場合は別途費⽤

ピッキング費 5円 〜 20円 点 出荷指⽰データをもとに、ピッキングリストを発⾏

オプション 10円 〜 点
チラシ、販促物などの同梱物を混⼊する作業 

お客様別に特別なものを同梱する場合は別途費⽤

梱包費 80円 〜 140円 件
商品の包装、納品書の封⼊、段ボールの組み⽴て、送り状の発⾏などの⼀連の出荷作業 

料⾦は１件 ( 梱包毎 ) に発⽣、ラッピングなどの特殊梱包は別途費⽤

資材費 30円 〜 点 配送に使⽤する段ボール、緩衝材、梱包テープなどの消耗資材の費⽤

配送費 550円 〜 件
配送会社に⽀払う料⾦ ( エリア、サイズ、重さによって料⾦が決まる ) 

代引き⼿数料なども別途発⽣

返品費 200円 〜 点 受け取り拒否、不良品などのユーザーからの返品の受⼊処理

ポイント 3：外部委託について



参考資料：スペース料の相場 ポイント 3：外部委託について



商品発送における三⼤トラブル

通販サイトの売上が増加すると発⽣する誤出荷、誤配送、在庫⽋品の問題。 
そこには商品マスタ含め、物流が整備されていないことが原因です。通販サイトの強化には物流の基礎⼯事が重要になります。

ポイント 4：よくあるトラブル

準備 ⼊荷
商品マスタや 

⼊荷予定を伝える
予定情報をもとに 
品番と数量を確認

保管
在庫を確定し 

販売可能数となる

 注⽂
注⽂情報を 

在庫と引き当てる

出荷
商品をピッキングし 
梱包、配送会社へ

配送
配送をおこない 

配達完了情報を戻す

商品マスタ

品名 ジャケット

品番 12345

カラー ⿊

サイズ S

etc XXX

⼊荷数 5

商品マスタが整備されておらず、
品番登録がされていなかったり、
コード化されていないことが原因

注⽂した商品と違う

❌
❌

商品マスタ

品名 ジャケット

品番 12345

カラー ⿊

サイズ S

etc XXX

⼊荷数 5

通販サイトと倉庫で在庫情報が連
携していない為、サイトではある
はずの在庫が倉庫にはない

注⽂した商品がない！

❌

納品書と送り状の発⾏を⾏うが、 
⼈の⽬によるチェックだと間違いが 
発⽣し個⼈情報が漏洩してしまう

違う⼈に届いた！

注⽂情報

購⼊者 通販 太郎

住所 東京都渋⾕区

電話番号 090-0000-0000

商品 ジャケット

注⽂数 1

⾦額 10,000円

❌
❌
❌



第三段階

物流体制の成⻑イメージ

モール運営

公式通販 
( ⾃社運営 )

公式通販リニューアル 
 ( 運営代⾏ )

第四段階第三段階第⼆段階第⼀段階

公式通販オープン 
 ( 運営代⾏ )

モール出店 
 ( ⼀部代⾏・運営代⾏ )

モール出店 
 ( 在庫連携 )通販出店 

イメージ

物流体制は管理のしやすさを重視する初期段階から効率を重視する第三段階まで、⼤きく分けて3つのステップがあります。

公式通販の⽴ち上げにあわせて、通販⽤在庫を 
BtoC ⽤の別倉庫に分けて管理する。BtoB⽤の 
在庫とBtoC ⽤在庫を分けて管理することで 
ロスが⽣まれるが、管理のしやすさを優先させる 

BtoB 倉庫からモールが
指定する倉庫に出荷。売
上状況を⾒ながらモール
倉庫に在庫補充を⾏う

物流 
体制

店舗も公式通販もモール通
販も在庫を⼀元管理できる
在庫連携システムを導⼊
し、1つの倉庫で管理

BtoB 倉庫 BtoB 倉庫 BtoC 倉庫 統合倉庫

店舗 モール通販 モール通販公式通販店舗A 店舗B モール通販公式通販店舗A 店舗B

第⼆段階第⼀段階



参考資料：物流コストが経営に与えるインパクト

⾃社の利益を上げるため「売上アップ」「原価削減」に取り組む会社は多いが、物流は「第３の収⼊源」です

売上 
1億

原価 
35 %

3500 万

販売 
管理費 

50 %

5000万

物流費  
12 % 

1200 万

利益  
3 %

300万

( 例 ）

売上 
1億

原価 
35 %

3500 万

販売 
管理費 

50 %

5000万

物流費  
11.4 % 

1140 万

利益  
3.6 %

360万

売上 
1.2 億

原価 
35 %

4200 万

販売 
管理費 

50 %

6000万

物流費  
12 % 

1440 万

利益  
3 %

360万

改善前 改善策1 
物流費を削減して利益アップ

改善策2 
売上を伸ばして利益アップ

年間売上１億円 物流費 12％ 1200 万円の物流費のうち ５％ ( ＝ 60 万円 ) を削減すると 
利益 ３％ の会社の場合、60 万円 ÷３％ ＝ 2000 万円の売上価値と同等の効果がある



