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楽天店舗 制作サービス 明瞭化 

私たちの楽天店舗 制作サービスは、明瞭です。 
複雑なのは、やめました。 

その理由は、オーナー様に言われた一言でした。 

 
◇店舗運営は、話に聞いてたより複雑で難しい。。。 

◇出店間もなく、 知らない人達から100件以上の営業電話。。。恐怖を覚えた。。。 

◇出店を焦らされ、出店したはいいが何からしてよいか。。。路頭に迷った。。。 
◇楽天大学、ECコンサルタントのアドバイスが良く分からん。。。 

 
そんなオーナー様の声を聴いて、私たちは気づきました。 

 

店舗を運営する前段階で、すでにオーナー様はツマヅイテいること。 
これでは、商品を売る前に、楽天契約が終了してしまい、払い損であること。 

 

私たちはそんなオーナー様が多いことを考慮し、明瞭な制作パックを用意しました。 

一人で悩まず、私たちと共に店舗運営しませんか？ 
ご連絡お待ち申し上げます。 
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楽天店舗 制作サービス 注意したこと 

私たちの楽天店舗 制作サービスは、明瞭と話しましたが、制作サービスを作る際に下
記の点に注意して準備しました。 

 
１．複雑な料金設定は避ける。 

２．店舗運営に必須なものをパックにして準備する。 
３．「売れる前」だからこそ、初期投資をできるだけ抑えられるプランも準備する。 
４．店舗更新をオーナー様ご自身で、できるようにする。 
５．オーナー様のアフターフォローも、しっかりできるようにする。 

 
店舗運営に必要な基本内容としては、「トップページ/商品紹介ページ/継続的な更新」です。 

この基本内容を含んだ3種類のパックをご提供することにしました。 

お支払方法も2種類ご用意しました。 
 
新規出店オーナー様向けには、新規出店者向けパックも準備しました。 

 
デザインができない！パソコン苦手！忙しく時間もない！ そんなお困りの方ぜひ、お悩み聞かせてください。 
私たちの楽天店舗制作パックがきっとお役に立てると思います。 

楽天店舗制作に、お悩みの方 ぜひご連絡くださいませ。 
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楽天店舗 制作パック一覧 概要 
制作パック一覧 概要です。 
 

3種類のパック 
１．シンプルパック  テンプレートデザインよりトップページを選択し店舗制作します。 
２．オリジナルパック  ご要望を聞きましてトップページ制作します。バナー制作オプションなし。 
３．デザインUP！パック  ご要望を聞きましてトップページ制作します。バナー制作オプション60p付。 
   （60pは、大バナー５～６個制作相当です。） 

新規出店者向けパック 
１．楽々おまかせ新規出店パック 楽天オープン審査合格必須項目設定もすべて私たちが行います。 
   店舗が無事オープンできるまで完全サポートいたします。 
   「3種類のパック（択一）」＋「楽天オープン審査項目設定」のイメージです。 

2種類のお支払コース 
１．とくとくお支払コース  最初に、制作代金をお支払いただく代わりに、月々の店舗更新ソフト料金と
   アフターサポート料金をグッと抑え、長くご利用いただくほどお得になるコー
   スです。 
２．らくらくお支払コース  6ヶ月間の契約が必要になりますが、最初にお支払いいただく制作代金を
   グッと抑え、初期費用負担を軽くしたコースです。楽天店舗制作をスタート
   しやすくしたコースです。 

 
すべての制作パックに、「商品紹介ページひな形（1枚）制作」が含まれます。 

すべての制作パックに、「直感！店舗更新ソフト」も付きます。 
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楽天店舗 トップページ制作について 
トップページ制作 概要です。 
 

トップページ制作 概要 
 １．看板 
 ２．ヘッダーメニュー 
 ３．バナー画像 
 ４．商品カテゴリー一覧 
 ５．各項目表示 
  店舗内検索/ピックアップ商品/新着商品 
  ランキング/新着情報/キャンペーン 
  おすすめ商品/ 
 ６．フッター情報 
 

