
まえがき 

日本でも富裕層と貧困層の「格差」はどんどん広がり 

「副業」が当たり前になった時代「自分で稼ぐスキル」を持たない人達は、 

今後どうなるのでしょうか？ 

 

もし、あなたが現状に既に不安を抱えているのであれば、 

今すぐにその現状を変えるアクションを取る必要があると思っています。 

 

現状に不安を抱えていない場合でも、 

この本を手に取ったのであれば、 

何かしらの稼ぐ手段を探していることは間違いないはずです。 

 

もし今、ただ生活の為に働くだけの人生だとしたら、 

子供のころ、若いころに思い描いていた夢ややりたい事を思い出して、 

人生を楽しむ為に稼ぐという考え・生き方にシフトしてほしいと思っています。 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まえがき 

この本では、 

 

●会社に縛られた生き方を抜け出したい 

●生活をもっと豊かにしたい 

●ビジネス初心者でも一人で稼げるスキルを身に着けたい 

●副業で１０万円以上の収入を得てみたい 

●Yahoo!ショッピングの販売で稼ぎたい 

●Yahoo!ショッピングの出店/開店につまづいている 

●Amazonの次の販売プラットフォームにしたい 

 

そんな方に、Yahoo!ショッピングの販売スキルを身に着けて頂き、自分のビジネスで稼ぎ、あなたの人生

をより豊かにする手段の１つとしていただければと考えています。 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ネットビジネスを成功させる7つの心構え 

 

Section.1
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最初の準備で稼げるかどうか決まる 

長年、自分のビジネスを構築し、  

また多くのコンサル生を稼がせてきた経験から、  

自分のビジネスで稼ぐ為には、  

 

「スキル」「テクニック」「情報」等よりも、  

 

稼ぐための「思考」「目的」「環境」の構築のほうが、あきらか

に重要であることを確信しているからです。  

 

とても大事なことで、シンプルにまとめています が、最初に

伝える＝とても重要なことです。  

 

まずは、あなたがビジネスで稼ぐ為の準備をしっかりと行っ

ていきましょう。  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ネットビジネスを 
成功させる7つの心構え 

1. 目標を持つ 

2. 時間管理と環境の改変 

3. 高いエネルギーをビジネスに注ぐ 

4. 適度な範囲でコンフォートゾーンを抜

ける 

5. 成功法則はその道の成功者に学べ 

6. 失敗を許容する 

7. 結果が出るまであきらめない 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0章：稼ぎたいと思う理由の明確化 

稼いだお金を何にどう使いたいのか？ 

そしてその為にいくら稼ぐ必要があるのか？ 

 

この目的≒目標を明確化しましょう。 

 

この目的≒目標が明確かつ、 

ビジネスを行う強い動機とすることができれば、 

成功までの道のりはより最短に近づけるでしょう。 

 

更に、その目標を決めたら 

いつまでに達成するという期間をつけましょう。 

 

曖昧にではなく、 

とにかく明確に決めていくことが大切です。 

稼ぐ目的・動機 

家族と3人でモルディブに行く 

高級ホテルに3泊する 

キャンドライ・ディナーなどを 

するために100万円稼ぐ。 

期限：2022年6月まで 

達成するには 

月間売上1000万円×利益率10%で運用 

月10万円×10か月を物販で稼ぐ……etc  6



1-1.目標を持つ 

ビジネスをするときは、必ず目標を持って取り組みましょう。 

物販ビジネスの場合は、まず”月利・作業量”などで目標を

立てて、それを達成するためのプランを作って、行動に移し

ていきましょう。 

【物販の目標例】 

★ 月利目標 

★ 月間作業量 

★ 在庫数の管理 

7



1-2.時間管理と環境の改変 

ビジネスでは、高い時間管理能力が求められます。 

時間管理をすると、生産性が向上し仕事がこなしやすくなります。 

特に、物販ビジネスでは、限られた時間の中で 

 

・リサーチ 

・仕入れ 

・梱包、検品 

・販売 

・お客様対応 

 

などの作業をする必要があります。 

また、現状置かれている環境を改変することが重要です。 

 

自分に甘えられる環境、仕事がしづらい環境にあるなら、まずは

そこから早急に改変を行いましょう。 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1-2-1.おすすめ時間管理アプリ 

【時間管理アプリ】 

〼 Toggl Track 

→タイマーを使った管理アプリ 

〼 My Stats 

→タスクの追加、時間管理などに

使える。 

〼 A Tracker 

→タスク管理、タイマー管理ができ

るアプリ  9



1-3.高いエネルギーをビジネスに注ぐ 

ビジネスで稼ぐ為には、高いエネルギーをそのビジネス

に注ぎ込むことが必要です。 

 

物販ビジネスに限った話ではなく 

時間をかけないことには、ビジネスでは成功はあり得ま

せん。 

 

高いエネルギーを、ビジネスに注いだ時に 

初めて質の高い仕事ができるようになります。 

 

副業・本業問わず、限られた時間を 

いかにビジネスに注げるかが重要です。 

 

ビジネスに高いエネルギーを注げる環境を整えることは

最優先事項なのです。 
 

 

Example 1 

時間管理を徹底する  

Example 2 

限られた時間で稼ぐ  

Example 3 

環境を改変する 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1-4.適度な範囲で 
コンフォートゾーンを抜ける 

ビジネスを成功させるには、”自分に厳しく”することが鉄則

です。 

そこで、”コンフォートゾーン”から適度に抜け出す必要性を

覚えておきましょう。 

 

コンフォートゾーンとは、自分にとってい心地がよい場所、

甘えられる環境のことを指します。 

その場所に、いつまでいても成長は思うようにはできませ

ん。

そのため、ビジネスで成功させたいなら

可能な範囲でコンフォートゾーンを抜け出し、ストレッチゾー

ンに向かうことはとても重要になります。

 

【コンフォートゾーンについて】 

confort

stretch

panic
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Stretch Zone

コンフォートゾーンから抜け出した、

ややストレスを感じる心理領域のこと

です。

・成功者や尊敬する人と話す時間

・仕事での初めてのタスクにチャレン

ジする

・キャパを少し上回る作業量

この環境に身を置けば、凝縮した時

間の中で、より大幅な成長が期待で

きます。

Confort Zone

自分が居て 

心地が良い心理領域のことです。  

 

・気の知れた仲間と話す時間  

・仕事のデイリータスクをこなす  

・自分の好きなことをおこなう  

 

一般的にリラックスできる環境で

す。 

Panic Zone

許容を超え、パニックに陥る心理

領域です。

・嫌いな上司や先輩に囲まれる会

食

・突然の部署異動や転勤、急なビ

ジネスの路線変更

・キャパを完全に超える作業量

成長ができる領域ですが、その分

体調も崩しやすいです。
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1-5.成功法則はその道の成功者に学べ 

ビジネスで成功するためには、 

成功者に学ぶのが一番の近道です。 

 

どのビジネスでも、最初は一からのスタート。 

 

そのため、何もわからない環境や状況の中に自分の身を

置く為、独学でできる内容には限界があります。 

 

成功しやすいノウハウを手に入れるなら、最初から成功者

から学んだほうが圧倒的に成功スピードが速いです。 

 

ノウハウや情報も成功者から得ることは当然。 

 

更に成功者の考え方＝成功マインドを学ぶことが何よりも

重要だと思ってください。 

 

【学び方例】 

★ コンサルで学ぶ 

★ セミナーで学ぶ 

★ 塾で学ぶ 

おすすめは 
”マンツーマン”コンサル  
 
個別で学ぶことで  
・自分の環境やスキルにあ
わせた柔軟な提案と対応  
・コンサルタントとの深い関係
性の構築 
・スピーディな問題解決  
 
圧倒的にスキルが身に付き
実績が出やすい。   13



1-6.失敗を許容する 

ビジネスで成功するためには、失敗がつきものです。 

失敗なくして、ビジネスで成功はできません。 

 

最近では「初心者でも月100万円稼ぐ方法」 

など、その側面だけを見てしまい稼げると思いがちですが、

その裏にある失敗や膨大な苦労の積み重ねがあることを、

疎かにしてはいけません。 

 

筆者のコンサル生の中でも 

・失敗を避けたがる人 

・リスクを許容できない人 

は、稼ぐまでの道のりが遅い傾向にあります。 

 

ビジネスは失敗から得た経験。そこから改善を繰り返してこ

そ、最短での成功につながります。 

 

Step 1 

Plan　計画 

Step 2 

Do　実行 

Step 3 

Check　評価 

Step 4 

Action　改善 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1-7.結果が出るまであきらめない 

これからビジネスを始める人は、進めていくうちに 

結果が出ないことに、焦りを感じることがあります。 

 

しかし、どのビジネスも最初から結果が出るほど 

簡単なものはありません。 

 

短期的な視点も大事ですが、中長期でビジネスを構築する

視点を持ち合わせることが重要です。 

 

・行動→結果→改善→行動→結果→改善→行動→… 

 

この繰り返しこそが、あなたの知見を広げ、スキルを育て、

効率化を生み出し、中長期にわたり資産を構築することに

繋がっていくのです。 

【NG例】 

【OK例】 

1. 実践する 

2. 稼げなくなる 

3. 諦める 

1. 実践する 

2. 稼げなくなる 

3. ②の理由を考える 

4. 改善して再度実践する  15



Yahoo!ショッピングの特徴と魅力 

Section.2
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2-1.Yahoo!ショッピングとは？ 

Yahoo!ショッピングは、Yahoo!Japanが運営する  

日本最大級のECサイトです。  

 

・有名ブランド品 

・人気の家電 

・食料品 

・ギフト 

・日用品 

 

など、幅広い商品を取り揃えられています。  

Yahoo!ショッピングは、 出品にも使えることから  

Amazon同様に販売先として使っている人も多い で

す。 

 

高いポイント還元率も  

魅力の一つ！ 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2-2.Yahoo!ショッピングの特徴 

Yahoo!ショッピングは、通常のECサイトに 

比べると、異なる点がいくつかあります。 

主な特徴をあげると、以下のとおりです。 

 

・ユーザー数が国内でも多い 

・ポイント還元率が高い 

・登録商品数は2億点以上 

・年配の利用者が多い 

 

PayPayとの連携により、購入で利用する人も増加、また、そ

れに伴いストアに対しての優遇を手厚くしているのは、

Yahoo!ショッピングのストア運営をしていても明らかな事実で

す。 

 

販売プラットフォームに使う人もまだまだ増加しているのが

現状です。 

Shop
872,289shop

Users
23,400,000users
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2-2-1.ユーザー数、出店数 

ユーザー数 出店数

Yahoo!ショッピング 2,340万人 87万店舗

楽天市場 1億1,590万人 5.1万店舗

Amazon 4,000万人 17.8万店舗
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2-2-2.PayPayについて 

PayPayとの連携により、Yahoo!ショッピングでは多くのポイントを  
獲得できる。出品者としてもPaypayモールは利用可能ですが、仕入れにも利用できる
サイトです。 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2-3.販売プラットフォームとしてのメリット 