通販の収益構造



通販の出荷にかかる経費 

通販事業にかかる経費を損益計算書（ P/L ）⾵に表してみると、以下のようになります。

主な販売管理費

売上⾼

商品原価

粗利

販
売
管
理
費

変動費 売上⽐ 決済⼿数料

物流費
出荷単価

出荷作業料

配送料

固定費 保管・システム料

本部費

広告宣伝 広告宣伝費

⼈件費
ささげ
ＣＳ
担当者

利益

変動費（ 売上連動 ） 
 ・決済⼿数料 

物流費（ 出荷あたり ／ 固定費 ） 
 ・ 出荷作業料（ 1件あたり ） 
 ・ 配送費（ 1件あたり ） 
 ・ 保管費、システム料（ 固定費 ） 

 本部費 ( 固定費 ) 
 ・広告宣伝費 ( いくら予算を取るか ） 
 ・⼈件費  
  ささげ業務 ( 掲載品番 ／ ⾊数 ) 
  カスタマーサポート ( 外注 ) 
  通販担当者 給与



通販での出荷1件あたりの損益を考える 

同じ年商1億円規模でも、取り扱い商品単価、出荷単価によって経費は⼀律ではないことを念頭に置く必要があります。

年商

年間出荷点数

年間出荷件数

出荷単価

商品単価

セット率

⾼価格帯 低価格帯

1 億円 1 億円

12,500 40,000

10,000 20,000

10,000 円 5,000 円

8,000 円 2,500 円

1.25 2.00



出荷単価とかかる経費の違い 

項⽬ 単価 単位 Ａ Ｂ Ａ Ｂ

① 販売側 変動費 決済⼿数料 3.5 % ①売上⾼⼀律 350 175 3.5% 3.5%

② 物流側 出荷作業料 ⼊庫料 30 点

228 265 2.3% 5.3%
ピッキング料 20 点

梱包料 80 件

資材料 80 件

返品⼿数料 100 件 返品率5％で計算

配送料 宅配運賃 550 件 550 550 5.5% 11.0%

物流固定費 保管料 5,500 坪
386 310 3.9% 6.2%システム 

利⽤料
150,000 ⽉

②物流費計 1,164 1,125 11.6% 22.5%

③ 事業部側 広告宣伝 広告宣伝費 5 % 売上⾼5％で予算化 500 250 5.0% 5.0%

商品掲載 
作業料

ささげ 5000 FKU 展開FKU=800 417 200 4.2% 4.0%

本部固定費
カスタマー 
サポート

アウトソーシング 100 50 1.0% 1.0%

担当者⼈件費 380,000 ⼈ 専任1⼈ 456 228 4.6% 4.6%

③事業部計 1,473 728 14.7% 14.6%

経費合計 2,986 2,028 29.9% 40.6%

常に売上連動

セット率が 
⾼いと⾼い

出荷単価に 
関わらず⼀律

出荷単価による違い出荷1件あたりコスト ( 出荷単価 A= 10,000円  B= 5,000円 ) 規模による変化

取り扱い量が多いと 
単価が低い

取り扱い量が多いと 
単価が低い

変わらない

変わらない

変わらない

微減

下がる



質疑応答



公式通販サイトの集客方法



ウェブ広告をはじめる：リスティング広告

特徴 検索キーワードに応じて検
索結果上に表⽰される広告

メリット

検索キーワードに関連して 
広告を表⽰するため、その
キーワードに関⼼をもった
ユーザーにアプローチできる

適切なキーワードを選択しな
いと、クリック単価が⾼騰し
やすい 

競合性が⾼いキーワードだと
上位に表⽰されにくい

デメリット



ウェブ広告をはじめる：リターゲティング広告

特徴 商品を買わなかったユー
ザーを追いかけ広告を表⽰

メリット

サイト離脱後もユーザーをお
いかけて思い出してもらうこ
とが可能 

実際に⾒ていた商品を配信す
ることができる

⾏動履歴を元に追跡して広告
を出すという性質上、監視さ
れているような感覚を与えた
り、しつこいと思われてしま
う可能性がある

デメリット



ウェブ広告をはじめる：アフィリエイト

特徴
購⼊してくれた場合に⽀払
いが発⽣する広告⼿法

メリット

初期費⽤をほとんどかけずに
広告出稿できる 

購⼊や会員登録などの成果に
対して広告料を⽀払うため、
費⽤対効果が明確

アフィリエイターによる誇⼤
広告の可能性がある 

想定していないWebサイト
に掲載される可能性がある

デメリット



ウェブ広告をはじめる：SNS広告

特徴 SNSを利⽤して商品やサー
ビスの宣伝をおこなう

メリット

SNSによるが正確な属性で
ターゲティングできる 

投稿画⾯に表⽰される広告の
場合、コンテンツになじむの
で⾒られやすい

友だち同⼠でのやり取りが基
本の場がSNSになるので、売
りっ気が強いとユーザーに嫌
悪感を抱かせてしまう

デメリット



ウェブ広告をはじめる：インフルエンサーマーケティング

特徴 企業がインフルエンサーを
活⽤して宣伝する広告⼿法

メリット

フォロワーはもともとその⼈
のファンなので投稿に対して
の反応が⾼い 

広告⾊を緩和しやすい

投稿する内容を完全にコント
ロールしにくい 

インフルエンサーと常にやり
とりをするため、その管理コ
ストが⾼くなる場合がある

デメリット



ウェブ広告をはじめる：動画広告

特徴
YouTubeなどの動画サイト
で広告を表⽰させる⼿法

メリット

動画を使⽤することによっ
て、静⽌画、テキスト以上の
情報を訴求できる 

バナーなどの制作コストと⽐
べると、⼀定以上のクオリ
ティを保った動画を制作する
のにコストがかかる

