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☆★☆★☆★☆★ヤフオク問屋マスターガイド！！☆★☆★☆★☆★ 

～ネットショップ開業編～ 

 

このたびはヤフオク問屋マスターガイド！！を購入いただき、誠にありがとうございました。今回から仕入れ情報だけで

なくネットショップ開業などを盛り込み市場の拡大を図りました。まだ完成したばかりですので完全にご満足いただけるも

のとはなっていないかもしれませんが、きっと皆様のお役に立つことでしょう！！ 

ここでは初めてネットショップを始める方に、ネットショップの開き方をお教えします。「ネットショップってどうやって開いた

らいいのかな？」「複雑なことをしないといけないのでは？」などの疑問もお持ちだと思いますが、本商品をもってそのよ

うな疑問とはお別れできるようになっていただきたいと思います。 

本商品では余計なことは何も考える必要がなく、ご紹介いたします手順をひたすらに踏んでいただくだけでネットショップ

ができてしまいます。ネットショップ完成まで、できるだけ他のサイトや本を調べることのないよう、丁寧にかつ簡潔にご

紹介していくつもりです。そのような余計な手間を省き、皆様のお役にたてれば幸いでございます。 

どうぞ 後までお付き合いくださいね。 

それではさっそく内容に入っていきましょう。 
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手順 １. 屋号を決める 

ここでいう屋号とは言ってしまえば「あなたのお店の名前」です。「○○ショッピング」「○○ストア」などのように、あなたの

良しとする名前を考えましょう。 
これは次の手順である銀行口座での名義をどうするかに関わってきます。 
突然ですが、あなたが「山田太郎」さんという名前だったとします。 
お客さんが銀行振込で自分の口座にお金を振り込んでくる場合、「山田太郎」という名前の口座に振り込んでもらうか、

「○○ストア」という名前の口座に振り込んでもらうか。 
お客さんの立場で考えれば、「○○ストア」の方が何となく安心できませんか？ 
このような「信頼感」という意味で、自分のお店の名前、つまり「屋号」を考える必要があります。 
基本的には好きなように屋号名を考えてください。 
その際の注意点ですが・・・ 

懲りすぎないようにしましょう。 

かっこいい名前をつけようと考えたり、長い名前となったりしてしまいがちですが、あんまり懲りすぎると、下記のようなこ

とが起きます。 
 ・電話問合せやメール問合せなどに対して自分の店の名前を名乗るとき、長すぎるとイチイチ長い名前を名乗らないと

いけないです。これは面倒です。ですので、 
短めの名前にすること 
をオススメします。 

 ・お客さんの立場に立って考えてみると、何を売っているのか分からないとお店の存在自体を覚えにくいです。ですの

で、 
  何を売っているのか想像しやすい名前にすること 
  をオススメします。 
 

手順 ２．ネットショップ用の銀行口座をつくる 

お客さんに振込んでもらうためや、仕入れ代金の支払いなどのために使う口座です。 

上の手順で考えた屋号の名前の口座をつくりましょう！！ 

その際、ロボフォームという便利なソフトがあるのでぜひ使ってみてください。住所や氏名を毎回毎回、何度も書くのは面

倒くさいです。そこでそういう面倒くさい作業を一発で終わらせることができるのがロボフォームです。 

※ロボフォームはこちらよりダウンロードできます 

→ http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/util/se340163.html 

※本来有料となっていますが無料体験版を利用することで無期限に利用することができますので体験版をダウン

ロードしてください。 

●おすすめ銀行 

・ジャパンネット銀行（迷われる場合はこちらにしてください！） 

ネットショップについては定番の銀行。使いやすいです。屋号口座を設置することができます。 

・イーバンク銀行 

「個人ビジネス口座」というプランで、屋号口座を開けます。 

 ・おすすめできない銀行 
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  ・都市銀行 

法人口座を開設すると毎月の費用がかかってしまいます。ただ、変更されることもあり得ますのでその都度 新

の情報を調べてみてください。 

手順 ３．ネットショップ用のクレジットカードをつくる 

この手順はお好みでするかしないか決めてください。しなくてもさほど問題はありません。 

というのも、このクレジットカードはお店の広告費用などの支払いに使います。今のところはそこまで考えていない場合

は、すっとばしてもらって大丈夫です。 

ネットショップ用のクレジットカードをつくることで広告費用の支払いをするとき、いちいち振り込みの作業をしなくてもよ

くなります。 

 