➢ 月額料金が無料 

➢ 販売手数料が安い 

➢ Amazonと比較して規制が緩い 

➢ ヤマトフルフィルメントの安さ 

➢ FBAのような理不尽さがない 

➢ 広告運用が簡単 

➢ 広告費が安い 

➢ 売れている商品が実は分かりやすい 

➢ イベントのストア負担が少ない 

➢ 価格競争が少ない 

➢ 顧客リスト(メルアド)取れる 

➢ 即金性が高い(入金回数が多い) 

➢ 自社発送でも競合に勝てる仕組み 

最近では、Amazonの規制が厳しくなり、リスクヘッジの目的で  
Yahoo!ショッピングに移行する人も少なくありません。  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Yahoo!ショッピング  Amazon

2-3-1.月額料金が無料 

Free 

原則無料(実質6~7%) 

4,900円/月※大口出品の場合※  

出品によって異なる※8%~15%  

月額料金 

販売手数料 

月額料金 

販売手数料 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2-3-2.販売手数料が安い 

Yahoo!ショッピングの販売手数料は 

少し内訳が複雑です。 

 

”初期費用・システム利用料・ロイヤリティ”は 

無料ですが、以下の手数料がかかります。 

 

・ストアポイント原資負担：1%~15% 

・キャンペーン原資負担：1.5%は必須 

・アフィリエイトパートナー報酬：1%~50% 

・アフィリエイト手数料：パートナー報酬の30% 

 

上記だけ見ると複雑に見えますが、 

Amazonに比べると、実質かかる販売手数料は 

そこまでかからないのが現状となっています。 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2-3-3.Amazonと比較して出品規制が緩い 

Yahoo!ショッピングは、Amazonに比べると 

出品規制がかなり緩めです。 

 

Amazonのような真贋調査はなく 

比較的自由に商品の販売ができるのが特徴。 

 

近年では 

「Amazon→Yahoo!ショッピング」へと 

リスクヘッジの目的で移行する人も多いです。 

 

理由の一つとして、Amazonでのせどりは新規参入者にとっ

て稼ぎづらくなったのが原因でもあると考えられます。 

ほぼ規制はない 

真贋調査、販売規制
出品制限……etc

Yahoo! 

Amazon 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2-3-4. ヤマトフルフィルメントの安さ 

ヤマト運輸では、Yahoo!ショッピングストアむけのサービス

として 

”ヤマトフルフィルメントサービス”をおこなっています。 

 

概要はAmazonのFBAシステムと似ていて 

指定されたヤマトの倉庫に商品を納品し、 

在庫管理から、お客様に商品が売れたら 

ヤマトの倉庫から出荷を行ってくれるサービスです。 

 

利用するには 

事前にYahoo!ショッピングのストア登録が必要です。 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2-3-5. FBAのような理不尽さがない 

Amazonでは、代行サービスとして 

FBA(Amazonフルフィルメントサービス)が 

存在します。 

しかし、その理不尽さに悩まされている人も多いです。 

 

・破損状態での返品をほぼ無条件に受け入れ 

・クレームによる商品返送をほぼ無条件に受け入れ 

・すり替え返品の商品未確認のままの返金 

 

しかし、Yahoo!ショッピングでは 

上記のようなことは一切ありません。 

 

この点は、販売者自らで返品を受け入れるか、購入者に対し

て返金をするか否か等の判断を行うことができます。 

Amazon 
FBAあるある 

★ 破損状態での返品 

★ クレームによる返品 

★ すり替え返品 

★ 理不尽な理由での返金 

Yahoo!ショッピング
ではほとんどなし

26



2-3-6. 広告運用が簡単/広告費が安い 

Yahoo!ショッピングで売上を上げていく場合は 

基本的に広告を出稿していくことはマストです。 

 

リスティング広告に比べると簡単に出稿でき 

楽天市場のストア広告や 

Amazonのスポンサープロダクト広告に比べると 

費用も安いので、広告費を抑えつつ稼げます。 

 

その分、利益に充てられることから 

効率よく稼げるのも 

Yahoo!ショッピングの特徴です。 

 

広告費例 

バナー広告：30,000円/月～ 

ストアマッチ広告：クリック単価制(10円～) 

【バナー広告】  

【ストアマッチ広告】  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2-3-7.売れている商品が 
実は分かりやすい 

Amazonでせどりを行うには、売れている商品とそうじゃない

商品を見分ける為に、ツールを用いるのがほぼ絶対である

ように感じます。 

 

Yahoo!ショッピングにも、そういうツールがないわけではな

いですが、売れている商品をリサーチする際は売れ筋ラン

キングやレビュー数、その他のチェック項目でも容易に判

断が可能です。 

 

Amazonのせどりのように 

デルタトレーサー・Keepaなどの仕入れ選定に活用するツー

ルに慣れてしまうと難しいイメージを持ちがちですが、見分

け方を覚えてしまえば難しいことは一切ありません。 

 

むしろそのスキルがライバルとの差別化を生みます。 

売れ筋ランキング  

Yahoo! 

Amazon 

デルタトレーサー 

Keepaが必要 

レビュー数やその他  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2-3-8.イベントのストア負担が少ない 

Yahoo!ショッピングで売上が上がるタイミングは 

基本的にセールやキャンペーンの開催日です。 

 

Amazonでのセールを活用して販売を行う場合、 

 

・初売りセール 

・プライムセール 

・ブラックフライデー 

・サイバーマンデー 

 

等、イベントに参加する場合は、ほぼすべてストアの実費負担

です。 

 

しかし、Yahoo!ショッピングでは、プラットフォームの運営サイド

がセールやイベントの負担をしてくれるので、ストアの負担なし

に集客、そして売上の拡大を行ってくれます。 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補足：ストア負担ゼロのイベント・セール 

Yahoo!ショッピングには 

ストア負担ゼロのイベントがあります。 

 

・5のつく日 

・買う買うサタデー 

・ソフトバンクユーザーは最大10%帰ってくる 

・買い倒れキャンペーン 

・PayPay祭 

・ゾロ目の日のクーポン 

・日替わりクーポン……etc 

 

ほかにも突発して開催されるキャンペーンは 

ストア負担がゼロなので 

特別なことをせずとも売上に大きく貢献してくれます。 

イベントの例 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2-3-9.価格競争が少ない 

Amazonとは異なり、Yahoo!ショッピングは 

商品ページを自分で作成する必要があります。 

 

Amazonのように、既存の商品ページに 

商品を登録する販売方法(相乗り出品)とは異なるので 

競合他社より多少価格が高くても、様々な工夫を行うことが

でき、価格競争に巻き込まれずに商品を販売することが可

能です。 

 

同一商品でも、別の商品ページで販売するため 

無駄な価格競争が起きないということは 

Yahoo!ショッピングの大きなメリットです。 

ヤフショ販売ですること 

★ 出店審査・開店審査 

★ 商品ページの作成 

★ 販売価格設定 

★ Yahoo!ショッピング内での

SEO対策 

ヤフショの審査は
通常よりも厳しい
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2-3-10.顧客のリスト取りがしやすい 

Amazonでは、注文者情報が確認できます。 

 

しかし、そこから直接お客様へ 

別商品への訴求や別ショップへの 

誘導が実質不可な状況です。 

 

しかし、Yahoo!ショッピングの場合は 

Yahoo!IDにて商品を購入するため 

登録アドレスのリスト取りが可能です。 

 

メルアドのリスト取りができれば 

直接新商品の訴求ができたり、 

独自ストアへの誘導など、 

物販ビジネスでは、とても有利に働きます。 

Step 1 

ユーザーが商品を購入  

Step 2 

注文者情報がわかる  

Step 3 

顧客メールアドレスの獲得  

Step 4 

顧客を別プラットフォームに誘導した
り、ダイレクトセリングも可能  

32



2-3-11.即金性が高い(入金回数が多い) 

Yahoo!ショッピングは、即金性が高い販売先 

でもあります。 

入金サイクルは、主に4パターンあります。 

 

・月1回サイクル 

・月2回サイクル 

・月3回サイクル 

・月6回サイクル 

 

この四つがあるので 

オプションで月6回サイクルを選べば 

最短8日以内に振り込みが完了します。 

 

即金性が高いので資金繰りもよいです。 

 

※Amazonは２週間に１回の  

　入金サイクルを変更できない  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2-3-11.即金性が高い(入金回数が多い) 

入金サイクル  締め日  入金日  オプション手数料（※） 

基本  月1回  末日  翌月末の2営業日

前 

～翌月末まで 

－ 

オプション  月2回  15日  当月末の2営業日

前 

～当月末まで 

0.1% 

末日  翌月13日～15日 

月3回  10日、20日、末日  締め日の 

3～5営業日後 

0.2% 

月6回  5日、10日、15日、 

20日、25日、末日 

締め日の 

3～5営業日後 

0.4% 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2-3-12.自社発送でも勝てる 

Amazonでは、ショッピングカートという独自の仕組みで、ア

マゾンの配送サービス(FBA)を利用しないと、商品の露出

が大幅に下がってしまい、 

売上が上がりにくくなる仕組みがあります。 

 

つまり、アマゾンでの自社発送販売は、 

圧倒的不利な状況が生まれてしまっているのです。 

 

それに比較し、Yahoo!ショッピングはショッピングは発送方

法で優位性が大きく下がることはないので、ストアが自由な

発送手段を選択することが可能になっています。 

 

自社発送で送料を節約して、商品価格の差別化を行うこと

も容易なので、Amazonよりも安く発送でき、利益の底上げ

にも繋げらるのでオススメです。 

Amazon自己発送あるある 

★ カート獲得のため値下げす

る必要がある 

★ FBA利用者より販売価格が

安くなる 

★ 利益確保しづらい 

Yahoo!ショッピングは 
自社発送でも売れる 

Amazon自社発送あるある 

35



2-4.販売プラットフォームとしての 
デメリット 

➢ Amazonなどに比べて購入ユーザー数

が少ない 

➢ ヘルプデスクがつながりにくい 

➢ ストア数(ライバル)が多い 

➢ GoogleSEOに弱い 

➢ SEOなど商品ページ作成知識が必要 

➢ 広告運用がある程度必要 

販売に大きく支障をきたすようなデメリットはありません。  
しかし、ある程度物販ビジネスの知識を勉強しておかないと  
Yahoo!ショッピングでの売上向上はやや難しいです。  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2-4-1.Amazonなどに比べて 
ユーザー数が少ない 

Yahoo!ショッピングは、国内では 

”最大級”のネットショップと言われていますが 

ユーザー数は、Amazon・楽天市場に比べると 

若干少ないです。 

 

国内３大ECモールで比較すると、購入利用者 

の数は少ないので、そこだけを切り取ると 

販売する際はデメリットになり得ます。 

 

ただし、最近ではPayPayの連携により 

お得に商品が買えるようになったことから 

ユーザーもまだまだ増えつつあります。 

Yahoo!
23,400,000users

Rakuten
159,000,000users

Amazon
40,000,000users

TOP!
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2-4-2.ヘルプデスクが繋がりにくい 

Yahoo!ショッピングで、何かしらのトラブルが発生

した場合は、ヘルプデスクにて 

問い合わせをするケースが多いです。 

 

しかし、Amazonと比較したときに、 

Yahoo!ショッピングのヘルプデスクは 

かなりつながりづらいです……。 

 

Amazonの場合は即つながりますが 

Yahoo!ショッピングの場合は、10分以上かかること

も普通にあります。 

 

出品数が多いとトラブルも起きやすいので 

この辺は、デメリットとして捉えたほうが 

良いでしょう。 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2-4-3.ライバルが多い 

Yahoo!ショッピングは、他のショップに比べると  

ストア登録の数が圧倒的に多いです。  

 

そのため、ライバルが多い販売先とも言えます。  

 

しかしその背景には、Amazonや楽天市場に比較して  

 

・同一企業/個人の複数出店が容易である  

・無在庫販売の割合が非常に多い  

・非アクティブ店舗も含んでいる  

 

という背景があった上での数字になります。  

 

つまり、筆者の実感や他のYahoo!ショッピングの  

ストア運営をしている仲間に聞いた印象でも、  

 

ストア出店数が多い＝Yahoo!ショッピングのデメリット  

という結論には繋がっていません 。 

Yahoo!
872,289shop

Rakuten
51,815shop

Amazon
178,000users

TOP!