デメリット



ウェブ広告をはじめる：コンテンツマーケティング

特徴
役に⽴つ記事で認知してもら
う。厳密には広告ではない

メリット

その道の権威として認知され
るので、同じ商品を売ってい
たとしても選ばれやすい 

検索で上位表⽰されることで 
費⽤をかけずに集客が可能

動画ほどではないが、⼀記事
あたりの制作コストが⾼い 

効果が出るまでには数カ⽉か
ら数年という⻑いスパンが必
要で、効果が出ないことも

デメリット



ウェブ広告の代理店

広告代理店といえど得意な領域が異なります。以下を参考に実施したい施策にあわせてパートナーを選定してください。

特徴
1000社以上の実績を誇
り、SNS企画・構築から運
⽤まで幅広くサポート

多数の⼤⼿ファッション企
業に加え、エンターテイメ
ント事業者への⽀援が得意

リスティング・ 
リターゲティング

インフルエンサーマーケ
ティング業界歴、実績数 
NO.1。ツールの提供も

ロゾパンサン ガイアックス

◎ △ ○
コンテンツ 

マーケティング △ △ ○
SNS  

マーケティング ○ ○ ◎

クロスリング

インフルエンサー 
マーケティング ○ ◎ △

ファッション業界における
デジタル化を推進するコン
テンツエージェンシー

ポマーロ

△

◎
○

△



ウェブ広告の展開イメージ

モール運営

公式通販 
( ⾃社運営 )

公式通販リニューアル 
 ( 運営代⾏ )

第四段階第三段階第⼆段階第⼀段階

公式通販オープン 
 ( 運営代⾏ )

モール出店 モール出店 
 ( 在庫連携 )

出店 
イメージ

公式通販サイトを⽴ち上げたあとは各フェーズに合わせて広告を使い分けると良いと思います。以下は⼀例です。

コンテンツ 
マーケティング

SNS  
マーケティング

インフルエンサー 
マーケティング

検索エンジンでの検索結果を上位に表⽰されるまでは、実施すべき広告。上位表⽰後は他の広告を優先すべき
リスティング

どのフェーズでも⾼い効果を発揮するので、継続して実施すべき広告
リターゲティング

効果が出るまで時間がかかるが、 
成功すればブランド価値は永続的に⾼まる

広告予算がない場合は、 
初期に専⾨的知識を提供して集客を狙う場合も

当初は⾃社でやりつつ、 
予算に余裕がでたら取り組むべき施策

どのフェーズでも⾼い効果を発揮するので、継続して実施すべき施策



店頭から送客する

⾃社通販の売上を上げていくうえで⼀番の近道は店頭のお客様へご案内すること。 
以下の4つは、最低限漏れがないよう実施してください

試着だけでお店を離れようしているお客様に通販サイトを
ご案内したり、お買い上げいただいたお客様にメルマガや
LINEの登録を促すことで次回の購⼊へつなげます。

スタッフからの声掛け

画像引⽤：マイナビ転職

通販サイトの告知チラシをショッパーに同封したり、カタ
ログを配布する際には通販サイトのURL・QRコード・検索
キーワードを漏れなく記載してください。その際、会員ま
たは初回購⼊特典も⽤意して記載すると良いと思います。

チラシ・カタログ配布

画像引⽤：LINE@ 公式ブログ

画像引⽤：マイナビ転職

店頭にポップを貼るのも有効です。その際には通販サイト
のURL・QRコード・検索キーワードを漏れなく記載し、会
員または初回購⼊特典も記載するようにしてください。

ポップ

店頭の情報だけでなく、通販サイトの情報も流すことがで
きて、メルマガより簡単に登録できて、かつ効果の⾼い
LINEはマストのツールです。友だち特典をつけて、登録を
促すようにしてください。

LINE公式アカウント



SNS・LINEを始める ／ 活⽤する

今やSNSは集客に⽋かせないツールとなりました。以下の中から少なくても2つ以上は運⽤するように意識してください。

⽉間 
アクティブユーザー 

（ 国内 ）
3,300万⼈ 8,300万⼈ 4,500万⼈ 2,600万⼈

優先度 必須 必須 余裕があれば 余裕があれば

性別・年代
10〜20代で半数以上。
30代以下は⼥性⽐率が
60%を超えている

⽼若男⼥まんべんなく
20代が最も多く、年代
が上がるほど、男性⽐
率が上昇する

10代が極端に少なく、
40代中⼼で男性が 
やや多め。60代も多い

特徴
・画像メイン
・趣味嗜好で 
 繋がりやすい

・トークがメイン 
・プッシュ通知可能 
・通数課⾦

・テキストメイン 
・リアルタイム性
・拡散性が⼀番⾼い

・実名が基本 
・ターゲティング 
 精度が⾼い

メリット

デメリット
・リンク貼れない 
・拡散性が弱い

世界観が表現しやすい

友だちが多いと 
費⽤が割⾼になる

他のツールを 
寄せ付けない⾼い反応

拡散⼒が群を抜く

・情報が流れてしまう 
・炎上することがある

⽂章・画像と豊かな
表現が可能

若年層に届きづらい



SNS・LINE 活⽤事例：インスタグラム

アカウント概要

アカウント名 uniqlo_ginza

フォロワー数 25.9万⼈ ( 2020年6⽉現在 )

概要

お客様の投稿をハッシュタグから拾い、フォ
ロワーに紹介することで、⾃然発⽣的に⾃社
のタグがついた投稿を増やすと共に、紹介さ
れたお客様はそのお店のファンとなり、さら
なる購⼊から投稿の流れを作っている



SNS・LINE 活⽤事例：インスタグラム

アカウント概要

アカウント名 fifth_store

フォロワー数 88.8万⼈ ( 2020年6⽉現在 )