クレジットカード紹介サイト↓クリック 

http://auctionsbenrishinji0324.web.fc2.com/kurejitto.html 

 

手順 ４．One Style My Shop でネットショップをつくる 

One Style My Shop とは、ネットショップをやりたい人のために、ネットショップのテンプレート（骨組みのようなもの）を提供

してくれるところです。色々とプランがありますが、はじめて作るので「エントリープラン」（月額 460 円）に申し込みましょ

う。 

申し込みはこちら→ http://auctionsbenrishinji0324.web.fc2.com/onestylemyshop.html 

 

 

手順 ５．お店の基本情報を設定する 

●お店の基本情報を設定しましょう。 

エントリープランの申し込み手続きが完了するとショップ URL と管理画面 URL が書かれたメールが送られてきます。

その URL に行き、ログインして管理画面へ入ってください。 

●管理画面には「受注管理」「商品管理」「プロモーション」・・・と横にズラッと並んでいると思います。そこにある「ショップ

基本設定」に行きます。 

●「ショップ基本設定」で色々な設定をします。 

 この画面にうまく来られれば、左側に「ショップ基本設定」「ショップ開店・閉店設定」「ショップ基本情報登録」・・・と今度

はタテにズラッと並んでいると思います。そこの中から下記で書いてあるところに行ってドンドン設定してください。たく

さんありそうで大変かと思いますが、これをしないと始まりません。がんばりましょう！！ 

●タテにズラッと並んでいる中の「ショップ基本情報登録」に行きましょう 

■ショップ基本設定 

・【ショップ名】を変更してください 

・【ショップロゴ画像】の右の方にある「削除」にチェックをいれてください 

・【ショップ概要説明】を変更してください 

・【コピーライト】の「お店の名前」と書いてあるところを【ショップ名】でつけた名前に変更してください 
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■送信メール設定 

ここの設定は複雑です。もしもし大丈夫な方はこちらへどうぞ↓詳しい説明です 

 http://www.onestyle.biz/manual/main/start/step1/basis01.html 

 

苦手な方は下記の通りにやってください。 

・【送信者メールアドレス】 

普段利用されるアドレス(yahoo など)にします。お客さんに対して送る注文確認メール等の「送信者」がこのアドレス

になります。お客さんの立場からすると、「誰からメールが送ってきたのか」という情報になります。 

・【送信先メールアドレス 1】 

同じように、普段利用されるアドレス(yahoo など)にします。お客さんに対して送ったメールと同じメールがこのアドレ

スに送信されます。 

●同じく「店長プロフィール登録」に行きましょう 

・【店長名】に自分のニックネームを考えて書いてください 

・【店長プロフィール】に自己紹介文を書いてください。 

 