制作パックの選び方 
 １．初期投資を抑え、出店を急ぎたい方、売上を見ながら後日バ 
   ナー画像等でデザインカスタムしていきたい方 
  ＝シンプルパック 
 ２．トップページをオリジナルデザインで依頼、バナー制作はご自 
   身で行う/売上を見ながら後日追加していきたい方 
  ＝オリジナルデザインパック 
 ３．トップページをオリジナルデザインで依頼、バナー制作も一緒に  
   依頼し、作り込んで出店したい方 
  ＝デザインUP！パック 
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動きのある店舗 オプションもあります。 
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楽天店舗 商品紹介ページひな形 概要 
商品紹介ページひな形 概要です。 

 
商品紹介ページひな形概要 
商品紹介ページひな形は、楽天店舗の「買い物カゴの上」
に表示する商品紹介用のページです。 
 
商品紹介ページひな形を１枚制作します。 
このひな形を利用して、商品情報をお客様に提示します。
ひな形を使う利点は、１．お客様により詳しい商品情報をご
提示できる。２．ひな形ページの写真と文言を差し替えれ
ば違う商品にも利用できるため、商品数が多いオーナー様
の商品ページ制作費を大幅にコストダウンすることが可能
です。 
 
楽天市場標準では、商品写真は「3枚まで」しか登録できま
せん。ネットショップは、実際に商品を手に取って見ることが
できないため、商品の前後左右裏表などできるだけ多くの
商品写真と情報を掲載しお客様に情報提供する必要があ
ります。そのため、商品紹介ページを制作し、より詳しい写
真と説明文を一緒に記載する必要があります。 
 

制作パックには、「標準」でひな形制作は含まれます。 
ご安心くださいませ。 
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楽天店舗 直感！店舗更新ソフト 概要 
直感！店舗更新ソフト EC-APPLI（イーシーアプリ） 概要です。 

 
直感！店舗更新ソフト概要 
店舗更新ソフトは、制作パックで制作したトップページと商品紹介ページの内容を変更・更新できます。 
店舗ページ更新が苦手な方でも、商品写真の差し替えや説明文の書き直しなどが行えます。 

 

店舗更新ソフトが必要な理由 
店舗更新ソフトが必要な理由は、簡単です。店舗ページ制作・更新が苦手な方用です。 
Webデザイナーが制作した店舗ページを、ご自身で更新できるソフトのため、苦手克服、問題解決です。 

 

月額料金には、アフターフォローサービスも含まれます。 
店舗更新ソフトは、月額料金契約となります。もちろん、店舗更新ソフトの使い方が分からないなどアフター
フォローサービスも月額に含まれていますので安心して店舗運営が行えます。 
 

制作パックには、「標準」で店舗更新ソフトが含まれます。ご安心くださいませ。 

7 



楽天店舗 「3種の神器」で攻めましょう！ 
三種の神器 「トップページ/商品紹介ページ/店舗更新ソフト」 
１．トップページ 
  お店の顔です。お客様が「このお店から購入しても大丈夫か？」と判断する材料の一つです。 
２．商品紹介ページひな形  
  商品をより詳しく説明するために必要なページです。 
  ネットショップは、「実際に手に取って商品を見れない」という壁があります。このため、より細かい商品の説明を 
  するために必要なページです。 
３．直感！店舗更新ソフト 
  トップページ、商品紹介ページを編集するために使用します。店舗ページをオーナー様ご自身で更新すること 
  により、「新鮮な情報をリアルタイムにお客様へお届け」することができます。 

 
Webデザイナーが制作した店舗ページは、商品情報を見やすく、回遊率を意識したデザインになっ
ています。また、商品紹介ページひな形は、複数商品に使い回すことが可能ですので、登録する商
品数が増えてもコストが大きくかさむことはありません。たくさん、商品を登録し、より多くの商品をお
客様に見せ購買欲を上げることができます。 
 