概要

社内スタッフによるインスタライブを活⽤し
てフォロワー数も売上も伸ばしているフィフ
ス。配信から24時間で1200万円を売り上げた
こともあるように、通販専業で店頭にて試着
できないという不安をリアルタイムに質問に
答えていくことで解決している



SNS・LINE 活⽤事例：LINE

アカウント概要

アカウント名 WEGO

友だち数 38 万⼈ ( 2020年6⽉現在 )

概要

LINE 内に表⽰される性別や商品カテゴリを
タップしていくだけで商品の検索が可能。こ
れにより通販サイトを表⽰しなくても、簡単
にLINE上で商品が検索できる。  
 
それと同時に「⼀通 最⼤で3円」という従量
課⾦制のLINEだが、この応答機能はいくら使
われても無料で使い放題なので、コスト⾯で
も有効な⼿段となっている



SNS・LINE 活⽤事例：LINE

アカウント概要

アカウント名 セカンドストリート

友だち数 118 万⼈ ( 2020年6⽉現在 )

概要

お気に⼊りの店舗やブランドを
LINE上で登録することで、⼊荷さ
れる膨⼤な数の商品から、希望した
店舗やブランドの⼊荷情報が届く仕
組みになっている。 

配信はすべて⾃動化されていると思
われ、その場合、⼈の⼿を⼀切使わ
ないで1⼈1⼈にあった新商品を届
けることに成功している



SNSの可能性を広げるツール

SNSのフォロワー数が増えてきたら、以下のようなツールを活⽤して運⽤の効率化と共に、さらなる売上拡⼤を狙います

特徴

ユーザーやスタッフが投稿した
インスタグラムの写真や動画を
通販サイトに表⽰でき、商品を
紐づけることが可能

カート落ちや再⼊荷のお知ら
せ、ブランド別の配信など、
LINEのセグメント配信を開発な
しで安価に実現

連携ツール
インスタグラム、LINE、 
ツイッターフェイスブックなどインスタグラム LINE

ビジュモ ソーシャルインサイト ワズアップ！

調査キーワードの話題性や状況
の可視化や、⾃社や競合との
SNS⼀⻫⽐較、各SNSアカウン
トの⼀元管理が可能

主なクライアント

・ シップス  
・ ニューバランス 
・ イトキン 
・ アトモス

・ ピーチジョン

・ WEGO  
・ SHIBUYA 109 
・ デサント 
・ 洋服の⻘⼭

主な機能

・ハッシュタグから写真を検索 
・⼆次使⽤の許可申請 
・投稿に商品リンクを追加 
・分析機能

・キーワードの発現量確認 
・フォロワー数の推移確認 
・反応が良い投稿確認 
・投稿業務の簡素化 
・レポート作成 
・競合アカウントモニタリング 
・予約投稿

・新商品の⾃動配信 
・⼿動でのセグメント配信 
・再⼊荷お知らせ 
・閲覧商品のお知らせ 
・カート落ちのお知らせ 
・商品検索 
・店舗検索



商品名をお客様⽬線で変更する

基幹システムに登録された商品名は社内⽤語や専⾨⽤語が混じっている可能性があり、そのままではお客様に通じません。
アイテム名は重要な検索項⽬となるので、必ずお客様が検索するであろう商品名を想像して変更してください。

省略されている例 VネックOP → Vネック ワンピース 
ストレッチデニム → ストレッチデニム パンツ 

業界⽤語になっている例 デニムパンツ → ジーンズ 
バックパック → リュック 
エンブロイダリーワンピース → 刺繍 ワンピース

特にモールでは即効性のある改善になると思います！



73

予約会を実施する

在庫リスクを軽減できる予約会を実施してください。

予約会のメリット  

この先、何が売れるか⾊・サイズ単位で取得できる 

予約会を実施することでこの先⼈気となる商品が⾊単位まで浮き彫りに 

先々の貯⾦ができるので、計画が⽴てやすい 

先々の貯⾦が確保でき、どの商品の何⾊の在庫が⾜りないという在庫状況まで 
把握できます。追加⽣産や受注状況が良くない場合は、企画／MDに情報を 
共有して商品ラインナップを再検討が可能 

通販に向いたイベントである 

予めサンプルで撮影を済ませ、予約会を実施する通販店舗に写真を共有するだけ。 
撮影は1度だけ 

社内で通販店舗の有⽤性をアピールできる

予約会で⼈気を博した商品は実店舗でも同様に⼈気に。この予約会を実施
することで得たお宝データは実店舗でも有益なマーケティング・データと
なり社内全体の売上アップに⼤きく貢献してくれます。



予約会での追加⽣産は⾊を絞る

予約会がスタートしたら「予約数」と、予約数量の在庫切れ商品については「再⼊荷リクエスト数」を集計していきます。 
その結果を受けて、⼈気商品を追加⽣産する際には反応が出たカラーに仕⼊れ予算を集中してください。

BLACK WHITE GRAY

60 20 20

BLACK WHITE GRAY

100 0 0

実店舗 ( 店頭の⾒栄えも考慮してバランスを意識する )

通販 ( 仕⼊れの枠をすべて売れ筋に突っ込む )



SNSや検索エンジンは宣伝が嫌い

SNSや検索エンジンは、宣伝⾊の強い投稿を嫌います。それは⼈間も同じです。 
SNSについては表⽰回数にすら制限をかけます。たとえ表⽰されたとしても、お客様の⼼には響きません。