特定商法取引章に基づく記載～法律編～ 

●同じく「特定商取引法の表記編集」に行きましょう 

・【販売事業者名】に自分のショップ名を書いてください 

・【販売責任者】に自分の氏名（本名）を書いてください 

・【所在地】に自宅の住所を書いてください 

  （例 〒123-4567 東京都港区○○町 ○○マンション○○号室） 

・【問合せ先】に自分のショップ名を書いてください 

・【問合せ先住所】に自宅の住所を書いてください 

  （例 〒123-4567 東京都港区○○町 ○○マンション○○号室） 

   つまり、【所在地】と同じことを書きます。 

・【問合せ先電話番号】に公表されても問題のない電話番号を書いてください。携帯電話の番号で問題ありません。 

・【問合せ先メールアドレス】フリーアドレス(○○○○@yahoo.co.jp など)で問題ありません。 

・【その他の費用】に「送料・代引き手数料・振込み手数料は、お客様のご負担となります。詳細につきましては、ご利

用案内をご確認ください。」と書いてください。 

・【申込有効期限】に「原則、受注確認（受注確認の為の自動発信メール発信）後、７日間とします。」と書いてください。

これはお客さんから注文があってから何日以内に入金がなければ、注文をなかったことにするかを決めるということ

です。例では 7 日間としてますが、自分の都合の良い日数に変更してかまいません。 

・【販売数量の制限・販売の条件等】に「特にありません。」と書いてください 

・【支払時期と方法】に「お支払いは、銀行振り込み、クレジットカード払い又は代引きがご利用できます。銀行振り込み

の場合、ご注文確認後 1 週間以内にご入金の確認が出来ない場合はキャンセル扱いとさせていただきます。」と書

いてください。もしまだクレジットカード払いする準備が整っていない方はクレジットカードについてのところを消してく

ださい。 

・【引渡し時期】に「銀行振り込みの場合は、ご入金確認後 3 営業日以内に発送します。クレジットカード払い又は代引

きの場合は、ご注文確認後 3 営業日以内に発送させていただきます。在庫がない場合は 2 営業日以内にメールま

たはお電話にてご連絡差し上げます。」と書いてください。ここについては、自分で本当にできそうな日数に書き換え
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てください。 

・【瑕疵担保責任の定め】に「商品に欠陥がある場合は返品または交換に応じますが、欠陥の無い場合は返品には応

じません。」と書いてください 

・【返品・交換の条件】に「商品がお手元に届きましたら破損がないか、ご注文の商品と相違ないかを直ちにご確認くだ

さい。注文後のキャンセルは受け賜っておりません。ご了承下さい。 但し、当店の不備による返品・交換があれば返

品・交換いたします。 

・注文したものと違う品物が届いた 

・品物の賞味期限が切れていた・品物が著しく破損していた 

上記いずれかに該当する場合のみ返品・交換いたします。 

※返品に際する送料は当店負担いたします。お手数ですが電話でお知らせください。」と書いてください。 

●同じく「ご利用案内編集」に行きましょう 

 まず、下記の「」内の文章をコピー＆ペーストでそのまま貼り付けてもらいたいのですが、このワードファイルではセキュ

リティのためコピー禁止としております。そこで別にメモ帳のファイル（   「ご利用案内編集」.txt  ）で下の文書を用意

いたしましたのでそこからコピー＆ペーストをお願いします。コピー＆ペーストの方法が分からない方は下記をそのまま、

キーボードから入力してください。 

 「 

この度は、（あなたの店名）のホームページにお越し頂き誠にありがとうございます。 

ご利用方法のご案内をさせていただきます。 

 

1.ご希望の商品を選び「カートへ入れる」を押してください。商品がカートに入り、 

 「買い物かご」の画面になります。 

 選んだ商品を、買い物かごから「削除」や数量の「変更」ができます。 

 ショッピングを続ける場合は、「買い物を続ける」ボタンをクリックしてください。 

 

2.お届け先の入力について 

 商品名、数量、合計金額が表示されますので、ご確認ください。 

 「注文者情報」、「お届け先情報」を入力してください。 

 

3.確認メールについて 

 ご注文いただきますと、システムによる自動返信メールが送信されます。 

 

4.ご注文内容確認 

 いままで入力してきた情報（ご注文商品・お届け先情報、合計金額な 

 ど）の一覧が表示されますので間違いがないかどうかを、ご確認ください。 

 

5.キャンセル・交換について 

 商品がお手元に届きましたら破損がないか、ご注文の商品と相違ないかを 

 直ちにご確認ください。 

 

 注文後のキャンセルは承っておりません。ご了承下さい。  

 但し、当店の不備による返品・交換があれば返品・交換いたします。 
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 ・注文したものと違う品物が届いた 

