
カラーミーショップ
開店手順ガイド



◆カラーミーショップでできること

ページ
作成

ショップ
情報

配送 決済

カラーミーショップ
のみで作成可能

配送会社様と
ご契約

決済会社様と
ご契約

カラーミーショップ無料お試し30日にお申し込みいただき、誠にありがとうござます。
このガイドでは、ネットショップをオープンするための開店手順をご紹介いたします。
こちらを印刷の上、開店準備を進めてみてください。

ネットショップの開店には、以下４つの準備が必要です。そのうちカラーミーショップ単独でできることは、【ページ作成】と
【ショップ情報の作成】です。
【配送会社の手配】と【決済会社の手配】はご自身で各社との契約をしていただく必要がございます。



ショップづくり  運営準備  ショップOPEN 

１．商品を登録する

２．ショップデザインを
　　変更する

３．トップページを変更する

１．特定商取引法を掲載する

２．プライバシーポリシーを
　　登録する

３．配送会社を決める

４．配送方法を登録する

５．決済代行会社を決める

６．決済を登録する

１．メールを設定する

２．注文が入ってから
　　配送までを確認する

３．テスト購入をする

４．契約とお支払い方法を
　　確認する

◆ネットショップの開店手順



【STEP１】
ショップづくり



（１）商品を登録する

①カテゴリーを登録しよう
　・商品を登録する前にカテゴリーを登録しましょう。
　・カテゴリーとは、商品が所属するカテゴリーになります。
　（例）みかんやりんごの商品カテゴリーは【果物】になります。

②商品登録をしよう
　・商品名や価格、商品画像、カテゴリーを設定しましょう。
　・商品が手元に無い場合でも、トップページの見栄えを確認するために、
　　適当な画像を登録しておくことをおすすめいたします。

自社の商品をすべて登録すると時間がかかります。まずは ３商品だけ登録しましょう。
自社の看板商品、お客様が購入しやすい価格帯の商品を登録することをお勧めします。

操作マニュアルを開く

https://shop-pro.jp/manual/shouhin_touroku
https://shop-pro.jp/manual/shouhin_touroku


（２）ショップデザインを変更する

ショップデザインはボタン１つで変更することができます。ページの色や文字の種類、レイアウトなど
が設定されたひな形（テンプレート）をお選びいただくとデザイン変更ができます。  
 

①ひな形（テンプレート）を選ぼう
　　ショップ作成　＞　デザインから、【＋テンプレート追加ボタン】を
　　押すことで、ひな形（テンプレート）を探すことができます。

②気に入ったテンプレートを追加しよう
　・テンプレートには無料版と有料版があります。
　　最初は無料版テンプレートでも問題ないですが、
　　レスポンシブ対応されたもの（スマートフォンに画面サイズにあっ
　　たショップに自動的になるもの）を選びましょう。
　・無料版でレスポンシブ対応されているテンプレートは、
　　【Bit】【nano】【WASHI】になります。　

操作マニュアルを開く

https://shop-pro.jp/manual/shop1_a
https://shop-pro.jp/manual/shop1_a


（３）トップページを変更する

トップページでは、ショップロゴ（お店の看板）を作成しましょう。ショップロゴのご用意が無い場合は、
画像編集ソフトなどを使って作成できますので、作ってみましょう。

①ショップロゴ（お店の看板）を作ろう

　・ショップロゴは、無料の画像編集ソフトやショップロゴ作成サイトでつくることができます。
　（例）「LOGASTER（※https://www.logaster.com/）」というショップロゴ作成サイトで作成する場合

このようなロゴがすぐ
作れます。英語でショップ名を

入力します。

操作マニュアルを開く

https://www.logaster.com/
https://shop-pro.jp/manual/top2_a
https://shop-pro.jp/manual/top2_a