読み物に変えた場合の表⽰数 宣伝投稿の表⽰数

リーチ数 2528 リーチ数 1584リーチ数 10848 リーチ数 11385

フェイスブックページのいいね数 7144 に対して



宣伝をコンテンツに進化させる

「ただの宣伝」は、Google や SNS から嫌われ表⽰されにくくなり費⽤対効果が悪化。  
たとえ表⽰されたとしても⾒る⼈の⼼には響きません。そこで宣伝をコンテンツに変更するテクニックが必要です。

キーワードを複数並べる 

タイトル例  
デニム、ʼ70s、ギンガム、スニーカー、ガウチョパンツ、etc…… 

今春、絶対注⽬のトレンドキーワード10

⼈気のキーワードを複数抽出して、それを「トレンドキーワー
ド」や「注⽬のキーワード」として複数並べます。スニーカー
は、あくまでそのキーワードの中の1つでOK。 

この場合、他のキーワードは、アイテム名・素材名・ブランド
名・⾊など……何でも良いので、縛りはほとんどありません。 

難易度 ★

詳しくは ……  
宣伝をコンテンツに変えるテクニック



宣伝をコンテンツに進化させる

コーディネートで打ち出す

タイトル例 ： 
アレンジ⾃在のド定番！ 

コンバース・オールスター1週間コーディネート

商品にスポットをあてるのではなく、それを使ったスタイリン
グを組み「コーディネート」として打ち出すことでコンテンツ
化が可能。 

代表的なのが1週間コーディネート。他にも告知したいスニー
カーを軸にした「着回しコーディネート」も王道コンテンツ 

難易度 ★  

詳しくは ……  
宣伝をコンテンツに変えるテクニック



宣伝をコンテンツに進化させる

数で勝負のカタログ形式にする

タイトル例 ： 
お気に⼊りの1⾜が必ず⾒つかる 

今春、絶対オススメのスニーカー100選

特に括りを設けずに、ひたすら数を⾒せていく⼿法。並列に
ただ商品を並べるだけになってしまいますので、コンテンツ
の価値としては「数多くの中から選べる」という部分が求め
られます。 

さらにひき強めるためにタイトルに商品数を明記すると良い

のですが、その際のポイントとしては「50 や 100 といった

切りの良い数字」や「 123 など語呂が良い数字」を付ける

と良いと思います。 

難易度 ★

詳しくは ……  
宣伝をコンテンツに変えるテクニック



詳しくは ……  
宣伝をコンテンツに変えるテクニック宣伝をコンテンツに進化させる

キュレーション形式にする

タイトル例 ： 
芸能⼈・モデル・海外セレブ…… 

ファッションリーダーに学ぶ 
スニーカーコーディネート・サンプル

これは「まとめ」コンテンツに当たります。 

テーマにそって複数ある商品やコーディネートを中からその
⼈の視点で絞りこむことで、●●●さんが選んだという1つ
の価値が⽣まれます。これはモデルさんやスタイリストさん
でなくても、店⻑やプレスといった⼈でも「お客様から⾒る
と服のプロ」です。 

「店⻑がオススメするこの秋のマストスニーカー」というタ
イトルでも選んだ理由さえ細かく説明できていれば⼗分にコ
ンテンツとなります。 

難易度 ★★  



詳しくは ……  
宣伝をコンテンツに変えるテクニック宣伝をコンテンツに進化させる

Q&A 形式にする

タイトル例 ： 
今さら⼈にきけない 

スニーカー着こなしテクニック Q&A

1問1答のＱ&A形式は、お客様にとって⾮常に分かりやすい
作りなので、様々な場⾯で⽤いられます 

またブランド側としても、予測される質問を考える際に「お
客様⽬線」になることができるので、双⽅にとって⾮常に有
益なコンテンツ。 

当然、重要になってくるのは質問内容です。ブランド側で想
定される質問をピックアップしたり、実際のお客様のお問い
合わせ内容から抽出していきます。 

難易度 ★★  



詳しくは ……  
宣伝をコンテンツに変えるテクニック宣伝をコンテンツに進化させる

ランキング 形式にする

タイトル例 ： 
今春の⼤本命はこの1⾜！ 

ヒットスニーカー 予測ランキング

⼈気ランキングは、それだけで優良なコンテンツです。です
が、どのECにも基本的には備わっている機能ですので、これを
コンテンツ化するには「集計軸」に少しだけ⼯夫をする必要が
あります。 

例えば、集計軸を⽉間にして「2015年4⽉」の売れ筋スニー
カー ランキングとして再度お客様にアピールすると共に「ス
ニーカー ランキング」といった検索流⼊を狙いにいきます。 

他にも「プレスが選ぶ」や「履き⼼地で選ぶ」といったセレク
トランキングの⼿法や、「ヒット予測」というような軸でラン
キングを集計しても⾯⽩いコンテンツになると思います。 