※稼働は168,425店舗※ 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2-4-4.GoogleSEOに弱い 

Yahoo!ショッピングは 

総合的に判断して、GoogleSEOに弱いです。 

 

楽天・Amazonは 

「商品名」などで検索すると 

該当の商品ページが出て来ます。 

 

しかし、Yahoo!ショッピングの場合は 

検索しても出てこないことが多く 

ショップ内での対策をしないことには 

Googleエンジンからの流入はあまり見込めません。 

 

検索エンジンサイトシェアトップのGoogle内で 

Yahoo!ショッピングの商品が検索結果として上位 

表示されないことは間違いなくデメリットです。 

表示されるのは
楽天・Amazon
ばかり……。 40



2-4-5.SEOなど 
商品ページ作成知識が必要 

Yahoo!ショッピングで売り上げを上げる為に 

様々な知識と対策が求められますが、その中で 

 

・商品カタログの作成知識 

・サイト内SEOの向上知識 

 

まずは上記の知識を身に着ければ、 

売上を作ることは可能です。 

 

逆に言うと、サイト内SEOを向上させるには 

商品ページを作りこまなければ売上が上がりません。 

 

ただ既存のカタログに相乗りして出品すれば売れてしまう

ようなAmazonとは大きな違いがあります。 

売上を上げる為の施策 

★ 商品カタログの作成 

★ タイトル/説明分に重要キー

ワードを含める 

★ 関連語を説明文に含める 

★ 上記のようなＳＥＯ対策 

多少なり商品カタログの作
成に知識が必要。
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2-4-6.売上をあげるための広告が必要 

Yahoo!ショッピングで売上を上げるには 

広告運用がマストになってきます。 

 

複数の広告がありますが 

具体的には、以下のとおり。 

 

・バナー、テキスト広告 

・アイテムマッチ広告 

・ソリューションパッケージ 

・ＰＲオプション 

 

全てを同時に運用する必要はないですが、 

必要な広告を運用しながら販売するので 

単純なせどり販売よりは、手間がかかるという点で 

デメリットとして捉えることもできます。 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Yahoo!ショッピングストア開店攻略 

Section.3
43



3-1.出店審査の流れ 

Yahoo!ショッピングで 

商品を出品するときは、 

審査を通す必要があります。 

 

審査が完了後、 

Yahoo!ショッピングに商品が 

販売できるようになるため 

 

紹介する手順に沿いながら 

出店審査を進めていきましょう。 

 

ちなみに、以降の説明に使用する 

画面の仕様はYahoo!ショッピングの 

アップデートで、実際の画面とは 

異なる可能性があります。 

Step 1 

出店の申し込みをする  

Step 2 

各情報を入力する  

Step 3 

出品予定商材の情報を入力  

Step 4 

規約に同意して審査完了  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補足：審査から出店までの簡単な流れ 

フォームの申し込みは20分程度で完了します。 
その後、申し込みデータをもとに2~10日ほど審査をして 
開店準備・開店審査を含めると1カ月程度かかります。 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補足：申し込みに必要な情報 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補足：申し込みに必要な情報 

出店審査で落ちる原因の一つとして 
Yahoo!IDで過去に規約違反を知らずに起こしていることが 
挙げられます。 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補足：申し込みに必要な情報 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補足：申し込みに必要な情報 

2021年2月頃から、個人の参加も可能になりました。 
現時点では、個人事業主の申し込み条件に、開業届の提出が含まれていないため、実質個人
事業主ではなくても出店申し込みができます。 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3-1-1.出店の申し込みをする 

申し込みをする場合、Yahoo!ショッピングのトップページからか 
専用の出店ページに、”出店の申し込み”というボタンがあるので 
こちらをクリックして、手続きを進めていきましょう。 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3-1-1.出店の申し込みをする 

ボタンをクリックしたら、登録したいYahoo!JapanIDを選択します。 
ビジネスIDからの申し込みもできるので、お好きなIDを選択して 
登録手続きを進めていきましょう。 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3-1-1.出店の申し込みをする 

申込時に入力する内容は、以下のとおり。 

 

・事業形態：法人、個人事業主 

・企業形態 

・企業形態の位置 

・法人番号 

・会社名 

・会社名フリガナ 

・郵便番号 

・都道府県、市区町村 

・電話番号 

 

それぞれ入力して、手続きを進めます。 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補足：個人事業主申込時の注意点 

個人事業主の申し込みは、Yahoo!ショッピング側から連絡がき来ることがあります。 
以前は、対応できなかった場合は審査落ちしていましたが、現在では改善されています。 
問い合わせフォームからは再度要請することも可能です。 

53

https://forms.business.yahoo.co.jp/webform/Inquiry/InquiryTop?inquiry_type=biz_form_new_8601


補足：問い合わせフォームの概要 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補足：入金サイクルは後日変更可能 

月の入金サイクルは後程変更できます。 
代表者氏名または管理者氏名の口座名義と一致する必要があります。 
出店後も、名義が違う銀行口座に変更はできません。 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3-1-1.出店の申し込みをする 

出店予定商材はできるだけ具体的に書きましょう。 
(例:国内の○○卸先から仕入れているタカラトミーのおもちゃなど) 
チェック箇所は出店後に変更することも可能ですので、最初は全部”なし”にすると、審査が早く
なります。  56



3-1-1.出店の申し込みをする 

入力内容を確認して、内容に問題なければ 
利用条件に同意しましょう。 
これで、審査の申し込み手順は完了です。 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補足：審査申し込み後のメール 

出店申し込みをすれば、上記のようなメールがきます。 
Yahoo!ショッピングから求められる書類は、3か月以内に提出しないと 
審査が不合格になるので注意しましょう。 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補足：審査通過後のメール 

こちらのメールが来たら、出店審査が完了して 
審査に通過したということになります。 
この後は、開店審査の流れに移行します。 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3-2.開店審査の流れ 

出店審査が完了したら 

次は、開店審査をおこなっていきましょう。 

 

ここからは、販売アカウントを取得した出店者にし

か使えない「ストアクリエイターPRO」というシステ

ムを使って進めていきます。 

 

こちらも出店審査同様に 

Yahoo!ショッピングのアップデートで 

画面の仕様が異なる場合があります。 

 

設定の方法がわからない人は 

筆者の設定を真似ていけばスムーズに 

開店まで行えるかと思います。 
公式のマニュアルも確認しながら  
こちらの手順で 
進めていけば問題ありません。   60



3-2-1.お届け情報の設定 

「ストア構築」＞「カート設定」＞「お届け情報」の手順で 
配送希望日時をお客様に選択させるかどうかの設定ができます。 
指定させないのでいいのであれば、画像の設定を真似してください。 
  61



3-2-2.配送方法の設定 

編集ボタンをクリックすると、希望日・希望時間帯などの 
配送に関する設定ができます。 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3-2-2.配送方法の設定 

配送希望日は”表示しない”にチェックを入れます。 
希望時間帯についても、”表示しない”にチェックを入れましょう。 
希望する場合は、任意の希望日時・希望時間帯を設定します。 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3-2-2.配送方法の設定 

配送先についても、「表示しない」で問題ありません。 
最後に、確認ボタン押して保存をしたら、 
配送方法の設定は完了です。 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補足：リードタイムを設定した場合 

発送日情報を設定する場合、編集ボタンをクリックします。 
こちらのリードタイム(発送までにかかる日程)の設定をすると、各個別商品ページを作成する際
に、リードタイムを選択できるようになります。(次ページ参考) 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補足：リードタイムを設定した場合 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「ストア構築」＞「カート設定」＞「お支払方法、手数料設定」 
の手順で、Yahoo!ショッピングの支払い方法の設定ができます。 
カートの手数料などが設定できるので、それぞれ設定しましょう。 

3-2-3.支払い方法の設定 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推奨の設定は、”一律0円で表示”です。 
カートで手数料が表示されると、ユーザーが離脱するケースにも 
つながるので注意しましょう。 

3-2-3.支払い方法の設定 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3-2-3.支払い方法の設定 

69



3-2-3.支払い方法の設定 

支払い方法は豊富に用意されているので、任意で設定しましょう。 
PayPay決済・クレジットカード決済は必須で、そのほかにも 
スマホ決済や、電子マネー決済を入れておくと購入率が上がります。 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「ストア構築」＞「カート設定」＞「配送方法、送料設定」 
の手順で、Yahoo!ショッピングの配送方法の設定ができます。 

3-2-4.配送方法、送料設定 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こちらでは休業日の設定ができ、休業日に出荷するかどうかの設定ができます。今回は、参考
までに土日祝を休業日にしています。 
配送代行を使う場合は、”ストア休業日も出荷する”を選択してOK。 

3-2-4.配送方法、送料設定 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3-2-4.配送方法、送料設定 

使用する配送業者を選定し、配送業者に併せた支払い方法を紐づける作業です。 
しかし、配送業者を一つずつ選択するのは手間な方は、上記画面のように、１つの 
配送方法の設定に複数の配送業者をまとめてしまうことも可能です。 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3-2-4.配送方法、送料設定 

筆者の設定は、配送会社を「その他」に設定し 
利用する配送業者をすべてまとめて手入力して、 
支払い方法を紐づけることで簡略化しています。 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3-2-4.配送方法、送料設定 

お客様には、このように表示されています。 
この設定をすると、配送業者を選定できなくなるので 
お客様からするとデメリットになりやすいです。 

75



3-2-5.配送業者への紐づけ作業 

配送方法の設定を開いて、各配送業者に 
配送スケジュールと送料を紐づける設定を行っていきます。 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3-2-5.配送業者への紐づけ作業 

配送業者別で、希望日の設定や時間帯の設定をしましょう。 
送料は、複数の項目からそれぞれ設定ができます。 
都道府県別での設定をしたいなら、2軸による設定をしましょう。 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3-2-6.ストア休業日の設定 

「ストア構築」＞「カート設定」＞「カレンダー設定」で 
ストアの休業日を設定できます。 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3-2-6.ストア休業日の設定 

日付を任意で選択する方法と、定期的な休業日を設定できます。 
休業日を設定しておくと、常に稼働しなくて済むので 
クレーム対応・お客様対応が楽になります。 
  79