楽天市場は、ネット用語でいうと「モール型」と言われています。聞いたことがあるかもしれません。 
このモール型を意識して店舗ページを制作していますか？ここでは、少し話が長くなりますので、本
書の下のほ～～～に(^^; 軽く掲載しておきますのでお時間があったとき読んで参考にしてもらえると
幸いです。 
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もうすこし、詳しく知りたい方、ご説明します。 
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楽天店舗制作 シンプルパック 内容 
シンプルパック内容 
 １．トップページ  テンプレートデザインよりトップページを選択し店舗制作します。 
 ２．商品紹介ページひな形 トップページデザインに合わせて1ページ制作します。 
 ３．バナー制作  ご要望を聞きまして、1枚バナーを制作します。 
 ４．店舗更新ソフト  トップページと商品紹介ページひな形の編集が行えます。 
 ５．楽天RMSへ店舗ページ設置 制作した店舗ページを楽天市場へ設置します。 
 

シンプルパックは、トップページデザインをテンプレート式で制作します。一気に店舗ページを制作することは可能
ですが、初期投資が大きくなります。まずは、シンプルパックで制作し、来場されたお客様層を見極めてから、次の

段階で客層に合った「オリジナルデザイン」を制作することをお勧めしています。ネットショップが「初めて」の方に
おススメです。※ご提供の商品情報をあてはめて店舗ページを制作します。 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

テンプレートデザイン一覧 http://elecalize.co.jp/template_top.html 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

制作の流れ  １．テンプレートデザイン選択。→２．制作に必要な情報をヒアリング。→３．店舗ページ制作。→ 
  ４．楽天RMSへ設置納品（完了）。 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

どこまで作れるのか？ １．看板へショップ名 記入。  ２．商品情報を所定位置にはめ込む。 
  ３．カテゴリー一覧の制作とリンク設定。 ４．バナー制作 1枚制作。 
  ５．フッター領域へ店舗情報 記入。（お支払方法など） 
  ※テンプレートデザインのデザイン変更（カスタム）は、オプションになります。 
  ※ 「看板」を御社ご提供看板画像に変更することは可能です。 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

制作時間  制作に必要な情報をヒアリング後、最短３～4営業日。 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
※1トップページのデザイン変更や色調整などは行えません。ご提供いただいた商品写真を加工し、あてはめてページを制作いたします。※2ロゴ/イラスト制作（アイコンやキャラクター等）や動画は
別途お見積りです。※3キャッチコピー/文言/写真等情報は、ユーザー様からのご入稿となります。※4商品登録代行サービスは、含まれておりません。※5「弊社サービスご利用規約ついて」に準拠し
ます。※６微調整（文言修正等）は対応可能です。大幅修正内容の場合は有償になります。  
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楽天店舗制作 オリジナルパック 内容 
オリジナルパック内容 
 １．トップページ  店舗看板などご要望を聞いてオリジナル制作します。 
 ２．商品紹介ページひな形 トップページデザインに合わせて1ページ制作します。 
 ３．バナー制作  ご要望を聞きまして、1枚バナーを制作します。 
 ４．店舗更新ソフト  トップページと商品紹介ページひな形の編集が行えます。 
 ５．楽天RMSへ店舗ページ設置 制作した店舗ページを楽天市場へ設置します。 
 

オリジナルパックは、店舗看板などトップページデザインをオリジナルで制作します。看板など全体的なページ構
成はWebデザイナーにまかせて制作し、後日、売上を見ながら店舗ページをカスタムしていきたい方にお勧めで

す。ひとまず、全体の構成をオリジナルで「まとめたい」方におススメです。※店舗ページ制作に必要な情報は、
ご提供いただきます。 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

デザインサンプル http://elecalize.co.jp/result-ss/micromonster/preview.html 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