難易度 ★★  



詳しくは ……  
宣伝をコンテンツに変えるテクニック宣伝をコンテンツに進化させる

共通するキーワードにフォーカスする

タイトル例 ： 
キーワードは ʼ90s 

今春、絶対オススメの復刻スニーカー

紹介する商品に「共通するキーワード」を⾒つけだし、フォーカスす

る⼿法です。紹介する商品が何かしらの共通項を持つことになります

ので、メッセージ性が⾼くなり説得⼒が⽣まれます。 

ポイントとしては「共通するキーワードを複数⾒つけ出し、その中で

何が1番響くのか？ 」という取捨選択をすることです。共通するキー

ワードを複数⾒つけ出すには、多⾓的な視点を持つことが必須条件。 

⽣産国・価格帯・⾊・素材・ディテール・シルエットや形・⼈・年代・

ブランド・トレンドなど、あらゆる⾯から共通するキーワードを⾒つ

け出してください。 

難易度 ★★  



詳しくは ……  
宣伝をコンテンツに変えるテクニック宣伝をコンテンツに進化させる

並列関係にあるキーワードを潮流として紹介
タイトル例 ： 
キーワードは ʼ90s 

⼈気3⼤ブランドから探す 
今春、絶対オススメのスニーカー

同じ階層にあるキーワードを複数並べることで、ニュース
性を保ちつつも前の⼿法より幅を広げることができます。 

ブランド名や素材名を並列に並べて紹介することもできま
すし「3⼤」のように煽ることも可能になります。 

応⽤として「定番 VS 新潮流」や「ローテク VS ハイテク」
など、相反するものを並べて「あなたはどちら派？ 」と
いうように問いかける⼿法も有効です。 

難易度 ★★  



詳しくは ……  
宣伝をコンテンツに変えるテクニック宣伝をコンテンツに進化させる

リコメンダー⽬線を加える

タイトル例 ： 
全国の店⻑がリコメンド！  

教えて！この春⼀押しのスニーカー

そのままではただの商品も、権威の第三者からのお墨付き
があることで箔が付きます。理想は、その道の権威となる
⼈に出てもらうこと。 

しかし、そうそう簡単にはいかないと思いますので、⾃社
のメンバーでも良いと思います。その場合、少し引きが弱
いので複数だと良いですね。例えば、プレスの⽅や各店の
店⻑をリコメンダーとして⼈数を増やすなど。 

⾒せ⽅としては、告知したいスニーカーが複数なのか1つ
なのかに合わせて、1⼈1⾜ずつ紹介するのか？  
全員がそれぞれの⽬線で1⾜のスニーカーにコメントして
いくのか？ 変えていけば良いと思います。 

難易度 ★★



詳しくは ……  
宣伝をコンテンツに変えるテクニック宣伝をコンテンツに進化させる

ネームバリューを全⾯に押し出す

タイトル例 ： 
モデル●●●が着る！ 

今春、絶対オススメのスニーカーコーディネート

主に⼈気モデルや芸能⼈をアサインできる場合にのみ有効
な⼿法です。モデルとなる⼈⾃体に圧倒的な知名度があ
り、その⼈に履いて出てもらうこと⾃体がニュースとなる
ような⼈を選ぶことが重要となります。 

告知したい商品に合わせて、モデルとなる⽅のイメージ・
知名度・出演料などを総合的に判断する⼈選命の⼿法とな
ります。 

難易度 ★★★ 



詳しくは ……  
宣伝をコンテンツに変えるテクニック宣伝をコンテンツに進化させる

こだわりやストーリーを⾒せる

タイトル例 ： 
ショップ別注の先駆け！  

ニューバランス MT580 誕⽣秘話

最も難易度が⾼いコンテンツです。なぜならコンテンツと
なる「こだわり」や「ストーリー」を持っているか？ と
いう、そもそもの部分が求められるからです。 

また「こだわり」や「ストーリー」を持っていたとしても、
その内容を引き出しコンテンツとして伝えていく編集テク
ニックも難度を極めますので、場合によってはプロの⼒を
借りることも必要になるでしょう。 

しかし「こだわり」や「ストーリー」といった魅⼒を伝え
ていくことで、ブランドとして認知され価格⽐較されづら
くなります。当然SNSでシェアされる確率も⾼くなるの
で、まさに理想のコンテンツと⾔えるでしょう。 

難易度 ★★★ 〜 ★★★★★ 



Yahoo! の販促カレンダーでキーワードを把握する

Yahoo!プロモーション広告が公開している販促カレンダーで、祭事系キーワードのトレンドを把握する。
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2020年　販促カレンダー 【4月～6月期】 予想検索キーワード

4月は新しい年度の始まり。
「入園」「入学」「進学塾」など学校に関する
キーワードが多く検索されます。
また、入学祝いや初任給などでプレゼントの購入
を検討される方が検索を行います。

キーワード例

　　「母の日」関連
2020年の母の日は5月10日。
プレゼントやギフトをの候補を探している方が検
索をします。定番の「花」に関するキーワードの
他、「メッセージカード」「スイーツ」「料理」
といった手作りのプレゼントへのニーズも増えて
います。

キーワード例

4月

5月

秋の行事というイメージの強い「運動会」「体育
祭」ですが、熱中症や受験シーズンとの兼ね合い
で春に開催する学校が増えてきています。
お弁当に関するキーワード「お弁当箱」や「盛り
付け」の他、当日の服装に関する検索が増えてき
ます。

キーワード例

gw イベント
gw 穴場
ゴールデンウィーク 日帰り
ゴールデンウィーク 2020
ゴールデンウィーク 天気予報
高速道路 渋滞予想

入学祝い　お返し
初任給 プレゼント
小学校 入学式
入園式 髪型
進学塾 評判

母の日 いつ
母の日メッセージ
母の日プレゼント
母の日ギフトランキング
母の日 花 ギフト
母の日 料理

運動会 お弁当 盛り付け
運動会 お弁当箱
運動会 服装
運動会 ママコーデ
運動会 イラスト 無料

　　「新年度」関連

「イベント」や「穴場」といった計画のための
キーワードを中心に、「渋滞情報」「天気」な
ど、直前に知りたい情報を検索するユーザーが増
える傾向です。旅行したい地域との組み合わせ
や、旅行バッグなど関連するグッズを検索する行
動も増えてきます。