3-2-7.基本設定 

「ストア構築」＞「カート設定」＞「基本設定」で 
Yahoo!ショッピングに必要な基本情報を設定できます。 
開店審査に必須ではありませんが、最初にやっておきましょう。 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3-2-7.基本設定 

こちらでは、カートに入れられる商品の上限や 
海外からの注文を受け付けるかどうかの設定ができます。 
重要なお知らせは、ここに記載しておくことで 
”ストアからの確認”として、お客様へ表示されるようになります。  81



3-2-8.配送グループの設定 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「ストア構築」＞「カート設定」＞「配送グループ」で 
開店審査に必要な、配送グループの設定ができます。 
簡単な設定なので、手順に沿ってそれぞれ設定しましょう。 

3-2-8.配送グループの設定 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「ストア構築」＞「カート設定」＞「配送グループ」で 
開店審査に必要な、配送グループの設定ができます。 
簡単な設定なので、手順に沿ってそれぞれ設定しましょう。 

3-2-8.配送グループの設定 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左の項目を選択して「追加」ボタンで右に移動するだけの作業です。 
特に難しい作業ではないので、配送方法を選択して移動しましょう。 

3-2-8.配送グループの設定 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編集画面の最下段に移動し、 
「配送方法が共通しない場合の配送グループ」の設定を行います。 
これを忘れて設定していないと、開店審査は通過できません。 

3-2-8.配送グループの設定 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3-2-9.アラート・通知の設定 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3-2-9.メールテンプレートの設定 

「注文管理」＞「注文管理設定」＞「メールテンプレート設定」で 
注文を受諾したとき、出荷完了したときのメールテンプレートを作成できます。 
開店審査に必要な内容なので、しっかり設定しましょう。 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3-2-9.メールテンプレートの設定 

エレメントタグをうまく活用し、メールのテンプレートを作成します。 
・注文承諾：注文を受諾したことをお知らせするメールテンプレート 
・出荷通知：発送完了したことをお知らせするメールテンプレート 
こちらの設定が必要になってきます。 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「注文管理」＞「注文管理設定」＞「注文一覧メール送信チェック設定」 
続いてこちらの手順で、設定していきます。 

3-2-9.注文一覧メール送信チェック設定 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3-2-9.メールテンプレートの設定 

注文作業を行う際に、一括作業で一斉送信するかしないかの項目に 
チェックを入れるだけの作業です。 
実際には、注文作業を行う際に、修正・変更ができるので 
深く考えぎなくて大丈夫です。  91



3-2-9.アラート・通知設定 

「注文管理」＞「注文管理設定」＞「アラート・通知設定」で 
Yahoo!ショッピング運営側からメールを受け取れるようになります。 

92



3-2-9.アラート・通知設定 

受け取りたいメールの内容にチェックを入れましょう。 
筆者は、上記のようにチェックを入れていて、 
「注文」と、特に「お問い合わせ通知」は絶対入れておくことをおすすめします。 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3-2-10.ストア情報の設定 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3-2-10.ストア情報の設定 

「ストア構築」＞「ストア情報設定」＞「ストア情報設定」で 
ストアの設定ができます。 
★「※必須」の印がある項目さえ記入していけば問題ありません。 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3-2-11.会社情報の設定 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3-2-11.会社情報の設定 

「ストア構築」＞「ストア情報設定」＞「会社情報設定」で 
会社情報の設定が可能で、それぞれ入力しましょう。 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3-2-11.会社情報の設定 

基本的には 
「※必須」の印がある項目さえ記入していけば問題ありません。 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3-2-12.お買い物ガイドの設定 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3-2-12.お買い物ガイドの設定 

「ストア構築」＞「ストア情報設定」＞「お買い物ガイド設定」で 
Yahoo!ショッピングのお買い物ガイドの設定ができます。 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3-2-12.お買い物ガイドの設定 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3-2-12.お買い物ガイドの設定 

102



3-2-12.お買い物ガイドの設定 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3-2-12.お買い物ガイドの設定 

基本的に「引用文」を用いて行えば問題ありません。 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3-2-13.プライバシーポリシーの設定 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3-2-13.プライバシーポリシーの設定 

「ストア構築」＞「ストア情報設定」＞「プライバシーポリシー設定」で 
Yahoo!ショッピングのプライバシーポリシーの設定ができます。 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3-2-13.プライバシーポリシーの設定 

こちらも、サンプルをそのまま引用するだけでOKです。 
「プライバシーポリシー２」以降は記載不要で問題ありません。 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3-2-14.ストアページ、販売商品の設定 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3-2-14.新ストアデザインの設定 

「ストア構築」＞「新ストアデザイン」で 
Yahoo!ショッピング内のデザインを設定できます。 
ここまでが、開店審査で必要な内容なので、必ず設定しましょう。 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3-2-14.新ストアデザインの設定 

「新ストアデザイン適用管理」に関しては、 
画像のまま設定すれば問題ありません。 
 

110



3-2-14.新ストアデザインの設定 

こちらの設定は、開店審査に必要はありません。 
しかし、やっておくとユーザビリティが上がるので設定しましょう。 
お客様がストア・商品ページに訪れたときに、 
自社ストアのランキングやカテゴリ表示を固定表示できるようになります。  111



3-2-14.新ストアデザインの設定 

実際に設定すると、商品ページではこのように表示されます。 
設定しないと「カテゴリ」や「ランキング」の表示は非表示になります。 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3-2-14.新ストアデザインの設定 

「看板」「お知らせ」「フッター」はストアのデザインに 
こだわりたい人が設定するとよいでしょう。 
しかし、Yahoo!ショッピングの運営上でも売上向上の為の重要性は低いため、 
まずは開店審査を通過させましょう。  113



3-2-15.ページ編集 

「ストア構築」＞「ページ編集」で 
Yahoo!ショッピングのストアトップページの編集ができます。 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3-2-15.ページ編集 

最初は画像左に見える「サイトマップ」の箇所に 
2つのフォルダしかありません。編集したいフォルダを選択して 
「編集」ボタンを押しましょう。 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3-2-15.ページ編集 

ストアトップページに販売する商品の「カテゴリフォルダ」を作成する 
作業になります。サイトマップの「ストアトップ」をクリックした状態で 
「カテゴリーページ作成」をクリックしましょう。 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3-2-15.ページ編集 

こちらでは、カテゴリ名を任意で決められます。 
イメージとしては「家電」と決めたカテゴリフォルダに、家電に分類される商品ページを作成し、家
電の棚に家電の商品を陳列していくというイメージです。 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3-2-15.ページ編集 

画像だけだとわかりにくいですが、「家電」というカテゴリフォルダに 
家電の商品が陳列されていった状況です。 
右画面のように、ストア内で表示されます。 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3-2-15.ページ編集 

カテゴリーページの作成が終わったら、続いて、商品ページの作成です。 
上記の例だと「家電」をクリックした状態で「商品ページ作成」をクリックし、次の作業で「家電フォ
ルダ」内で商品ページを作成しましょう。 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3-2-15.ページ編集 

120



3-2-15.ページ編集 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3-2-15.ページ編集 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3-2-15.ページ編集 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3-2-15.ページ編集 

開店審査の為のページ編集です。販売したい商品を適当に決めて 
黄色で色掛けしているところのみをまずは入力・アップロードしていきましょう。 
最後に、保存してプレビューをクリックして、ページを確認しましょう。 
”どんなことを入力すべきか？”は後の章で解説していきます。  124



3-2-15.ページ編集 

プレビューを行うと 
実際にお客様が商品ページに訪れた時と同じ画面が確認できるので 
ここで最終チェックをしましょう。 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3-2-15.ページ編集 

最後に忘れてはいけない「反映作業」 
最初、忘れることが多いのですが、これを行わないと入力した情報が 
うまく反映されません。今後、ページの修正・変更をした場合は 
”必ず”反映処理まで行うことが一連の流れになるので覚えておきましょう。  126



3-2-15.ページ編集 

反映内容を確認して 
「はい」をクリックすることで、反映作業が完了します。 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3-2-15.ページ編集 

反映作業が行えた場合、 
上記の画像のような画面に切り替わります。 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3-2-15.ページ編集 

長かったですが、これで開店審査に必要な作業は全て終えました。 
最後に、ストアクリエイターPROのトップ画面で、上記の画像が 
表示されていると思うのでボタンをクリックして開店申請をしましょう。 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3-2-15.ページ編集 

開店審査が完了すると 
このようなメールが、登録したアドレスに届きます。 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Yahoo!ショッピングのリサーチ/仕入れ 

Section.4
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4-1.Yahoo!ショッピングのターゲット層  

Yahoo!ショッピングは、Amazonに比べると 

ターゲット層はそこまで大きく変わりません。 

 

ただ、Amazon・楽天よりも 

若年層よりも30代以降、そしてシニア層が 

他のプラットフォームより多く存在することが 

大きな特徴になってきます。 

 

性別は圧倒的に男性が多いです。 

そのため、販売する際は年齢層・ユーザー層に 

合わせたものを販売するとよいでしょう。 

 

※必ずしも合わせる必要はありません 

Yahoo!User
Men:55.1%
Lady:44.9%
20’s:14.7%
30’s:20.3%
40’s:26.3%
50’s:18.6%
60’sover:20.1%

TOP!
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売れやすいジャンル 

・美容、コスメ商品 

・サプリメント 

・小物家電 

・健康食品 

・スマホグッズ 

・食品 

 

 

売れにくいジャンル 

・中国輸入品※OEM以外 

・ブランド系ファッション 

・ブランド品 

・ライバルが多い商品 

(例:スニーカー、フィギュアなど) 

4-2.売れやすいジャンル 
売れにくいジャンル 

正直、なんでも売れるのですが、
Yahoo!ショッピングのターゲットを意
識すると尚良いです 

高額商品は 
一般的に売れづらい 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4-3.売れる商品を販売する鉄則 

Yahoo!ショッピングには 

デルタトレーサー・Keepaのような 

詳細な売れ筋がわかるツールは基本的には 

ないと思って頂くほうが良いです。 

 

そのため、以下の方法で 

商品のリサーチをする必要があります。 

 

・カテゴリランキングリサーチ 

・レビューを確認する 

・Amazonと比較する 

・カートに入っている数を確認 

 

これらの方法を実践すれば、仕入れる段階で 

売れる商品が仕入れられるようになります。 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4-3-1.カテゴリランキングリサーチ 

Yahoo!ショッピングには 

カテゴリランキングがあります。 

 

カテゴリランキングで 

上位にある商品は 

1日に最低でも10点以上は売れる商品。 

と思っていただいても大丈夫です。 

 

参考画像は、昨年の冬場に 

リサーチしたものです。 

上位には、空気清浄機・加湿器 

などがランクインしています。 

 

家電仕入れをする場合は 

先の季節の家電を仕入れておくとベストです。 

リサーチ参考画像 

ランキングにある商品を
中心に仕入れる
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4-3-2.レビューを確認する 

Yahoo!ショッピングでは、レビューを参考にリサーチをします。 
家電ランクで3位にランクインしていた商品では平均評価が4.64と高評価。 
人気が高い商品と判断できます。 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4-3-3.Amazonより 
少し高くても売れているか 