制作の流れ  １．店舗イメージヒアリング。→２．制作に必要な情報をヒアリング。→３．店舗ページ制作。→ 
  ４．楽天RMSへ設置納品（完了）。 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

どこまで作れるのか？ １．看板など店舗ページ制作。 ２．商品情報を所定位置にはめ込む。 
  ３．カテゴリー一覧の制作とリンク設定。 ４．バナー制作 1枚制作。 
  ５．フッター領域へ店舗情報 記入。（お支払方法など） 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

制作時間  制作に必要な情報をヒアリング後、最短５～10営業日。 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
※1「何種類か色違いやデザインパターンを見たい」などデザインラフ案をご要望の場合、「デザインラフ案提出サービス￥20,000～/ページ(税別)」をご利用ください。※2トップページ配置ラフ案で
仕様の変更があった場合、別途お見積りのご相談をいたします。※3デザイン制作開始後からのデザイン変更（仕様変更ページ造り直し）は基本行えません。微調整（文言修正等）は対応できます。
また、おまかせで制作を依頼した場合、制作後の変更は別途お見積りです。※4オリジナルデザインは、更新ソフトに一部制限がかかることがあります。※5ロゴ/イラスト制作（アイコンやキャラクター
等）や動画は別途お見積りです。※6キャッチコピー/文言/写真等情報は、ユーザー様からのご入稿となります。 ※7商品登録代行サービスは、含まれておりません。 ※8「弊社サービスご利用規約つ
いて」に準拠します。 
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楽天店舗制作 デザインUP!パック 内容 
デザインUP!パック内容 
 １．トップページ  店舗看板などご要望を聞いてオリジナル制作します。 
 ２．商品紹介ページひな形 トップページデザインに合わせて1ページ制作します。 
 ３．バナー制作  ご要望を聞きまして、1枚バナーを制作します。 
 ４．バナー制作オプション60p 追加オプションで、５～６枚バナー制作します。 
 ５．店舗更新ソフト  トップページと商品紹介ページひな形の編集が行えます。 
 ６．楽天RMSへ店舗ページ設置 制作した店舗ページを楽天市場へ設置します。 
 

デザインUP！パックは、店舗看板などトップページデザインをオリジナルで制作します。看板など全体的なペー

ジ構成をWebデザイナーにまかせて制作し、さらにバナー制作依頼もしたい方にお勧めです。店舗ページを「作り
込みたい」方におススメです。※店舗ページ制作に必要な情報は、ご提供いただきます。 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

デザインサンプル http://elecalize.co.jp/result-ss/justforsense/preview.html 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

制作の流れ  １．店舗イメージヒアリング。→２．制作に必要な情報をヒアリング。→３．店舗ページ制作。→ 
  ４．楽天RMSへ設置納品（完了）。 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

どこまで作れるのか？ １．看板など店舗ページ制作。 ２．商品情報を所定位置にはめ込む。 
  ３．カテゴリー一覧の制作とリンク設定。 ４．バナー制作 ６～７枚制作。 
  ５．フッター領域へ店舗情報 記入。（お支払方法など） 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

制作時間  制作に必要な情報をヒアリング後、最短7～１０営業日。 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
※1「何種類か色違いやデザインパターンを見たい」などデザインラフ案をご要望の場合、「デザインラフ案提出サービス￥20,000～/ページ(税別)」をご利用ください。※2トップページ配置ラフ案で
仕様の変更があった場合、別途お見積りのご相談をいたします。※3デザイン制作開始後からのデザイン変更（仕様変更ページ造り直し）は基本行えません。微調整（文言修正等）は対応できます。
また、おまかせで制作を依頼した場合、制作後の変更は別途お見積りです。※4オリジナルデザインは、更新ソフトに一部制限がかかることがあります。※5ロゴ/イラスト制作（アイコンやキャラクター
等）や動画は別途お見積りです。※6キャッチコピー/文言/写真等情報は、ユーザー様からのご入稿となります。 ※7商品登録代行サービスは、含まれておりません。 ※8「弊社サービスご利用規約つ
いて」に準拠します。 
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楽天店舗制作 楽々おまかせ新規出店パック 内容 