キーワード例

　　「運動会」関連

　　「ゴールデンウィーク」関連

6月

　　「梅雨」関連
梅雨の時期に入り天気に関する関心が高まりま
す。レインシューズやレインコートなどの雨対策
に関するキーワードの他、「室内遊び場」といっ
た屋内の外出先を調べるような動きが増えてきま
す。夏休みに関する検索も徐々に増えてくる時期
です。

キーワード例

　　「ボーナス」関連
一般的には6月下旬にはボーナスが支給される企業
が多く、「ボーナス支給日」「公務員 ボーナス」
「ボーナス 平均」などの検索が増加します。
ボーナスの支給額が冬よりも多い傾向のある夏の
ボーナスは狙い目であり、高額の消費を期待する
ことができます。

キーワード例

梅雨入り
レインシューズ メンズ
レインコート レディース
室内遊び場
雨雲レーダー
台風情報

ボーナス支給日
公務員 ボーナス
ボーナス 平均
夏のボーナス

Copyright（C）2020 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.
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モールサイトでトレンドを把握してコンテンツを設置

ZOZOTOWN のフッターにある「注⽬トレンドキーワードランキング」で、お客様が関⼼のあるキーワードを 
把握できるので、そのトレンドにマッチしたコンテンツをサイト内に設置してください。

ZOZOTOWN 注⽬キーワードランキング

注⽬キーワードランキング



Googleトレンドでトレンドを調べてみる

気になるキーワードがある場合、Googleトレンドを使って検索推移を調べることで変化や⽐較が可能です。

グーグルトレンド 検索



接客・追客に有効なツールを活⽤する

サイトに集客したお客様を接客して、購⼊までつなげます。そしてその後に再度購⼊いただくために追客をしていきます。 
それぞれのタイミングで役に⽴つツールのご紹介です。メルマガやLINEはマストで始めるようにしてください。

役割

フリップデスク ハイハイメールユニサイズ ライン

接客ツール 接客ツール 追客ツール 追客ツール

特徴

サイトに訪問したお客
様の状態に合わせて、
あらかじめ登録した
クーポンやバナーを表
⽰できる

⾃分の⼿持ちのアイテ
ムや体のサイズに合わ
せて、⾒ている商品の
適正サイズをおすすめ
してくれる

全体メルマガの配信以
外にも、あらかじめ登
録したシナリオに合わ
せて、1⼈1⼈に個別
メールの配信も可能

プッシュ通知によって
お知らせを配信でき
る。メルマガよりも圧
倒的に⾼い開封率とク
リック率が魅⼒

主なクライアント
・マガシーク 
・チチカカ 
・東急ハンズ

・ベイクルーズ 
・ライトオン 
・AOKI 

・ビームス 
・メガネスーパー 
・レイカズン 

多数



反応が出る画像の撮り⽅を理解する
商品が良く⾒える画像が豊富にあることは今や当たり前。今、主流になのは、 
お客様が実際にその洋服を着て「体験する場⾯を再現」した 魅せる商品画像 です。

クリック率 115％ 購⼊率 122 ％  



魅せる画像の撮影テクニック 1 シーンを意識する
魅せる画像は、お客様が着⽤したイメージを想像できる「シーンを切り取る」ことが 
有効です。ここで⾔うシーンとは、お客様が実際にその洋服を着て体験する場⾯です。

1 2 3

5 6 7

1. 待ち合わせ 
2. ⽝の散歩 
3. カフェ 
4. 買い物 
5. 徒歩 
6. 電話 
7. 通勤

4



魅せる画像の撮影テクニック 2 撮影場所を探す
シーンを切り取る上でロケはマスト。そこで必要になるのが、 
良さげな雰囲気の「壁・床・抜け」を⾒つけ出す感覚と⾏動⼒です。

壁

コンクリート レンガ ⽩壁

植栽ウッドデッキ ⽯畳

床

広場並⽊道 砂浜

抜け

その他の場所 
 ・ウッドフェンス 
 ・植栽 
 ・階段 など

その他の場所 
 ・レンガ 
 ・タイル 
 ・フローリングなど

その他の場所 
 ・国道 
 ・倉庫 
 ・河川敷など



魅せる画像の撮影テクニック 3 壁での撮影ポイント
トップスやアウターなど「寄り」の撮影に最適。⼀⾯雰囲気を持った壁は、 
そう⾒つからないので、撮影時の⾓度や撮影後のトリミングでカットする。

注意点 商品と壁の⾊が同化しないようにする   道路標識や⽇本語の看板が映さない



魅せる画像の撮影テクニック 4 床での撮影ポイント
全⾝カットを撮る際に1番気をつけたのが床。地⾯がアスファルトだと現実的な写真に
なってしまいますが、⽯畳やウッドデッキになるだけで⼀気に写真が締まります。

注意点 タバコの吸い殻などのゴミ     落ち葉など季節感が出るもの



魅せる画像の撮影テクニック 5 抜けでの撮影ポイント
奥⾏きを活かして背景をぼかすことで、雰囲気が⼀気に増します。 
さらに並⽊道や建物の柱が並んだパースがかった場所では、より奥⾏きが強調されます。