Yahoo!：6,980円  Amazon：5,980円 

同じ商品が、Yahoo!とAmazonに販売されていました。 
Yahoo!のほうが1,000円高いですが、売れ筋商品です。 
価格が高くても売れている商品は、全体的に需要が高いです。 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4-3-4.カートに入れて 
見込み数を確認する 

Yahoo!ショッピングでは 

カートに入っている数を確認して 

購入見込み数が確認できます。 

 

【具体的な確認手順】 

1.Yahoo!ショッピング内で販売類似商品を検索 

2.検索結果内の商品ページを開く 

3.カートに入れている数がわかる 

 

これは、Yahoo!ショッピングぐらいでしか 

あまり見られないポップアップ機能です。 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実際に表示されるポップアップ例 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4-4.リピートできる商品を仕入れる 

Yahoo!ショッピングで商品が売れると分かったら 

リピート販売を心がけましょう。 

 

Yahoo!ショッピングでは、Amazonと異なり、 

独自の商品ページを作成するため、自分の商品ページを

育て、SEOを向上をはかることが基本戦略となります。 

 

そのため、その商品ページで商品が売れるほど 

同じ商品が売れやすくなっていく仕組みです。 

 

新しく商品を横展開して販売するよりも 

既存の商品をどんどん販売していくほうが 

効率よく稼げます。 

リピート仕入れしやすいジャン
ル 

★ サプリメント 

★ 美容、コスメ商品 

★ 食品 

★ 健康食品 

★ スマホグッズ 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商品カタログ作成/販売/広告 

Section.5
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0章：SEOとは？ 

SEOとは 

Search Engine Optimizationの略称で 

検索エンジンの最適化を指します。 

 

価値のあるページをユーザーに適切に提供する 

仕組みのことです。 

 

Yahoo!ショッピングでは 

サイト内SEOを「検索スコア」と呼びます。 

 

→SEOが強い＝検索スコアが高い 

 

という認識です。 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0章：SEOとは？ 

Yahoo!ショッピングでは 

SEOを最重視した商品ページ作成が必要です。 

 

ここを抑えた上で基本的な商品ページ作成の 

考え方や手順を見ていきましょう。 

 

商品ページを作成していく項目に 

ところどころ表示されている「検索対象」 

という箇所は、検索キーワードや 

お客様の商品ニーズを考えて入力していく 

ことが重要となります。 

 

※補足※この章で説明するSEOに関しては 

一部筆者が絵たちしいと経験に基づいての説明となるため、必ずしも 

Yahoo!ショッピング側で公表しているわけではありません。 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5-1.商品ページ作成(登録作業) 

商品作成に入る手順です。 
任意のカテゴリフォルダをクリックした状態で「商品ページ作成」 
※カテゴリフォルダを作っていない人は、カテゴリフォルダを作っていきましょう。 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5-1.商品ページ作成(登録作業) 
 

商品コードは、販売者の商品管理コードの設定です。 
こちらは任意で作成して問題ありません。 
「検索対象」となっていますが、 
検索に引っ掛かりやすい番号に設定する必要性は低いです。 

145



5-1.商品ページ作成(登録作業) 
 

お客様が商品ページを見た場合は、下部に表示されます。 
自由に設定できるため、任意で設定しましょう。 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5-1.商品ページ作成(登録作業) 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5-1.商品ページ作成(登録作業) 
 

・商品名 

→全角40~50文字以内、記号、全角スペースは基本NGと考えましょう。 

 

・商品画像 

→作成上必須ではありません。 

ただし、お客様から見てメイン画像がないと成約につながらないため必須と考えましょう。 

 

・サブ画像 

→20枚まで可能。お客様への商品訴求画像があればあるほどいいです。 

※特にスマートフォン・アプリでは商品説明より画像で商品情報を確認するお客様が多いです。 

 

・メーカー希望小売価格 

→メーカー希望小売価格を入力します。なければなくても大丈夫です。 

 

・メーカー希望小売価格のエビデンスURL 

→小売希望価格の根拠・事実を示したサイトURLが必要です。 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5-1.商品ページ作成(登録作業) 
 

・通常販売価格(税込み) 

→任意の販売価格を設定。 

※競合とも比較しながら、適切な販売価格の設定をおこなう。 

・セール価格/Y！プレミアム会員向け販売価格 

→ある程度販売実績ができないと設定不可の為、最初は空白でOKです。 

 

・販売期間 

→上記セール価格の表示期間 

 

・発売日 

→商品の発売日が分かれば記入します。分からなければ空白でOKです。 

 

149



5-1.商品ページ作成(登録作業) 
 

お客様から見た検索結果(「クロノセル」という商品を検索してみた結果) 
検索結果一覧で、お客様の目に最初に飛び込むのは、画像です。 
同一商品ですが、商品を枠で囲ったり、商品の下に商品名や送料無料の文言を入れたり 
さまざまな画像が確認できます。ここで目立つことの重要性は高いです。  150



5-1.商品ページ作成(登録作業) 
 

セール価格/Yahoo!プレミアム会員向け販売価格を 
設定したときの、お客様から見た表示位置になります。 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5-1.商品ページ作成(登録作業) 
 

「価格の自動切換え設定」で価格設定を入力すると、 
通常価格とセール価格の切り替えを、期間で自動的に行うことができます。 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5-1.商品ページ作成(登録作業) 
 

プロダクトカテゴリ、ブランドコード、スペック設定の 
設定手順に、移ります。 
 

153



5-2.プロダクトカテゴリの設定 

 

プロダクトカテゴリの設定手順は、大きく分けて3つあります。 

 

・コードを直接入力する(プロダクトカテゴリコード) 

・カテゴリ名から適切なカテゴリを選択する 

・リストから適切なカテゴリを選択する 

 

その中でも、筆者は設定しやすい2の手順で行うことが多いです。 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5-2.プロダクトカテゴリの設定 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5-2.プロダクトカテゴリの設定 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5-2-1.ブランドコードの設定手順 

 

大手メーカー/有名ブランドなどは、ブランドコードが発行されているので 
必ず設定しましょう。 
ブランドコードは、販売者側で作ることはできません。 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5-2-1.ブランドコードの設定手順 

 

コードがあるなら、直接入力して構いません。 
わからない場合は、メーカー名・ブランド名などで検索しましょう。 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5-2-1.ブランドコードの設定手順 

 

メーカー名を検索すると、このようにコードが一覧で出てきます。
ここから、販売予定の商品のブランドコードを見つけて登録しましょう。
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5-2-2.スペック設定手順 

プロダクトカテゴリに紐づいて設定ができます。 
検索ページやカテゴリページでお客様がスペックで絞り込みをした場合 
「スペック」を設定した商品が表示されるため、できる項目は詳細を入力しておくことをおすすめし
ます。  160



5-2-3.JANコードの設定 

検索対象なので、JANコードがあれば必ず入力しましょう。 
製品コードは、家電などに多く見られる商品型番です。(例:BR-20など) 
どちらも検索対象なので、 
お客様が検索キーワードとして使う可能性は十分あります。  161



5-2-4.在庫にひもづくオプション設定 

バリエーション(色やサイズの違い)などの商品を同一商品ページで販売する場合 
「個別商品あり」にチェックを入れて次のページの手順に移ります。 
基本的に、バリエーションがなければ、個別商品なしを選択し、 
【在庫数変更】の空欄箇所に数量を入力→「在庫情報の反映を行う」をクリックすればOKです。 
そのほかは、特に設定を変える必要はありませんが、 
【在庫数を超えた注文】の箇所を「注文可能」にチェックを入れると、 
在庫が0になったあとも注文を受けることができます。 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5-2-4.在庫にひもづくオプション設定 

プロダクトカテゴリに紐づき、バリエーションを選択することが可能です。  163



5-2-4.お客様から見た表示位置 

164「個別商品あり」を設定した際に、お客様から見た表示内容です。 



5-2-5.在庫にひもづかないオプション設定 

・オプション(選択式) 
→Yahoo!ショッピング側で決められた選択項目の中から設定が可能です 
・オプション(自由入力) 
→販売店自らで自由に選択項目を作ることができます。  165



5-2-5.在庫にひもづかないオプション設定 

上記の画像では、右上の箇所に「配送方法」「日時指定」を選択できる 
箇所が表示されているのが分かるかと思います。 
これは、販売店自らで、選択項目を作成し、回答項目も同時に自由に作成している状態です。 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5-2-6.商品詳細情報 

キャッチコピー：検索キーワードを入れるのがベターです。 
一言コメント：パソコンのみに表示されます。検索対象ではないので 
重要度はそこまで高くありません。 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5-2-6.商品詳細情報 

商品情報は、商品タイトルの次に重要で、考え方として 
①商品情報は検索ワードをちりばめることが最優先 
②成約率を上げる説明文、お客様が”購入したい”と思える訴求文 
を作れると良いです。 
全角500文字と少ないので、検索キーワードとなりえるワードをふんだんに 
盛り込んで、お客様へ訴求できる文章を作りましょう。 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5-2-6.商品詳細情報 

最下段の「商品説明」も、パソコンのみの表示になります。 
ここに入力したキーワードは検索対象にはなりませんが、 
HTMLを使用し、画像やグラフなどしっかり説明文で商品訴求をしたい場合は 
こちらに入力すれば、設定できます。 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5-2-7.販促情報 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5-2-8.商品ページ作成(登録作業) 
 

・商品別ポイント倍率 

→ストアポイントと呼ばれ、販売店がお客様に還元するポイント倍率です。 

【ポイント倍率例】 

10,000円の販売価格商品に対して、5倍に設定 

→500ポイントをお客様へ還元。 

→同時に販売店は販売金額の5％(500円)を手数料として 

Yahoo!ショッピングへ支払うことになります。 

 

・PRオプション 

→この倍率を上げることで、SEO(検索スコア)を上げることができ、 

お客様の検索に対して商品ページへの訪問される確率が上がります。 

【PRオプション例】 

10000円の販売価格商品に対して、5.0に設定 

→5ポイント分検索スコアが上昇。 

→同時に販売店は販売金額の5％(500円)を 

手数料としてYahoo!ショッピングへ支払うことになります。 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5-2-8.商品ページ作成(登録作業) 

・送料無料アイコン 

→送料無料アイコンを表示させるかどうかを選択します。 

 

・配送グループ管理番号 

→商品個別で配送グループを設定したい場合は設定をする必要がありますが、基本的にはデフォルトで

問題ありません。 

 

・重量 

→「配送方法、送料設定」で、「比例重量別送料」を設定している場合のみ必要になります。 

 

・バーコード情報/荷扱い情報 

→ピック＆デリバリーサービスを利用する際に使用します。 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5-2-8.商品ページ作成(登録作業) 

・商品状態 

→新品または中古の状態によって適切なものを選択しましょう。 

 

・課税 

→基本的に課税対象商品を販売すると思いますが、非課税対象商品を販売する場合は、「非課税」に

チェックしましょう。 

 

・軽減税率対象 

→軽減税率対象商品は、忘れずに「８％」にチェックを入れましょう。 

 

・購入数制限 

→お客様が一度の購入で買える最大個数です。 

 

以上、全ての入力箇所に入力をしたうえで、 

編集情報を保存してプレビューを見てみましょう。 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5-2-8.プレビューの確認方法 

