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カラーミーショップとは

ネットショップを

無料ではじめる。おおきく育つ。

カラーミーショップは、GMOペパボが17年以上にわたって運営している

利用者満足度No.1※ のネットショップ作成サービスです。

手軽にはじめたショップがおおきく成長しても、ずっと低コストのまま。

多彩な機能と手厚いサポートで、あなたの運営を支援します。

（※）インターネットアンケートによりGoogle検索で検索上位に表示されるネットショップ作成サービス9社の

ブランドイメージを比較。日本マーケティングリサーチ機構調べ。調査期間：2021年11月18日～2022年1月13日
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カラーミーショップの特徴

初期費用・月額費用０円。「はじめてのネット

ショップ運営、売上が見込めるかわからない」と

いう方もコストを気にせず自分のペースで開設

できます。また、売上に応じてプランを選ぶこと

で決済手数料を抑えてお得に運営可能。

テンプレートを選ぶだけですぐにネットショップ

が完成。また、カスタマイズ性が高い「カラーミー

ショップ」では、HTML・CSS編集であなたの思

い描く理想のショップを自由に表現できます。

必須の基本機能から大規模ショップ向け機能ま

で、あなたの「売れる」を幅広い手段でサポート。

熨斗・ラッピング設定、Instagramショッピング

連携、さらに卸販売機能もご用意。実店舗との

在庫連携や受注伝票印刷も簡単です。

無料ではじめてずっとお得 カスタマイズが自由自在 350種類以上の機能でサポート

これからビジネスを始めたい方から、すでに成長中のビジネスを手がける方まで。40,000店舗以上の方々に選ばれています。
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フリープラン レギュラープラン ラージプラン

こんな方におすすめです ・まずは無料ではじめたい ・月商10万円以上を見込む
・月商10万円以上を見込む

・商品数が約2000点以上※

初期費用 0円 3,300円 3,300円

月額費用 0円 4,950円 9,595円

決済手数料 6.6%+30円〜 4%〜 4%〜

ディスク容量 200MB 5GB 100GB

登録画像数（１商品あたり） 〜4枚 〜50枚 〜50枚

フリーページ 10ページ 10,000ページ 10,000ページ

独自ドメイン設定 - ○ ○

常時SSL（独自ドメイン設定時） - ○ ○

アプリストア内一部アプリ固定費無料 - - ○

月商規模や必要な機能にあわせて最適なプランをご利用いただけるため、

ランニングコストの削減が可能です。料金プラン
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（※）商品写真1枚あたり100KBとし、1商品に20枚登録した場合で計算。また、画像ファイルやメール容量、テンプレート等の諸機能によるディスク容量の使用も加味して算出。
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カスタマイズは
自由自在

テンプレートを選ぶだけで、基本機能を備えたネットショップがすぐに完成。

デザインの知識がなくても心配ありません。

デザインテンプレートを見る

豊富なデザインテンプレート

カスタマイズ性の高さを活かして、ブランドの

世界観をよりこだわって表現することも可能

です。クリエイターのみなさまからも、長年選

ばれ続けています。

HTML・CSS編集で

カスタマイズも自由自在
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デザイン事例

https://shop.sekibokka.jp/ https://hiyori-shop.jp/

思い描いた理想のショップを自由に表現できる

ので、デザインや世界観にこだわる多くのブラン

ドに選ばれています。

ほかのデザイン事例を見る

石木花 山奥チョコレート 日和 気仙沼ニッティング
https://shop.knitting.co.jp/

DRESS HERSELF aiyu
https://onlineshop.dressherself.com/ https://aiyu-hasami.com/

新潟 デイリーウェア 長崎 食器

福井 チョコレート 宮城 セーター・カーディガン山形 盆栽
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https://shop.sekibokka.jp/
https://hiyori-shop.jp/
https://shop-pro.jp/example/
https://shop.knitting.co.jp/
https://onlineshop.dressherself.com/
https://aiyu-hasami.com/
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350種類以上の
充実した機能