注意点 通⾏⼈の映り込み



魅せる画像の撮影テクニック 6 ポーズ

歩いたり携帯で喋ったり、普段を意識して⾃然な雰囲気を切り取るのがベスト。 
バッグを持つことで、より⾃然な雰囲気を演出することができます。



魅せる画像の撮影テクニック 7 トリミング
トリミングができるように撮影は引き気味が鉄則。トリミングの際は、 
モデルは真ん中という固定概念を捨てて、三分割法を意識してください。

三分割法とは？ 

画像に対して「縦を等間隔に3分割する線」を２本。「横を等間隔に3分割する線」を2本引いて、 
画像が9分割。この縦と横の線が交わる4つの点のいずれかに、モデルを配置する

通常のトリミング 三分割法 通常のトリミング 三分割法



魅せる画像の撮影テクニック 8 固定概念を捨てる
⾃社サイトなら画像の制約はありません。「モデルがセンターで、商品がしっかりと
全部写っている」という固定概念を捨て去れば、独⾃化していくことが可能です。



魅せる画像の撮影テクニック 8 固定概念を捨てる

魅せる画像のカート投⼊率 151％

⾃社サイトなら画像の制約はありません。「モデルがセンターで、商品がしっかりと
全部写っている」という固定概念を捨て去れば、独⾃化していくことが可能です。



魅せる画像の撮影テクニック 8 固定概念を捨てる
⾃社サイトなら画像の制約はありません。「モデルがセンターで、商品がしっかりと
全部写っている」という固定概念を捨て去れば、独⾃化していくことが可能です。



魅せる画像の撮影テクニック 8 固定概念を捨てる

魅せる画像のカート投⼊率 169％

⾃社サイトなら画像の制約はありません。「モデルがセンターで、商品がしっかりと
全部写っている」という固定概念を捨て去れば、独⾃化していくことが可能です。



魅せる画像の撮影テクニック 8 固定概念を捨てる
⾃社サイトなら画像の制約はありません。「モデルがセンターで、商品がしっかりと
全部写っている」という固定概念を捨て去れば、独⾃化していくことが可能です。



魅せる画像の撮影テクニック 8 固定概念を捨てる
⾃社サイトなら画像の制約はありません。「モデルがセンターで、商品がしっかりと
全部写っている」という固定概念を捨て去れば、独⾃化していくことが可能です。

魅せる画像のカート投⼊率 129％



魅せる画像の撮影テクニック 8 固定概念を捨てる

平均 
カート投⼊率 114％ 

メルマガのクリック率 134％

有名ブランドから知名度のないブランドまで、 
何の疑いもなくほとんどのブランドが同じ⼟俵。 

視点を変えれば、そこに独⾃化できるポイントが潜んでいます！



商品⼀覧ページの理想はインスタグラム



商品⼀覧ページの理想はインスタグラム

インスタにアップするときは「ちゃんと⾒えているか？」という視点ではなく、 
純粋に「カッコいい」とか「カワイイ」という視点から画像を選び、 

トリミングしていると思います。 

商品画像もそれで良いんです！ 



リニューアルで次のステップへ！



通販リニューアルの⼯程を正しく理解する

109

通販リニューアルの際は、いきなり⾒積もりに進むのではなく「どんな」通販サイトにするかをまず定義してください。

フェーズ1の内部要件定義で、機能・業務といったものを書き出して 
「どんな」サイトにするか、事前に把握することが⼤切

このフェーズで 

⾏うこと

  
⾒積もりに必要な 
 要件を洗い出し 

 提案依頼書を作成する

  
候補となる 

 システム会社へ 
 提案を依頼する

  
各社の提案を受け 
 パートナーとなる 

 システム会社を選定する

  
オープン時の機能と 

 オープン後に開発する 
 機能を精査する

要件の詳細を詰めて 
オープン時の仕様を 

決定する

オープンに向けて 
登録・テスト・デバッグ

このフェーズの 

注意点
 機能・業務・⾮機能・ 
 要望など必要な要件を 

 漏れなく洗い出す

要件にフィットした 
システム会社へ 
提案を依頼する

価格だけではなく 
機能の実現度や 
メンバーなど 

総合的に判断する

オープン時の要件を 
必要以上に 

詰め込みすぎない

内部で売上を 
上げるための要件も 

並⾏して固める

バグを出し切り 
オープン後に対応でも 
構わないバグは後回し

このフェーズで必要な 

主な成果物

  ・機能⼀覧 
      ・業務⼀覧 
  ・⾮機能⼀覧 
  ・要望⼀覧 
  ・提案依頼書

    ̶̶̶   ベンダー評価表 フェーズ別 機能⼀覧
  ・詳細要件定義書 
  ・仕様書

  ・デバッグシート 
  ・新サイト

プロジェクト 
の流れ

フェーズ.1 

内部要件定義

フェーズ.2 

提案依頼

フェーズ.3 

パートナー選定

フェーズ.4 

要件整理

フェーズ.5 

詳細要件定義

フェーズ.6 

開発・リリース

詳しくは、失敗しないリニューアルの進め⽅ →



国の補助金制度



IT 導⼊補助⾦ 2020 ( C類型 )

・サプライチェーンの毀損への対応 
  顧客への製品供給を継続するために必要なIT投資 

・⾮対⾯型ビジネスモデルへの転換 
  ⾮対⾯・遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデル に転換するために必要なIT投資 

・テレワーク環境の整備 
  従業員がテレワーク（在宅勤務等）で業務を⾏う環境を整備するに必要なIT投資 

 
  上記に対し補助率 4分の3、上限450万円を国が補助する制度

IT導⼊補助⾦2020ホームページより 
https://www.it-hojo.jp/



質疑応答