プレビューをPC版に切り替えたり、スマホ版に切り替えたりすることが可能です。 
スマホからの購入者が大半の為、スマートフォンでもどのように表示されているかの確認はとて
も重要です。 

  174



5-2-8.編集作業が 
終わった後にすること 

全ての編集が終わったら、必ず反映処理を忘れずにおこないましょう。 
最初は忘れがちなので、編集が終わったら 
反映処理という作業を癖づけましょう。 
  175



5-3.販売数を伸ばす工夫 

Yahoo!ショッピングで販売数を伸ばすには 

 

・ストアマッチ広告 

・クーポン発行 

・PRオプションの設定が重要になってきます。 

 

特に、広告を運用することの効果は高いので 

ストアマッチについては 

しっかり理解しておきましょう。 

 

ストアマッチ広告とは 

Yahoo!ショッピングのセラーが利用できる 

クリック課金型の広告のことを指します。 

176



5-3-1.ストアマッチ広告の設定手順 

ストアマッチ広告を出すには、ストアマッチのアカウント登録が必要です。 
画面に従って、それぞれ手順通り進めていきましょう。 
 
ストアクリエイターPROのツールメニューから推移が可能です。  177



5-3-1.ストアマッチ広告の設定手順 

ストアマッチのアカウント開設が終わり、 
ログインできるようになると、このような画面にアクセスできます。 
この中の「ストアマッチ」を活用していきます。 

178



5-3-1.ストアマッチの表示(スマホ) 

179



5-3-1.ストアマッチの表示(PC) 

アイテムマッチでは通常表示の場合、スマホWEB画面の上部に5枠・下部に3枠 
入札金額のランキングが高い順で優先的に表示されます。 
PC画面の場合は、上部に3枠・下部に５枠表示されています。 

180



5-3-2.広告予算の設定 

ストアマッチ広告を掲載する場合は、別途広告運用の予算を 
入金する必要があります。 
クリック課金制なので、1クリック当たり○○円と決まっています。 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5-3-3.広告商品の選定手順 

広告商品の選定手順は、以下のとおりです。 

 

1.ストアマッチをクリック 

2.アイテムマッチをクリック 

3.商品検索をクリック 

4.商品コードを入力する 

5.商品を選択する 

6.広告をかけたい商品にチェックを入れる 

7.入札金額を入力する 

 

検索方法はさまざまですが 

筆者は、「商品検索」で 

商品コードを打ち込んで検索しています。 

(経験上最も早いかと思います。) 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5-3-3.広告商品の選定手順 

出てきた商品で広告をかけたい商品に 
チェックを入れて「この商品に決定」をクリックしましょう。 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5-3-3.広告商品の選定手順 

この画面では、商品の入札金額が設定できます。 
1クリックあたりどのくらい支払うかを決められ、金額が高ければ高いほどお客様に対して広告が
表示されやすくなります。最初は最低単価でいいので、 
チェックを入れた状態で、「入力金額の確定」をクリックしましょう。  184



5-3-3.広告商品の選定手順 

こちらの画面が表示されたら、入札完了です。 
この商品の場合は、1クリック当たり15円で入札ができました。 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5-3-4.その他の入札設定 

アイテムマッチの入札は、大きく分けて 
”全品おまかせ入札・全品指定価格入札”の二つにわけられます。 
全商品に広告運用をかけられますが、筆者は個別設定を推奨しています。 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5-3-4.全品おまかせ入札 

全商品に、予算内で最適な価格の自動入札設定ができます。 
思いのほか、広告料が高くなる可能性がありますし、 
広告は管理、運用することが大事なので、適切な管理ができなくなる為あまりオススメしません。 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5-3-4.全品おまかせ入札 

全商品に、一定の入札金額を設定する方法です。 
同一商品なら問題ありませんが、商品によって最適入札金額が 
大きく異なるので、あまり使わない入札方法です。 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5-3-5.広告運用後の修正・改善方法 

広告を運用できたら、定期的に実績レポートを確認しましょう。 
実績レポートを確認すれば、広告運用の簡単なレポートを確認できます。 
２週間または、1カ月等で広告を運用して、結果次第で広告費の節約・追加・停止などを判断して
いきましょう。  189



5-3-5.実際のレポート例 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5-3-5.広告用語の解説 

・クリック数 

→広告をかけた全商品に対してのクリック数 

 

・利用金額 

→広告をかけた全商品に対しての広告運用費 

 

・注文数 

→広告をかけた全商品に対しての注文数 

 

・売上金額 

→広告をかけた全商品に対しての売上金額 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5-3-5.広告用語の解説 

・CVR 

→Conversion Rateの略称。 

訪れた人のなかで、何人が成約に至ったかの割合 

(CVR=成約数÷訪問者数×100%) 

数値が高ければ高いほど良い。 

 

ちなみに、 

CVRが悪い場合は、クリック数だけ増えて 

見込み客が、購入に至らなかったということ。 

 

そのため 

・商品、商品ページ 

・訴求方法 

の改善が必要だと考えられます。 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5-3-5.広告用語の解説 

・ROAS 

→Return On Advertising Spendの略称。 

広告の費用効果を計る基準の一つです。 

(ROAS＝売上÷広告費×100％) 

こちらも、数値が高ければ高いほど良いです。 

 

安い広告費でCVが発生すれば 

ROASは高くなります。 

しかし、利益が残せているかは別の話になります。 

 

別の計算方法・試算方法を挙げるなら 

(ROI:Return On Inbestment)があります。 

(ROI=利益額÷広告費×100%) 

どちらも、理解しておくと便利です。 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5-3-6.レポートの詳細データ確認 

細かいデータは 
「日別」「月別」「カテゴリ別」「商品別」でも確認できます。 
月に1~2回は最低でも商品別に広告運用のチェックと修正をしましょう。 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5-3-6.商品別広告データ 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5-3-6.商品別広告データの詳細 

・表示回数 

→広告商品が表示された回数 

 

・クリック数 

→広告商品がクリックされた回数 

 

・CTR(Click Through Rate) 

→表示回数当たりのクリックの割合 

(CTR＝クリック数÷表示回数×100%) 

 

・CPC(Cost Per Click) 

→広告商品の平均クリック単価 

(CPC＝広告費÷クリック数×100%) 

196



5-3-7.広告運用データの分析や改善方法 

Pattern.1  Pattern.3 Pattern.2 

クリック数 

CTRともに高い商品。 

しかし、CVRは10%と低め。 

クリック数、CTRは低いが 

CVRが25.6%とやや高め。 

クリック数、CTRは高めだが全く成

約に至っていない。 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Pattern.2 

対策

→広告予算を上げて、注文数や

　売上アップを試みる

・商品の露出を増やす

・購買意欲を引き出す

・広告費を上げる

・プレゼントなどをつける

Pattern.1 

対策 

→訪問者に購入に至る要素を加え 

　広告運用効果を上げる。 

 

 

 

・商品訴求画像を追加する 

・商品説明文で潜在ニーズを 

　引き出す説明文に変える 

・割引クーポンの発行 

Pattern.3 

対策

→Pattern.1とほぼ同じ対策。

・競合他社の商品ページを

　チェックし、立て直しを行う

・販売価格を下げる

・商品の需要を再確認する

・商品の選定の見直しと

　継続販売の可否を検討
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5-4.クーポン発行 

Yahoo!ショッピングでは 

クーポンを発行すると、 

売れ行きが良くなります。 

 

クーポンの種類は大きく分けて2つあります。 

 

①Yahoo!ショッピング側が発行するクーポン 

②販売店が独自に発行できるクーポン 

 

今回は②について少し紹介しておきます。 

クーポンの割引金額の負担は、 

販売店が行う必要がありますが、 

それ以上にメリットが大きいので 

活用しましょう。 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5-4-1.クーポンが表示される場所 

クーポンの発行は検索結果一覧にも反映されます。 
※クーポン適用条件を「注文個数2個以上」に設定した場合は、 
検索結果一覧では表示されません。 
設定については後ほど解説します。  200



5-4-2.商品ページの画面 

お客様が、商品ページ内のクーポンを獲得することで、 
割引が適用できるようになります。 
検索結果一覧でも訴求効果があり、ほかの競合他社が 
同一金額だった場合、クーポンが購入の決め手になることも多いです。  201



5-4-3.クーポン発行手順 

クーポンは、販売の決め手に 

なることが多いです。 

 

クーポンを発行する手順は、以下の通り。 

 

1.ストアクリエイターメニューを開く 

2.クーポンのタブクリックする 

3.クーポン新規発行 

 

お客様にとってメリットがある 

クーポンを発行して 

Yahoo!ショッピングの売上を 

伸ばしていきましょう。 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5-4-4.クーポン新規発行画面 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5-4-4.クーポン新規発行画面 
 

・クーポン名/クーポンの説明文 

→お客様に表示されるので、わかりやすいクーポン名・説明文にしましょう。 

 

・クーポンのカテゴリ 

→一つしかチェックできません。 

※間違えやすいのが 

「選択したカテゴリにしかクーポン適用できない」というわけではありません。 

この選択の意味は、 

「お客様がカテゴリ検索を行う際に、ストアクーポンを表示させるカテゴリを選択」 

という意味になります。 

 

・値引き 

→定額100円引きというような設定や、定率「10％オフ」という設定ができます。 

→送料設定をされている場合は「送料無料」というクーポンも効果的です。 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5-4-4.クーポン新規発行画面 
 

・利用開始日時/利用終了日時 

→慣れてくれば1カ月などの長期間にわたっては発行してもいいと思いますが 

　クーポン発行後の編集や発行停止ができません。 

　そのため、最初は3日・1週間などで試してみましょう。 

 

・公開範囲(クーポン) 

→限定公開にすると、リンクを知っているユーザーのみクーポン獲得が可能です。 

→多くのユーザーに使っていただきたい場合は、「一般公開」にしておきましょう。 

 

・公開範囲(カート) 

→自身の商品ページ(カート)にクーポンを表示されるか否かですので 

　「表示」にチェックしておきましょう。 

 

・クーポン画像ファイル名 

→クーポン画像を作成し、別途画像をアップロードしてファイル名を入力しましょう。 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5-4-4.クーポン新規発行画面 
 

・リンク先URL 

→Yahoo!ショッピング側で発行してもらえるので 

　特に希望がない場合は、空白でOKです。 

 

・併用可否 

→現在は「併用不可」しか選択できないようになっているかと思います。 

 

ちなみに 

一度発行したクーポンは、期間が終わるまで 

削除したり変更したりできないので、注意しましょう。 

※非公開にすることは可能です。 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5-4-4.クーポンの条件設定 

207



5-4-4.クーポン新規発行画面 
 

・ユーザーごとの利用可能回数 

→同じユーザーがクーポンを使える回数です。 

　同一ユーザーにたくさん使ってほしくない場合は回数を入力しましょう。 

 

・全ユーザーの利用可能回数 

→発行するクーポンの総計枚数と思ったら分かりやすいと思います。 

　「100回」と設定すると、100枚クーポンが使われた時点で発行終了となります。 

 