【STEP２】
運営準備



（１）特定商取引法を掲載する

①間違いやすい項目を確認しよう

　・【販売業者名】は店舗名ではありません。個人事業主は個人の名前、
　　　会社組織の場合は、正式社名を登録しましょう。

　・【申込期限・販売数量】では、申込みに有効期限がある場合や
　　　販売数量に限定がある場合は、その期間・数量を具体的に記載しましょう。

　・【引渡し時期】具体的な期間または期限を表示する必要があります

　・【返品期限】返品条件は期間、手続き・費用を記載しましょう。
　　　 返品に関する記載がない場合は返品可能とみなされます。

　・【電話番号】営業のお電話をご希望でない場合は、その旨を表記しましょう。

特定商取引法とは、消費者トラブルが生じやすい特定の取引を対象に、トラブルを防止するための
ルールを定めている法律です。特定商取引法では 表示義務項目があります。

操作マニュアルを開く

https://shop-pro.jp/manual/commercial3_a
https://shop-pro.jp/manual/commercial3_a


（２）プライバシーポリシーを登録する

①プライバシーポリシーを登録しよう

　プライバシーポリシーのフォーム初期状態は、
　参考文例が既に入力されています。
　ショップの運営方法に合わせた内容に変更いただき
　お使いください。
　

プライバシーポリシーは本人の許可なくプライバシーを第三者に開示しないことを約束するものです。
既にフォームにはひな形が設定されていますので必要に応じて変更してご利用ください。

操作マニュアルを開く

https://shop-pro.jp/manual/privacy6_a
https://shop-pro.jp/manual/privacy6_a


（３）配送を決める

代表的な配送会社は、日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便です。会社によってそれぞれ特徴が
あるので、ショップの商材に合わせて配送会社を決めましょう。

①配送会社に相見積りを取ろう
　宅配業者を決めるときには商材を軸にすると良いかと思います。
　例えば、壊れ物を扱う場合はクロネコヤマトがおすすめです。ただ送料の割引はそこまで期待できません。
　一方で商材が壊れにくいものである場合は、送料をなるべく抑えるためにも佐川急便も良いかと思います。
　いずれにしろ、必ず相見積を取りましょう。

②カラーミーショップとの連携も考慮しよう
　ネットショップが成長してくると、配送個数がどんどん増えてきて配送作業に時間がかかります。
　上記3社の場合は「配送伝票番号一括登録」がございますので、受注件数が増えた際にも楽に発送作業ができます。



日本郵便（郵便局） ヤマト運輸 佐川急便

商品代引 ◯ △（要事前登録） △（要事前登録）

大きさ制限
長さ・幅・厚さの合計が1．7m以内。

重さ30kg以下。

長さ・幅・厚さの合計が1．6m以内。

重さ25kg以下

長さ・幅・厚さの合計が1．6m以内。

重さ30kg以下。

時間帯指定

午前中

12時頃 – 14時頃

14時頃 – 16時頃

16時頃 – 18時頃

18時頃 – 20時頃

20時頃 – 21時頃

午前中（9時 – 12時）

12時 – 14時
14時 – 16時
16時 – 18時
18時 – 20時
20時 – 21時

午前中（8時 – 12時）

12時 – 14時
14時 – 16時
16時 – 18時
18時 – 21時
※上記以外に6つの時間帯もあり

集荷

・19時まで電話で郵便局へ集荷依頼

・土日祝日もOK
・24時間営業の郵便局なら、

　持ち込みなら24時間対応可能

・19時まで電話で営業所へ集荷依頼

・インターネット依頼（16時まで）

・土日祝日もOK
・宅配ロッカー発送サービス(無料)

・19時まで電話で営業所へ集荷依頼

・土日祝日もOK

割引

・郵便局へ持ち込んだ場合、

　1個につき100円割引

・同一宛先割引（1個につき50円割引）

・複数口割引（1個につき50円割引）

・営業所持ち込み（100円割引）

・コンビニ持ち込み（100円割引）

※セブンイレブン・ファミリーマート

　・スリーエフ

・営業所持ち込み（100円割引）

③代表的な配送会社３社を比較しよう
　集荷の時間や持ち込みによる割引額など、自分のショップ運営に合った配送会社を選びましょう。



（４）配送方法を登録する

配送料金を詳細に設定するとお客様はすぐに送料がわからず、購入に至らないケースがあります。
配送料金で迷ったら、多くのショップがおこなっている「全国一律」がお勧めです。