楽々おまかせ新規出店パック内容 
 １．店舗ページ制作  シンプル/オリジナル/デザインUP! 制作パックを選択します。 
 ２．店舗オープン審査設定 オープン審査合格に必須な設定（決済/配送方法/設定等）を行います。 
 ３．楽天SEO設定  楽天市場キーワードサーチ設定を行います。 
 ４．楽天モバイルフォン設定 オープン審査合格に必須なモバイルフォンページ基本設定を行います。 
 ５．楽天スマートフォン設定 オープン審査合格に必須なスマートフォンページ基本設定を行います。 
 ６．商品登録代行（10商品） 商品登録を10商品行います。 
 ７．店舗更新ソフト  トップページと商品紹介ページひな形の編集が行えます。 
 ８．楽天RMSへ店舗ページ設置 制作した店舗ページを楽天市場へ設置します。 
 
 

楽々おまかせ新規出店パックは、楽天店舗オープン審査合格必須項目設定もすべて私たちが行います。店舗が
無事オープンできるまで完全サポートいたします。 「3種類のパック（択一）」＋「楽天オープン審査項目設定」のイ

メージです。楽天市場への出店が「初めての」方におススメです。※店舗ページ制作に必要な情報は、ご提供
いただきます。 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

楽天スマートフォンサンプル http://elecalize.co.jp/demopage/smartphone/ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

制作の流れ  １．制作パックを選択。→２．制作に必要な情報をヒアリング。→３．店舗ページ制作。→ 
  ４．楽天RMSへ設置納品（完了）。 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

制作時間  制作に必要な情報をヒアリング後、最短7～１2営業日。 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
※1「何種類か色違いやデザインパターンを見たい」などデザインラフ案をご要望の場合、「デザインラフ案提出サービス￥20,000～/ページ(税別)」をご利用ください。※2トップページ配置ラフ案で
仕様の変更があった場合、別途お見積りのご相談をいたします。※3デザイン制作開始後からのデザイン変更（仕様変更ページ造り直し）は基本行えません。微調整（文言修正等）は対応できます。
また、おまかせで制作を依頼した場合、制作後の変更は別途お見積りです。※4オリジナルデザインは、更新ソフトに一部制限がかかることがあります。※5ロゴ/イラスト制作（アイコンやキャラクター
等）や動画は別途お見積りです。※6キャッチコピー/文言/写真等情報は、ユーザー様からのご入稿となります。 ※7商品登録代行サービスは、含まれておりません。 ※8「弊社サービスご利用規約つ
いて」に準拠します。 
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楽天店舗 制作パック 価格（とくとくお支払） 
制作パック価格（とくとくお支払コース） 
 
 
とくとくお支払コース※価格表記は（税別）表記です。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
最初に、制作代金をお支払いただく代わりに、月々の店舗更新ソフトとアフターサポート費をグッと
抑え、長くご利用いただくほどお得になるコースです。 
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パック 選択 初期制作費 店舗更新ソフト 備考 

シンプル - ¥70,000 GOLD版 
 

お試し無料
期間あり 
特典対象 

 
期間終了後

¥5,980/月 

Lite版 
 

お試し無料
期間あり 
特典対象 

 
期間終了後

¥3,980/月 

 

最短3～4営業日納品 

オリジナル - ¥100,000 最短5～10営業日納品 

デザインUP! - ¥154,000 最短7～10営業日納品 

楽々おまかせ新規出店 シンプル 
パック ¥140,000 最短7～12営業日納品 

オリジナル
パック ¥170,000 

デザインUP!
パック ¥220,000 



楽天店舗 制作パック 価格（らくらくお支払） 
制作パック価格（らくらくお支払コース） 
 
 
らくらくお支払コース※価格表記は（税別）表記です。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6ヶ月間の契約が必要になりますが、最初にお支払いいただく制作代金をグッと抑え、初期費用負
担を軽くしたコースです。楽天店舗制作をスタートしやすくしたコースです。 
 