・注文金額/個数条件 

→クーポンが使える条件をここで設定します。 

→指定しないにしてしまうと、クーポンを発行するメリットが下がります。 

→売上を伸ばすためにも「○○円以上」「●●個以上で使える」などという条件にしましょう。 

 

・対象商品 

→販売する全商品を対象とするか、個別でクーポンを使えるか否かを設定できます。 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5-4-5.トクプラクーポンについて 

①1,000円以下の商品 
②1,001円以上で割引50％以上の商品 
上記がトクプラクーポンの発行条件になりますが、 
別途費用なしで「トクプラ」ページの一覧に 
掲載してもらうことができるというメリットもあります。 
上記条件を満たせそうな商品があれば、活用してもいいでしょう。 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5-4-6.クーポン設定画面 

発行したクーポンを管理できます。 
2回目以降のクーポン発行は「コピー」で以前設定した 
クーポンの内容を引き継ぎ新規作成画面に移れるので 
新規発行の手順が一部省略できます。  210



クーポンについての補足 

サンキュークーポンや 

タイムセールクーポンもありますが 

基本的な設定はほぼ一緒です。 

 

「サンキュークーポン」は 

次回使えるクーポンを発行するというイメージで 

注文承諾メールや、出荷通知メールに 

クーポンを表示させることが可能になります。 

 

「タイムセールクーポン」は 

予め、Yahoo!ショッピング側で設定された期間に 

絞ってクーポンを発行することができます。 

Yahoo!ショッピングのキャンペーンに合わせて 

クーポンを発行できるので効果は高いです。 

しかし、値引き条件のハードルは上がります。 
211



5-5.PRオプションの作成 

Yahoo!ショッピングには 

PRオプションというものが存在します。 

 

こちらは、成果報酬型の広告システムで 

Yahoo!ショッピング側に別途手数料を支払うことで 

以下の効果があります。 

 

・検索結果が上位表示されやすくなる 

・別途広告掲載枠に表示できる 

 

そのほかにも「PRオプション特典」という 

特典が利用できるようになる設定なので 

Yahoo!ショッピングで販売するなら 

こちらも設定していくことを検討しておきましょう。 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5-5-1.PRオプションの作成手順 

「PRオプション料率設定」をクリックしましょう。 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5-5-2.PRオプションの作成 

全商品に一律で「PRオプション料率」の変更をかけることができ、 
1.0～30.0の間で数値を入力できます。 
この料率が高ければ高いほど検索スコアが上がったり別途、 
売上をアップさせる為の優位性が上がります。 
 
また、1.0以上に設定することで、PRオプション特典が使えるようになります。 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5-5-3.PRオプションの特典内容 

PRオプションの料率が高ければ高いほど、 
特定ユーザーを対象に検索スコアも加算されることが分かります。 
 
また、1.0％の設定を行うと、 
ストアーズアールエイトというツールが使えるので、 
こちらのツールを使う為に1.0の料率に設定する場合も少なくないです。 
※後ほど紹介します。 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5-5-4.PRオプション料率の設定 

商品ページ編集の画面で、個別でＰＲオプションの設定も可能。 
 
※全体のＰＲオプション設定料率と個別の設定料率を行っている場合、 
どちらの料率が適応されるのかは特典利用有無によって異なってきますので、 
詳細は公式のマニュアルをしっかり確認しましょう。 
 
また個別でPRオプション料率を設定しても、PRオプション特典は使えません。 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5-5-5.ストアーズアールエイト 

PRオプションを全体に1.0％以上かけると、
ストアーズアールエイトの
利用が可能になります。

簡単に要約すると、顧客分析や管理が行え、
ターゲットに合わせたキャンペーンや
クーポンを発行できたり
ストアクリエイターPROでは行えない
細かな分析や施策を行えるツールと
思っていただくと分かりやすいかと思います。

ここでは
細かい設定や手順は紹介しませんが、
活用価値は高いので、
興味がある方は公式サイトからアクセスして実際
に活用しながら学んでみましょう。
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補足：ストアーズアールエイトの詳細 

ストアーズアールエイトでは 
以下のことができます。 
 
・リピーターにターゲットを絞ってキャンペーンが行える 
・「性別」「年齢」「エリア」「チャネル」の購入者データのレポートを表示できる 
・バースデークーポンやYahoo!プレミアム会員限定のクーポンが発行可能 
・表示回数期限やどのクーポンがいいかABテストができる 
 
使いこなせれば、大幅に売上アップにつながります。  218



Yahoo!ショッピングの発送作業について 

Section.6
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6-1.Yahoo!ショッピングの自社発送 

Yahoo!ショッピングでは、自社発送でも 

優位性の高い販売が可能です。 

 

Amazonと異なり、Yahoo!ショッピングは 

カートシステムがないため、 

 

「配送代行を利用しないと売上が上がらない」 

 

なんてことは一切ありません。 

 

自社で配送会社と配送料金の特約を結ぶ 

ことは優位性を上げるポイントとなりますが、 

定型外郵便のような、日常で利用できる 

安い発送方法も十分に活用ができます。 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6-2.ヤマトフルフィルメントの活用 

Step 1 

ユーザーが商品を購入  

Step 2 

任意の方法で梱包 

Step 3 

任意の配送会社から発送  

Step 4 

ユーザーが商品を受け取る  

自社発送Flow 

売上を上げる為の作業時間について、 

小遣い稼ぎ程度でYahoo!ショッピングを使うなら 

自社発送で対応していくことをオススメします。 

 

しかし、大量に商品を扱っている場合は、いずれ 

自社発送で対応することができなくなってきます。 

 

そういう人にとっても、Yahoo!ショッピングでは 

ヤマトフルフィルメントサービスを利用することで 

低い配送コスト、かつ高い品質を保った 

配送サービスをお客様に提供することができます。 

 

ヤマトフルフィルメントサービスとは 

商品発送の代行をしてくれるサービスのことで 

Yahoo!と提携しているヤマト運輸のサービスです。 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6-2-1.ヤマトフルフィルメントについて 

ヤマトフルフィルメントサービスは 

Yahoo!ショッピングで多くの商品を販売する人に 

オススメしたい代行サービスです。 

 

具体的なサービス内容には、 

以下の内容が含まれます。 

 

・梱包から発送を行ってくれる 

・在庫管理 

・ヤマト運輸による安心配送 

・倉庫から直送してくれる 

・優良配送のステータスが選択できる 

 

AmazonにはFBAと呼ばれる代行サービスがあり 

そのYahoo!版と思えばイメージもつきやすいです。 

フルフィルメントサービスで 
できること 

サービス内容はほぼ
AmazonFBAと
変わりません。 222
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6-3.Yahoo!ショッピングの発送代行業者 

Yahoo!ショッピングには 

ヤマトフルフィルメントサービス以外にも 

発送を代行してくれる会社があります。 

 

パートナーシップを結んでいる会社は 

以下の通りです。 

 

・STOCK CREW 

・はぴロジ 

・SBロジスティクス 

 

筆者は、自社発送とヤマトフルフィルメントのみで 

事足りていますが、 

 

他にも代行業者はたくさんありますし、サービス、料金を比較

し、自分に適した代行業者を選択しましょう。  223



6-3-1.STOCK CREW 

料金体系：300円～950円/1個 
作業：入庫、入荷、ピッキング、納品書発行、梱包、配送 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料金体系：スペース利用料3,500円/月、出荷料380円～/件 
作業：入庫、入荷、ピッキング、納品書発行、梱包、配送 
 

6-3-2.はぴロジ 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料金体系：ポストサイズ218円～、60サイズ388円～ 
作業：入庫、入荷、ピッキング、納品書発行、梱包、配送 
 

6-3-3.SBロジスティクス 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お客様対応について 

Section.7
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7-1.対応は自社とお客様の間で完結 

Yahoo!ショッピングは、基本お客様と販売店の間に運営が

介入してくることはほぼありません。 

 

また、Amazonのようにマーケットプレイス保証 

等もなく、問い合わせはすべて販売店に届きます。 

 

Amazonの場合は、運営に直接問い合わせがいく 

ことが大半で、購入者の立ち位置が強く、販売店 

としての立ち位置は弱くなりがちです。 

 

しかし、Yahoo!ショッピングの場合は 

お客様との販売店が直接やりとりを行うことで 

同じ立ち位置で平等性を保った上で、 

問題解決に努めていくことが可能です。 

 

 

実際のやり取り例 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7-1-1.自社で対応をするデメリット 

自社で問い合わせ対応をすると 

以下のデメリットがあります。 

 

【自社で問い合わせを対応するデメリット】 

 

・販売商品が増えると問い合わせも増加 

・お客様が納得いただける着地点を見つけないと 

　泥沼化する可能性がある 

 

問い合わせの窓口は 

代行会社に委託することも可能です。 

 

簡単な問い合わせは個人に 

管理委託して対応している販売者も多いです。 

実際に発生したクレーム 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自社で問い合わせをする場合は 

メリットもあります。 

 

【自社で問い合わせをするメリット】 

 

・丁寧な対応を行えればリピート顧客になってくれる 

・購入者と直接取引に発展する可能性もある 

　(Yahoo!ショッピングならでは) 

 

Amazonに比べると 

Yahoo!ショッピングは、直接取引ができます。 

 

その結果 

お客様がリピーターになることも少なくありません。 

7-1-2.自社で対応をするメリット 

お客様とのやり取り例 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Yahoo!ショッピングを利用する際の注意点 

Section.8
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8-1.Yahoo!ショッピングで 
やりがちな規約違反 

Yahoo!ショッピングには、他のストア同様に 

利用規約が存在します。 

 

よくやりがちな規約違反として 

以下が挙げられます。 

 

・アダルト目的と疑われる商品 

・盗撮、盗聴目的と疑われる商品 

・明らかな横流しの転売 

・コピー品の転売 

・無在庫転売 

 

いずれも、規制対象なので 

販売しないようにしましょう。 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8-1-1.アダルト目的と疑われる商品 

Yahoo!ショッピングでは、アダルト関連の商品の 

販売が禁止されています。 

露骨なアダルトグッズから、アダルト目的だと思われるもの

まで、さまざまな商品が規制されています。 

 

例) 

・露出度が高いフィギュア 

・アダルトゲーム 

・声優さん収録のCD 

・R15指定以上のメディア 

 

特に、フィギュアは売れる商品ですが 

アダルト目的と思われる可能性があり、 

リスクもつきものなので注意しましょう。 

 

規制の可能性がある商品 

現状販売されています
が、規制の恐れあり 233



8-1-2.盗撮、盗聴目的と疑われる商品 

Yahoo!ショッピングでは、明らかに犯罪に使われる 

ような商品の出品を禁止しています。 

特に、”盗撮・盗聴”関連の商品は、規制対象です。 

(具体例を挙げると以下のとおり) 

 

・小型カメラ 

・スパイカメラ(例:ペン型カメラ、イヤホンカメラ) 

・小型マイク 

・ピンマイク※要注意 

 

その目的で仕入れていなくても、規制対象です。 

ピンマイクは、小型マイクと認識されやすく 

規制されることも多いです。 

規制の可能性がある商品 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8-1-3.明らかな横流しの転売 

Yahoo!ショッピングでは、転売そのものは禁止していませ

ん。 

しかし、商品の横流しを禁止しています。 

例えば、商品を注文されて、Amazonやメルカリなどから仕

入れて、商品を販売した場合は規約違反です。 

 