①送料設定を選ぼう
　・送料設定には４つのパターンが選べます。
　・全国一律設定、一定の注文金額に応じた設定、地域や都道府県別に設定、
　　商品重量を基準に設定の４つです。

②配送方法を登録しよう
　・上記の送料設定を選んだら、【配送会社名】【配送画像】【送料請求】
　　【送料設定】などをフォームに従って登録します。
　・都道府県別リードタイム設定とは、都道府県別に配送希望日として登録で
　　きる最短日数を設定できます。（※レギュラープラン以上限定機能）

操作マニュアルを開く

https://shop-pro.jp/manual/delivery5_a
https://shop-pro.jp/manual/delivery5_a


先輩ショップさんの配送状況

伝票記入の時短テクニック

Q１．利用している配送会社を教えてください。

　第１位　日本郵便　：77%
　第２位　ヤマト運輸：50%
　第３位　佐川急便　：27%

Q２．配送方法を選ぶポイントを教えてください。

　第１位　配送料金　　　　　：76%
　第２位　運送会社への信頼度：62%
　第３位　追跡サービス　　　：55%

Q３．配送で困っていることはありますか？

　第１位　伝票記入が大変：26%
　第２位　梱包作業が大変：24%
　第３位　在庫の置き場　：23%

カラーミーショップの無料スマートフォンアプリ
（iPhone、Android）で、配送伝票番号をバーコード
読み取りできます。

カラーミーショップのアプリは、
 iPhoneの方は「AppAtore」 
 Androidの方は「GooglePlay」
からダウンロードしてご利用ください。

【アンケート情報】対象：カラーミーショップ利用店舗・回答数：１２９ショップ様・複数回答可



（５）決済代行会社を決める

①決済代行会社を選ぼう
　・決済代行会社を選ぶときには、手数料の他に利用できる決済の種類
　　に注目しましょう。

②カラーミーペイメントを確認しよう
　・クレジットカードやコンビニ払い、人気のあるAmazon Pay、GMO
　　後払いが利用できるカラーミーペイメントがおすすめです。

③決済代行会社を決めたら申請しよう
　・決済代行会社を選んだら、その会社のサイトから申請をしましょう。
　・申請後に審査に入ります。（※審査は３週～４週はかかります。）
　・審査項目は決済代行会社によって異なります。

決済の種類が多いほど購入率は上がります。人気のある決済は 1位クレジットカード、２位コンビニ払
い、３位ネット銀行、４位代金引換 です。クレジットカードは必ず導入しましょう。

決済の種類
GMOイプシロン

カラーミーペイメント

クロネコ

webコレクト
ZEUS

クレジットカード ◯ ◯ ◯

Amazon Pay ◯ ☓ ☓

楽天ペイ ◯ ☓ ☓

コンビニ払い ◯ ◯ ☓

ネット銀行 ◯ ☓ ☓

ペイジー ◯ ☓ ☓

住信SBIネット銀行 ◯ ☓ ☓

電子マネー ◯ ☓ ☓

PayPal ◯ ☓ ☓

Yahoo!ウォレット ◯ ☓ ☓

スマートフォンキャリア決済 ◯ ☓ ☓

GMO後払い（旧カートのみ） ◯ ☓ ☓



（６）決済方法を登録する

①銀行振込と商品代引を登録しよう
　・銀行振込は、決済代行会社への審査は関係ありませんので、
　　事前に登録しておきましょう。
　・商品代引については、ご契約された配送会社によりますので、
　　配送会社と交渉し商品代引が可能であれば登録しておきましょう。