※1初期費用は「先払い」でお願い申し上げます。※2最低「6ヶ月間」ご契約継続が必要です。途中解約の場合、月額費用6ヶ月分＋解約金1ヶ月分が必要です。(ストア制作完
了月は含みません。)※3とくとくお支払コースへのコース変更は制作パック購入以外は行えません。※4初回ご請求に更新ソフトEC-APPLI利用料（翌月１ヶ月分）が追加されます。
※5制作内容は、とくとくお支払コースと変わりません。※6「弊社サービスご利用規約ついて」に準拠します。 
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パック 選択 初期制作費 店舗更新ソフト 備考 

シンプル - ¥30,000  
 

GOLD版 

¥8,980/月 

 
 

Lite版 

¥6,980/月 

 

最短3～4営業日納品 

オリジナル - ¥60,000 最短5～10営業日納品 

デザインUP! - ¥100,000 最短7～10営業日納品 

楽々おまかせ新規出店 シンプル 
パック ¥90,000 最短7～12営業日納品 

オリジナル
パック ¥130,000 

デザインUP!
パック ¥160,000 



楽天店舗更新ソフト 最大3ヶ月無料 特典 
私たちは、下記対象オーナー様につき、 
店舗更新ソフト 無料期間延長 特典をご提案しています。 
 

  とくとくお支払コース オーナー様対象 
  店舗更新ソフト月額 お試し無料で、１ヶ月無料 

  初期制作費を先払いの方、さらに＋1ヶ月無料※1 

  グッドなレビュー     をくださった方には、さらに＋1ヶ月無料※2 

 
特約 

ぜひご利用くださいませ!! 
 
 
 
※1ご発注書と同時にご請求書も送付いたします。ご発注書を弊社に返送、振込確認後、制作開始のご連絡をいたします。※2レビュー書き込み詳細は、弊社にお問合せくださ
い。 
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楽天店舗 更新ソフト 体験版 
私たちの更新ソフトEC-APPLI（イーシーアプリ）は、無料体験版あります！ 
 
ズバリ↓↓↓さわってイジれば分かります！この更新ソフトの好さが！！ 
http://elecalize.co.jp/contact.html 
 
「更新ソフト無料体験版希望」とお申し付けください！ぜひ、ご利用くださいませ！ 
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さらに、詳しく知りたい方、ご説明します。 
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ネットショップ 出店形態 意識してますか？ 
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ネットショップの出店形態には大きく、2つあります。 
 １．ショッピングモール型（楽天市場、Yahoo！ショッピング） 
 ２．独自にショップを構築する独自ドメイン店 
 

ショップの機能面では両者は大きくは異なりませんが、マーケット（市場）や運営環境が大きく異なるため、それぞ
れの特徴をよく理解したうえで、自社に最適な出店形態を判断する必要があります。 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ショッピングモール店とは？ 
 ショッピングモールとは、複数のネットショップを一つのサイトにまとめて、さまざまな商品を販売するウェブサイトのことです。楽天市
場やYahoo!ショッピング、ビッターズが有名です。ショッピングモール店は、このショッピングモールの中でテナント（店子）としてショッ
プを運営します。実店舗のデパートやショッピングモールと同じように、モール運営会社が販促をすることで、モール内に大勢のお客
様を呼び込み、出店した各ネットショップが集まったお客様に対して販売していくという形態が特徴となります。 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

独自ドメイン店とは？ 
 ショッピングモールに属さず、独自に構築、運営するネットショップです。自社サイト、本店等とも呼ばれます。単独で運営する実店
舗と同じように、自力でお客様を呼び込み、販売していく形態をとります。 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