Square(スクエア)の決済アプリ

「Square POSレジ」との連携で、実店舗

・イベントなどの対面販売ではレジとして

もご活用いただけます。

POSレジ連携

1回の注文で商品を継続的にお届け。

ショップオーナーさま側で各商品の注文日

を指定できるので、商品入荷サイクルに合

わせた発送が可能です。

定期購入

メタディスクリプションやサイトマップ、商

品ページごとのディスクリプションなど、

検索エンジン対策に有効な情報を細かく

設定できます。

SEO対策

iOS・Android公式アプリでは、商品の受

注・在庫状況、入金ステータスなどをリア

ルタイムで確認できるため、受注・発送処

理がスムーズです。

公式スマホアプリ

注文時に熨斗・メッセージカード・ラッピン

グを設定したり、1回の注文で複数のお届

け先を指定できるなど、ギフト注文に便利

な機能が揃っています。

ギフト設定

ショップの成長とともに運用コストがかか

る発送業務も、カラーミーショップなら変

わらずスムーズ。大量受注にも効率的に対

応することができます。

納品書・受注伝票の一括印刷

さらに、カラーミーショップでは機能を拡張するための 「API」 を公開しています。

ネットショップ運営に必須の機能から、大規模ショップも満足の機能まで勢揃い。

あなたの「売れる」を多角的にサポートします。
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アプリストア
さらに機能を拡充したいときには 「カラーミーショップ アプリストア」 から

いつでも好きなタイミングで機能を追加できます。

販路拡大

Instagramの投稿に商品をタグづけして、商品販売ペー

ジに直接リンクさせることができます。

Instagramショッピング連携

世界228カ国での海外販売がすぐに始められます。注文

受付・海外発送・カスタマーサポートも全部おまかせ。

WorldShoppingBIZ for カラーミーショップ

カラーミーショップの商品を卸先（取引先）に合わせた価格

やロットで販売することができます。

卸販売

Amazonとカラーミーショップの商品情報や受注情報を

一元管理できます。

Amazon連携

売上げアップ

お客様との適切なコミュニケーションを通じてリピーター

育成をめざす、メールマーケティングツールです。

MakeRepeater カラーミーショップ連携用アプリ

商品の再入荷を待っているお客様へ、開封率の高いLINE

で再入荷通知を送ることができます。

Poster for カラーミーショップ

運営効率化

受注を手動で作成できるため、電話やFAXで受け取った

受注・顧客情報を一元管理することができます。

受注作成

スマレジの在庫変動をカラーミーショップに反映、

カラーミーショップの受注をスマレジに取り込みます。

スマレジ在庫連携

上記のほかにも 「カゴ落ち防止対策機能」 や 「商品レコメンド機能」 など60種類以上のアプリをご用意しております。
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販売開始

審査完了

豊富な決済手段

クレジットカードや代引きなどの決済手段は、申請から最短1営業日で導入が可

能です。決済手段が豊富なネットショップをすぐに作れるので、「翌日のイベント

に向けて開設したい」「一日でも早く売上を伸ばしたい」といったニーズにもお応

えします。

最短翌日から決済が導入可能

カラーミーショップでは、豊富な決済手段を利用できます。

特に『Amazon Pay』をはじめとしたID決済は、購入者視点でもお買い物がしやすく大人

気。ID決済の導入によってカゴ落ち率(※)が大幅に改善し、売上が伸びたとの声も多くの

ショップオーナーさまから寄せられています。

ID決済をはじめとする豊富な決済手段

翌日 

最短 

決済導入の申請
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（※）ネットショップの訪問者数に対して、商品を購入せずに離脱してしまったユーザー数（カゴ落ちとなってし

まったユーザー数）が占める割合のこと
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カラーミーショップで「売上が高いショップ」を分

析し、共通点を診断項目にしたレポートです。

診断によって改善点が明確になります。

ショップ運営に役立つセミナー・イベントを随時開

催しています。オンラインセミナーも豊富で、場所

を問わず気軽に参加できます。

充実のサポート体制

カラーミーショップをつかったデザイン制作・機

能カスタマイズを得意とする制作会社に依頼で

きます。　（※）登録数は2022年3月時点で36社

カラーミーショップのサポート満足率は86%※。

どんなお悩みにも、専門チームがていねいにお答えします。

制作会社紹介 セミナー開催 ショップ診断

ショップの開設・運営、操作方法について

の不明点などを専門スタッフに相談でき

ます。

新規ショップ開設については電話でのお

問い合わせも可能です。

メール・電話サポート

86%

ユーザー満足度

2021年対応件数 52,000件以上

登録制作会社36社※ 随時開催 診断実績 6,700件以上

※ 2021年1月1日～12月31日集計

※
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開店支援・開店後の売上アップにつながるコンテンツ発信にも