②審査通過した決済を登録しよう
　・クレジットカードやコンビニ払いなど決済代行会社の審査を通過した決済
　　をロゴ付きで登録しましょう。

決済代行会社の審査が終わりましたら、カラーミーショップの決済画面にクレジットカードやコンビ
ニ払いなどを登録しましょう

操作マニュアルを開く

https://shop-pro.jp/manual/payment4_a
https://shop-pro.jp/manual/payment4_a


【STEP３】
　ショップOPEN



（１）注文が入ってから配送までを確認する

注文
注文
確認
メール

受注
メール

入金
メール

商品
発送

発送
メール

・注文確認メールは注文完了後に自動で受け付けたことをお客さまへ伝えるメールです。
・受注メールは注文内容を店長さんが確認した後、受注を承ったことをお客さまへ伝えるメールです。
・入金メールは、入金が完了したことをお客さまへ伝えるメールです。以下の決済種類によって確認方法が変わります。

　　１）銀行振込やゆうちょ振替の場合ー　金融機関やオンライン銀行で入金確認が必要です。
　　２）クレジットカードの場合　　　ー　弊社と連携している決済代行会社の場合は、決済が自動で【済】に更新されます。
　　３）代金引換の場合　　　　　　　ー　入金メールをお送りする必要はございません。

・発送メールは、商品の発送が完了したことをお客さまへ伝えるメールです。

（自動配信）

操作マニュアルを開く

①注文が入ってから配信するメールや商品発送の流れを確認しよう

商品
到着

（手動配信） （手動配信） （手動配信）

https://shop-pro.jp/manual/nagare_a
https://shop-pro.jp/manual/nagare_a


（２）メールを設定する

①自動配信メールを確認・編集しよう

　・カラーミーショップでは既に下記メール文面が入力されていますが、
　　文面内容を確認もしくは編集しておきましょう。

　・受注確認、入金確認、発送確認などメール文面を編集することができます。

　・問合せ確認（自動送信）のメールとは、お問い合わせフォームから
 　　お客様がお問い合わせをされた際に自動で返信するメール文面です。
　　お客様にとっては、自分の問合せが正常にショップに伝わったことが
　　確認できます。　

お客様が商品を購入された際、受注確認のご連絡、入金確認のご連絡、商品発送のご連絡は
メールでおこないます。これらを、ショップオープン前に全て作成しておきましょう。

操作マニュアルを開く

https://shop-pro.jp/manual/mail7_a
https://shop-pro.jp/manual/mail7_a


お客様の決済が【銀行振込】の場合、下記のように商品代金を入金頂く「振込先口座（※）」が自動で挿入されます。
そのため、振込口座が間違っている場合など、入金が確認できない恐れがございます。
ネットショップをオープンさせた際、振込先口座が未設定のショップ様も稀にいらっしゃるため、ご注意ください。

【銀行振込】受注メール文面

受注メールについて

※振込先口座は、ショップ作成　＞　決済　＞　決済方法設定にて設定することができます。

【商品代引き】受注メール文面



（３）テスト購入をする

①テスト購入をしよう
　・商品ページのカートに入れるボタンをクリックし、
　　レジへ進むボタンを押してテスト購入をしましょう。

　・注文者情報や送付先、決先方法を選択して購入をしましょう。
　・その後、自動メールがしっかり配信されるかを確認しましょう。

　　※メールが受信できない場合は、迷惑フォルダに入ってしまったか、
　　　PC以外のメールアドレスの場合はメールセキュリティーを確認しましょう。

実際にテスト購入をしましょう。お客様視点でどのような流れで商品を購入するのか、
商品購入後に届く自動メールや手動で配信するメールを確認しましょう。

操作マニュアルを開く

https://shop-pro.jp/manual/menu_00_01_09
https://shop-pro.jp/manual/menu_00_01_09


（４）契約内容を確認する

①契約プランを選ぼう

　・カラーミーショップでは、
　　右図の４つのプランから選ぶことが可能です。

　・プラン内容は、登録できる画像の枚数や
　　ディスク容量、フォローメールやアクセス分析
　　機能などプランによってできることが違いが
　　あります。

カラーミーショップ30日無料お試し期間が終了したら、ページ編集ができなくなります。
30日無料お試し中に本契約をした場合でも、本契約開始日はお試し終了日の翌日になりますので、早
めに本契約をしても損にはなりません。



◆無料カートとのコスト比較