楽天市場は、ショッピングモール店です。 

そのため、モール店の客層にあった、店舗ページ制作を行う必要があります。 

意識していましたか？ 
 

私たちは、店舗ページ制作のとき、このようなことも意識して制作しています。 
 



ネットショップ 出店形態 客層は？ 
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ショッピングモール店と独自ドメイン店の客層の違い。 
 一例ですがご紹介します。 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ショッピングモール店の客層は？ 
 モール内には、買い物意欲の高いユーザーが多く集まっているため知名度の高い商品だけではなく、知名度の高い商品だけでなく、
知名度の低いノンブランド商品や、衝動買いされやすいスイーツや低価格のファッション小物等も売れる傾向があります。 
広告によるモール内の露出量と、お得感の訴求やレビュー評価等による信頼性、話題性や目新しさがあれば、さらに購買欲を誘うこ
とができます。ただし、他のショップで同一商品があれば、モール内の価格比較が容易なために価格競争になりやすく、低価格や高
いポイント付与等で他社に勝る条件を提示しないと売れにくくなります。 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

独自ドメイン店の客層は？ 
 検索エンジン経由での集客が基本となるため、検索されやすい商材が向いています。たとえば、知名度の高い商品、消耗品やサ
プライ用品等のように必要に迫られて購入する商品等。また、専門性の高い商品やカスタムオーダー商品等、購入に検討が必要な
高付加価値商品も向いていると言われています。モールに比べて同一商品の価格比較がしにくいため、最安値でなくとも検索結果
で上位表示されれば売れる率が高いです。一方、知名度が低い商品は売れにくいといった傾向があります。知名度の高い企業やブ
ランドショップであれば商品が無名でも売れる可能性が高く、企画によっては衝動買いされやすい商品も売れる傾向にあります。 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

いろいろな店舗制作業者に、あれやれこれやれと訳も分からず言われていませんか？ 

しっかりターゲットを明確にして店舗制作を行っていますか？ 

お客様を意識していますか？ 
 

私たちは、店舗ページ制作のとき、このようなことも意識して制作しています。 



何にでも「理由」あると思います。 
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売れる理由は、大きく、2つ要因があると考えます。 
 １．コンテンツ（商材） 
 ２．店舗ページ（店舗雰囲気） 
 

正直いってしまえば、片方だけでもすごく良ければ売れると思います。 
コンテンツは、時代（トレンド）、ニーズ、季節、イベントに合った商品でコンテンツが良ければそれだけで売れてしまいます。逆に2番
なんかは、店舗の空間・雰囲気が好きでその店舗でしか購入しないなど、カフェなどそうですね。なので、片方だけでもよければ売れ
ると思います。ただ、落とし穴があります。片方だけということはそれだけ「突飛したモノ」がないと目立ちません。すごく優れていないと
ダメということです。しかし。。。それを作るには、時間、労力、お金を沢山かけてるのが現実です。実店舗も同じですね。そのため、時
間とコストを考えつつ、一般的には1と2をバランスよく準備・条件を揃えるよう「努力」するしかないのです。(^^; 

 
私たちは、１．コンテンツ（商材）は選べません。これはオーナー様におまかせです。 
お手伝いできるのは、２．店舗ページ（雰囲気）の制作です。また、店舗の雰囲気は、 
常に改善すべく更新します。この更新作業が大変です。。。なんでも継続することは大変です。 
そのため、少しでも軽減できるよう私たちは、直感！店舗更新ソフトも準備しました。 

 

継続 
自身がないオーナ様、今なら止められます。 

最小限のダメージで止めておきましょう。 
脅しではありません。続けなければ店舗は潰れます。実店舗と同じです。 

ネットショップは手軽さに故に、難しい面もあります。 
制作会社としては「非常識」なご提案ですが、呑み込めない方は私たちとはご縁がなかったと思い忘れてくださいませ。 