力を入れています。

「よむよむカラーミー」は、カラーミーショップの公式Webメディアです。ネット

ショップ運営のノウハウはもちろん、人気のショップが売上を伸ばすために

行っている工夫など、運営で直面しうる課題と解決へのヒントをお届けしてい

ます。　（※）2021年12月31日時点

https://shop-pro.jp/yomyom-colorme/

公式YouTubeチャンネル「カラーミーショップch.」では、カラーミーショップ

の運用方法からネットショップ運営に役立つ情報まで幅広い情報を配信してい

ます。自分のペースで学べるため、ユーザーさまからもご好評いただいていま

す。　（※）2021年12月31日時点

https://www.youtube.com/c/colormeshop

よむよむカラーミーカラーミーショップch.

充実のサポート体制

動画本数230本以上　総再生時間26,000時間以上※ インタビュー記事160件以上※
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利用事例

個人で販売を行っている方から月商1億円以上

の大型ビジネスまで、さまざまな月商規模の

ショップにご利用いただいています。

株式会社伊勢半本店 高橋与商店 microapartment

カラーミーショップはHTML・CSSのカスタマイ

ズ自由度が高いのと、スマホアプリで受注状況を

いつでもチェックできるのが魅力的です。

KEY MEMORY 職人醤油
https://keymemory.co.jp/ https://s-kura.com/

https://yoshouten.com/ https://www.microapartment.jp/https://isehanhonten-onlineshop.com/
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月額のコストが安く、売上に対する料金がかから

ず、ランニングコストを抑えて運用できるのが魅

力的です。

大手モールでの販売は忙しさの割に儲かってい

るのかわからない日々でしたが、今は実店舗と

同様マイペースに楽しく運用できています。

カラーミーショップのスマホアプリのおかげで、

実店舗で接客しながらネットショップと連動した

在庫管理ができるので非常に便利です。

機能豊富で操作方法も分かりやすく、Web制作

の知識がなくてもカスタマイズできるところがカ

ラーミーショップを選んだポイントです。

https://keymemory.co.jp/
https://s-kura.com/
https://yoshouten.com/
https://www.microapartment.jp/
https://isehanhonten-onlineshop.com/
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新三郎商店 
利用事例インタビュー SHOP INFO