Yahoo!ショッピングで売れて 

Amazonで仕入れたものをそのまま直送すると 

お客様にはAmazonの段ボール届きます。 

 

お客様が気にしない人ならよいですが 

運営に通報された時点で、横流しと判断され 

アカウントが規制されてしまいます。 

Step 1 

商品がストアで売れる  

Step 2 

Amazonやメルカリで仕入れ  

Step 3 

商品を横流しして発送  

Step 4 

ユーザーが通報して規制  

Ban Pattern 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8-1-4.コピー品の販売 

これは、Yahoo!ショッピングに限った話ではなく 

どの販売先でも共通していることです。 

 

近年、ブランド品やメーカー品の偽物が 

ECサイトに横行しています。 

 

Yahoo!ショッピングもその対象で 

”ラグジュアリーブランド・スニーカー・アパレル品”等を取り

扱う際は特に注意しましょう。 

 

販売に際して、一部申請が必要なブランドも 

ありますが、それでも偽物販売が横行しています。 

パロディ系も
規制の対象になる場合
があります！ 236



8-1-5.無在庫転売 

無在庫転売は、在庫リスクを抱えないので 

実践している人も多いです。 

 

しかし、Yahoo!ショッピングでは 

無在庫転売が禁止されています。 

 

ただ、在庫を証明するような書類を 

提出するような規約はないので 

運営から黙認されているケースも多いです……。 

 

あまり推奨されない行為ですし 

規制されることを考えたら 

実践しないほうが無難です。 

無在庫転売を禁止する理由 

★ 注文時に在庫確保ができず

トラブルになるから 

★ キャンセル率が高いから 

★ パフォーマンスの低いストア

や商品の乱立につながるか

ら 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8-2.審査対象となるブランドがある 

Yahoo!ショッピングでは 

ブランド品・メーカー品の販売が可能です。 

しかし、一部ブランドは審査が必要で 

以下の内容が、求められます。 

 

・仕入れ先の証明(例:領収書、納品書など) 

・仕入れ方法の証明 

・正規流通品の証明(例:領収書、請求書など) 

 

この入力をして、正規品だと判断された場合のみ 

規制が解除されます。 

 

審査対象ブランド※一部 

★ BAPE 

★ Adidas 

★ ARMANI 

★ GUCCI 

★ FENDI 

★ LV 

★ Hermès 

★ Burberry 

 

★ BVLGARI 

★ Mont Blanc 

★ MONCLER 

★ NIKE 

★ MCM 

★ TUMI 

★ GIVENCHY 

★ DUNLOP 

 すべての対象ブランドは
こちらから
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Yahoo!ショッピング販売で 

さらにステップアップするために 

Section.9
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9-1.売れる鉄板商品を揃える 

まず、Yahoo!ショッピングで安定して稼ぐ為 

の考え方としては、 

 

「安定した仕入れ先→リピート仕入れ販売」 

が基本戦略です。 

 

新規商品開拓の拡大と、新規商品ページを 

どんどん作成していくもありですが、 

 

一度作った商品ページは、育てることが鉄則。 

 

そのため、より売上を拡大するためにも 

売れる鉄板商品を揃えていきましょう。 

 

１００商品を１個売るより１商品を１００個売る 

ほうが売上にも作業面にも相乗効果が高いです。  240



9-1-1.サプリメントや化粧品 

サプリメントは、回転率が高く売れやすい商品です。 
小型のものが多く、送料も安く済みますしおすすめです。 
リピート仕入れにも最適なので、仕入れ先を確保しましょう。 
 

サプリメントや化粧品が 
仕入れにおすすめな点 

★ 消耗品で複数買いが多い 

★ Yahoo!ショッピングで売れや

すい 

★ リピートする人が多い 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食品が 
仕入れにおすすめな点 

9-1-2.食品 

食品は、Yahoo!ショッピングでは鉄板商品です。 
 
多くの商品がランクインしており賞味期限次第ではリピートしやすいです。 

★ 消耗品で複数買いが多い 

★ リピートする人が多い 

★ 回転率が高い 

★ 在庫になりづらい 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9-1-3.スマホグッズ 

スマートフォングッズは、消耗品の一つなので 
買い替えの目的からリピートして購入する人が多いです。 
さらに、iOSの場合は機種によってケーブルが使えなくなるので 
機種変更と併せて買い替える人が多いので、オススメです。 

スマートフォングッズが 
仕入れにおすすめな点 

★ 需要が高いから 

★ 小物扱いで送料が安い 

★ 買い替えで購入する人が多

いから 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9-2.在庫アラートで在庫切れを防ぐ 

Yahoo!ショッピングは、自分で商品ページを作ります。 

リピートを想定して、大量に商品を仕入れた際 

思いのほか商品の売れ行きがよかった場合、 

在庫切れが発生してしまいます。 

 

それを避けるために使いたいのが 

在庫アラートです。 

 

Yahoo!ショッピングのストア設定から可能で 

指定在庫数を下回ると通知が届きます。 

 

アラートを使えば在庫切れを事前に防げます。 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9-2-1.在庫アラートについて 

通知設定をすれば、在庫切れをする前に在庫を追加できます。  245



9-3.レビューを集める 

Yahoo!ショッピングには 

各ストアの評価が掲載されています。 

 

お客様は、探したい商品を探す時に、同じ商品が 

棚に並んでいる中から、どの販売店で買うかを 

決める必要があります。 

 

どの販売店で購入するか、ストア評価を基準にして 

お客様は商品を購入することが多いです。 

 

ネットで商品を購入するのは不安で 

商品を手にとって見れないのが 

デメリットにもなります。 

 

販売数を増やしたいのであれば、 

レビューを集める努力を行っていきましょう。 

レビューを増やす方法 

★ 迅速な発送をする 

★ 丁寧な梱包をする 

★ サンクスカードを同梱 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9-3-1.迅速な発送をする 

ヤマトフルフィルメントサービスを使うと優良配送ができます。 
こちらは、”安心・スピーディー”な配送をしているセラーに付与されるマークです。レビューを集
めるなら、優良配送の条件に沿って発送を行う事は効果が高いです。 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9-3-2.丁寧な梱包をする 

梱包材用意  商品梱包  専用袋に入れて発送  

自社発送の場合は、丁寧な梱包をしましょう。 
梱包材を用意して、クレームに発展しないような丁寧な梱包をすれば 
レビューも集まりやすくなります。 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9-3-3.サンクスカードを同梱 

自社発送をする際は、サンクスカードも同梱しましょう。 
自分で用意するのが面倒なら、メルカリで購入できます。 
カードを入れるだけでも、お客様の反応は変わりレビューに繋がります。 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9-4.セット商品カタログを作成  

売上をさらに上げる為に 

既存の商品ページで商品の販売を継続しつつ、 

セット商品のカタログを作成しましょう。 

 

セット商品とは 

個別販売商品をセットにして販売することです。 

 

通常販売よりも販売単価が上がるため、 

より大きな利益につながりますし、同一商品でも、 

お客様の目に止まる機会を増やすことが可能です。 

 

例えば、1個1,000円の商品があるとすれば 

5個セットにして、4,500円で販売します。 

 

この場合、単体販売よりも5個セットのほうが 

売上が高く、一度に5個の在庫をさばけるメリットも出てきま

す。 

セット商品例 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9-4.キャンペーンスケジュールを把握する 

Yahoo!ショッピングではさまざまなキャンペーンが 

開催されています。 

 

中には、販売店の参加型キャンペーンもありますが、 

自ら参加しなくても売上拡大が目指せる 

キャンペーンも多くあり、 

販売店にとって大きなチャンスとなります。 

 

少しでも売上を上げたい人や 

回転率を上げたい人は、必ず参加しましょう。 

 

サイト内では、事前にキャンペーンの概要が 

トップページで確認できるようになっています。 

 

事前に把握して、キャンペーンに備えましょう。 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補足：ストア負担ゼロのイベント・セール 

Yahoo!ショッピングには 

ストア負担ゼロのイベントがあります。 

 

・5のつく日 

・買う買うサタデー 

・ソフトバンクユーザーは最大10%帰ってくる 

・買い倒れキャンペーン 

・PayPay祭 

・ゾロ目の日のクーポン 

・日替わりクーポン……etc 

 

上記のキャンペーンは参加しなくても 

セールの恩恵を受けられます。 

売上が、2倍・3倍になるいこともあるので 

事前の在庫確保や価格設定を入念に行いましょう。 

イベントの例 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9-4-1.開催キャンペーンの確認方法 

開催キャンペーンは、タイミングによって異なります。 
ストア出品をしていると、事前にキャンペーンの告知があるので 
参加型のキャンペーンに参加するかどうかは、 
その告知を見て判断しましょう。  253



9-5.高評価ストア獲得の動き方 

Yahoo!ショッピングには、高評価ストアと呼ばれる 

制度が存在します。 

 

これは、お客様の悩みを解決する指標の一つで 

セラーを以下のような基準で判断し、 

「ユーザー高評価ストア」マークを付与します。 

 

・出荷の速さ：注文日から到着までの日数 

・出荷遅延率：お届け予定日から遅延がないか 

・ストア低評価率：ストアの低評価の数 

・ストア評価平均点：平均レビュー率 

・商品レビュー低評価率：商品レビューの低評価の数 

・商品レビュー平均点：商品レビューの平均点 

等等。 

 

上記のような項目で評価が高ければ高いほど 

ユーザー高評価ストアのマークが付与されます。 

高評価ストアの例 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9-5-1.高評価ストアについて 

ストアクリエイターPRO 

『評価』『ストアパフォーマンス』の箇所に 

「優良店」と表示されれば、 

晴れてユーザー高評価ストアとなることができます。 

 

現時点で公に「ユーザー高評価ストア」マークの 

付与条件は公開されていませんが、 

ランキング上位７項目以上あれば、 

付与されるといことが分かっています。 

 

優良店舗に選ばれている場合は検索結果一覧で 

「ユーザー高評価ストア」という 

バッジ（マーク）がつくだけでなく、 

 

検索結果順位の優遇もあるので、 

優良店になるメリットはかなり大きいです。 

 

バッジが付与された場合 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あとがき 

いかがでしたか？ 

初歩的な内容だったかもしれませんが、ビジネスを始める前の心構えから、 

Yahoo!ショッピングで稼ぐために必要な情報はかなり集約してお伝えしました。 

 

正直、細かいことを伝えればまだまだ沢山の情報やテクニックがあります。 

 

しかし、まずは初めの第一歩が何より大事ですので、 

すぐに実践できるような内容を重点的に、 

細かいことはなるべく伝えすぎないようにしてみました。 

 

初めの一歩を踏み出し、最初はヒヨコ足でも構いませんので、 

集中して徐々に徐々に走れるようになり、そして走り続けられれば、 

ある程度のことは経験の中から反省と改善を繰り返し、 

必ずあなたのビジネスも起動に乗せることができるはずです。 

 

あとはこの本を読んで頂いた読者の方が、この書籍を読んだことで 

Yahoo!ショッピングで何かしらの成果が上がったと言ってもらえることを期待しています。 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