 
ここまで読んだでもまだ熱が冷めないオーナー様 

資料を読むのをやめて、すぐに私たちにお電話ください。 
きっとお力になれると思います。 



楽天RMS 使いこなす前に閉店。。。 
その前にご連絡くださいませ！ 

楽天市場へ使用料を支払ったにもかかわらず、楽天RMSは、話に聞いていたよりも複雑で店舗運営に行
き詰まり。。。日々すぎているオーナー様、私たちの更新ソフトであれば、楽天RMS作業を軽減することができます
のでお役に立てるかと思います。ぜひ一度ご連絡くださいませ！ 
 

私たちは、楽天株式会社公認RMS認定パートナー企業です。 
 

楽天株式会社の「1ヶ月間もの審査」に合格した、楽天公認パートナー企業です。 
 
こんなお客様がいらっしゃいました。 
店舗ページを作る際、「楽天RMSログインパスワード」を業者に聞かれて、「全権限パスワード」を教えてしまった。 
本来、業者側は、お客様の売り上げなどプライベートな情報が見れない権限「ダブルアカウント編集権限」を取得

し利用すべきです。にも関わらず、そのまま業者は特にお客様にご報告せず作業を進めているとのことで
した。お客様は、パソコンに不慣れな方だったため、分からず教えてしまったそうです。また後日ご家族には怒ら

れ。。。今は何事もなくトップページリニューアルが終わってほしい。。。と悩まれていました。このようなことは弊社
ではございません。必ず、ご説明いたします。それが楽天公認の企業とそうではない企業の大
きな差です。 
 

「安心」して楽天店舗運営をしたい方は、ぜひ私たちへお問い合わせくださいませ！ 
ご連絡おまちしております！ 
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最後に。 

23 

単なる金儲けが目的なのではないと思います。 
 

もちろん儲かんなけりゃ、意味はないんですけど(^^;、 
それだけが目的じゃないと私たちは考えます。 
実は、もっと重要なことがあるんです。それは、お客さんの喜ぶ顔です。 
お客さんは、オーナー様から買ったことを喜びます。 
あなたも、その喜ぶ顔を見て、「もっと頑張ろう」って思うはずです。 
 
こうしてお客さんとオーナー様との、心と心の交流ができるようになるのです。 
お客さんに喜んでもらえなくちゃ、いくら儲かったって、商売なんか面白くない。 
そうでしょ？ 
 
商品には自信がある。そしてお客さんの笑顔が何よりも嬉しい。オーナー様がそういう人なら、合格です。 
弊社へ商談申し込みを許可しますので、メールを読むのをやめて、今すぐ弊社へ電話ください。 
一緒に、楽天店舗を作っていきましょう！ 
 

弊社で制作された方よりわざわざ手紙をいただいたことがあります。 

これが、私たちの原動力です。 
http://elecalize.co.jp/service.html#review_msg 



楽天店舗制作について 

制作は、電話、FAX、メールにてヒアリングをさせていただき制作いたします。 
 
店舗更新ソフトで、後日、ご自身でトップページと商品紹介ページを更新できます。 
 
更新ソフトご契約のお客様には、更新の疑問などアフターフォローサービスもあります。 
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営業部 紹介 

私たちは、楽天株式会社公認
RMS認定パートナー企業です。 
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うちの契約スタジオで取ってもらいました。 
 

ぼくは、顔が長いので、襟でうまく隠してとってもらいました（笑） 
やはり、プロカメラマン＆スタジオ撮影は、全然違いますね(^^; 

光量調整された写真がここまでキレイなものとは知りませんでした！ 
商品写真も撮りますのでご相談くださいませ！ 

 
営業部 沖 龍太 



会社概要 

私たちは、楽天株式会社公認
RMS認定パートナー企業です。 
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株式会社エレクアライズ 
 

http://elecalize.co.jp/company.html 
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