福岡県糸島市で製塩所「工房とったん」

を営む新三郎商店株式会社のネット

ショップ。看板商品「またいちの塩」をは

じめ、人気の「しおをかけてたべるプリ

ン」やスタッフおすすめのうつわ・雑貨

などを販売されています。

—— ネットショップ開設前の課題を教えてくだ

さい

カラーミーショップを導入する前は、電話や

FAX、メールで受注していたため、非効率な運

用で経費が余計にかかっていました。限られた

スタッフで対応していたのでミスも怖く、機会

損失が多かったと思います。

そこで、ネットショップが作れる各種サービスを

比較して、従量課金ではなく定額で利用できる

カラーミーショップを導入することにしました。

—— ネットショップを開設して良かったことは

なんですか？

県外からの注文が増えて、売上が伸びました。

スタッフを増員することなく受注対応もできて

おり、会社の大きな収益基盤へと成長すること

ができました。

ネットショップを始めてから、プリンが全国放

送のテレビ番組で紹介されたことがあったの

ですが、2日で1,000件の注文が入りました。

この数は電話やFAXでは受けられなかったの

で、ネットショップを運営していてよかったなと

感じています。

URL　https://shinzaburo-shoten.shop/

—— 使っているおすすめ機能

卸販売、スマレジ連携、AmazonPay（決済種別）

またいちの塩

オンラインショップ
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ショップ開設の流れ

カラーミーショップのサイト

（ https://shop-pro.jp/）に

アクセスし、「無料でショップ開

設」ボタンよりお申し込みくださ

い。

アカウントの取得

申し込みフォームで各項

目に情報を入力し、手続

きを完了させてくださ

い。

必要情報の登録

クレジットカード決済はも

ちろん、銀行振込や商品代

引き、ID決済など必要に

応じて決済手段を選択い

ただけます。

決済の導入

テンプレートを選ぶだけで

本格的なネットショップ

へ。さらに、HTML・

デザインの編集

管理画面よりかんたん

に商品を登録すること

ができます。

CSVでの一括アップ

ロードも可能です。

商品登録

ショップの開店後は、ス

マホアプリや専門チー

ムによるサポートで、あ

なたのショップ運営を

支援します。

開店

1 2

54

3

6

CSS編集であなたの思い描く理想のショッ

プを自由に表現できます。 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よくある質問

初期費用・月額固定費0円でご利用いただけます。

受注が入った場合のみ、1件の受注につき6.6％＋30円の手数料が

発生します。また、月商10万円以上を見込める方向けに、月額固定費

が発生するプランもご用意しています。その場合の月額固定費は

4,950円～(税込)ですが、決済をより自由に導入していただけるほ

か、手数料をおさえることができます。

カラーミーショップを利用するための費用は？Q

A
はい、管理画面より変更可能です。ただし、レギュラープラン・ラージ

プランからフリープランへの変更はできませんので、再度フリープラ

ンのご利用を希望される場合は、アカウントを新規で再登録してくだ

さい。

フリープランでの開設後に、レギュラープラン・ラージプ

ランへの変更は可能ですか？

Q

A

他社カートサービスからカラーミーショップへの乗り換え移行は可能

です。CSVファイルを用いて顧客情報や商品情報を一括登録するこ

とができます。※カラーミーショップの登録形式にCSVを編集してい

ただく必要があります。

他社サービスからの乗り換え・移行は可能ですか？Q

A

はい、自由に選択していただけます。カラーミーショップでは、1つのショップにつき複数の配送方法を設定できるため、

複数の配送業者さんと契約を結んだり、受注ごとに配送業者さんを変更することも可能です。

配送方法（業者）は自由に選択できますか？Q

A

カラーミーショップでは、デザインの知識がない方でもショップを簡

単に作成できます。テンプレートによってはご自身で画像を設定して

いただくエリアがあるものもございますが、詳しい解説マニュアルを

ご用意しております。また、カスタマーサポートも随時ご利用いただけ

ますのでご安心ください。

デザインの知識がありませんが、大丈夫ですか？Q

A

15
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お問い合わせ
サービス内容や他社サービスからの移行、そのほかショップ運営に関する

さまざまな疑問について、お気軽にお問い合わせください。

窓口受付時間

平日10:00～13:00 / 14:00～17:00

電話サポート

050-3196-4974

新規ショップ開設を電話でサポートします。

お問い合わせの受付後、2営業日以内に詳しい案内をさせていただきます。

土日祝日のお問い合わせについては翌営業日以降の案内となる場合がございます。

メールサポート

お問い合わせフォームから相談する

ショップ開設・運営、操作方法に関するご不明点にお答えします。

制作代行窓口

ショップ開設に向けて設定や制作をプロが代行します。

新規開設・他社からの移行をサポートします。

制作代行の内容を確認する

ヘルプセンター

カラーミーショップのサービス内容や機能について、

よくある質問やマニュアルで確認できます。

ヘルプセンターで不明点を調べる

16
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そのほかのサービス グーペは、個人から店舗や企業までさまざまなホー

ムページが簡単に作れるサービスです。

ムームードメインは、個人からビジネスのご利用まで、

誰でも簡単にドメインが取得・管理でき、ウェブサイト

でご活用いただけるドメインの総合サービスです。

ロリポップ！は、初心者の方からビジネスまで安心し

てご利用いただける国内最大級のレンタルサーバー

です。

SUZURI（スズリ）は、自分で制作したイラストや写

真をTシャツやiPhoneケース、トートバッグ、マグ

カップなどのグッズにし、販売までできるサービスで

す。

minne（ミンネ）は、ハンドメイド作品をインターネッ

ト上で販売・購入できる国内最大級のハンドメイド

マーケットです。

GMOペパボが運営している

設立　　　 　 2003年1月10日　　　　　　　従業員数（連結）　　　462名（2021年12月末時点）

売上高　　 　118億7,994万円（2021年1月〜2021年12月）

所在地 東京本社　　〒150-8512 東京都渋谷区桜ヶ丘町26番1号セルリアンタワー

福岡　　　　  〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目7番21号 天神プライム

鹿児島　　　 〒890-0055 鹿児島県鹿児島市上荒田町3番1号 第2NTビル
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