 ・品物の賞味期限が切れていた・品物が著しく破損していた 

 上記いずれかに該当する場合のみ返品・交換いたします。 

 ※返品に際する送料は当社負担いたします。 

 お手数ですが電話でお知らせください。 

 

6.営業時間について 

ご注文はインターネットで 24 時間受付けております。 

お電話でのお問合せは平日 10 時～18 時にお願いいたします。 

 

」 

以上の内容を別ファイル（   「ご利用案内編集」.txt  ）から貼り付けましたか？ 

次に、貼り付けた中の一番上の方に「（あなたの名前）」というのがあると思います。これを消して、自分のショップ名を

入れてください。 

 

 

特定商法取引法についての詳しい情報、ご不明点は経済産業省のページを参照ください。 

 

経済産業省 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/index.html 

 

 

手順 ６．決済方法について設定する 

●決済方法について設定しましょう 

●一応、繰り返し説明しますが、管理画面には「受注管理」「商品管理」「プロモーション」・・・と横にズラッと並んでいると

思います。すると、左側に「ショップ基本設定」「ショップ開店・閉店設定」「ショップ基本情報登録」・・・と今度はタテに

ズラッと並んでいると思います。 

●タテにズラッと並んでいる中の「決済方法設定」に行きましょう 

 ■代金引換 

  日本郵便の「ゆうパック」を利用して代金引換サービスを利用できます。 

 ・【決済方法名】「代引き」と書いてありますがそのままで大丈夫です。 

 ・【画面表示】もし代引きを利用されるのであればチェックを入れてください 

 ・【決済手数料】「範囲指定（支払金額全てを対象とする）」のところにチェックを入れてください。下のところに「条件」

と「手数料」とあると思います。これはつまり、「商品価格+送料」がいくらのとき（条件）、いくらの代引手数料をお

客さんに請求するか（手数料）という話です。右側の「編集」ボタンを押すことでこの二つは変更できますし、下の

「新規追加」ボタンを押すことで「条件」と「手数料」の組み合わせを増やすことができます。 

    日本郵便によると、普段の代金引換手数料は一律 250 円だそうですが、お客さんに払ってもらうお金が 30 万円

を越えるとさらに 360 円以上かかるとのことです。 

    ですから、 
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    ・条件 0 円以上  手数料 250 円 

    ・条件 30000 円以上 手数料 700 円 

    などとすればよいでしょう。 

    ただし、ほとんどのネットショップであれば、例えば「5000 円以上買ってくれるなら送料・代引き手数料無料にし

ますよ」というサービスをやっています。こういうことをやってみようと考えられた場合は、設定を修正してくださ

いね。 

 ・【表示コメント（画面表示用）】の中にある「（例）」という文字を消してください 

 ・【表示コメント（メール表示用）】の中にある「（例）」という文字を消してください 

■銀行振込 

 ・【画面表示】もし銀行振込を利用されるのであればチェックを入れてください 

 ・【表示コメント（画面表示用）】の中にある「（例）」という文字を消してください 

 ・【表示コメント（メール表示用）】の中にある「（例）」という文字を消してください。また、「銀行名   ： （記入くださ

い）」などとありますので「（記入ください）」という文字を消して、振り込んでもらいたい自分の口座についての情

報を書いていきましょう。自分がいくつかの銀行の口座をもっている場合は、それらの銀行口座についての情報

もお好みで書いてください。 

■郵便振替 

 ・【画面表示】もし郵便振替を利用されるのであればチェックを入れてください 

 ・【表示コメント（画面表示用）】の中にある「（例）」という文字を消してください 

 ・【表示コメント（メール表示用）】の中にある「（例）」という文字を消してください。また、「口座番号  ： （記入くださ

い）」などとありますので「（記入ください）」という文字を消して、振り込んでもらいたい自分の口座についての情

報を書いていきましょう。 

 

●同じくタテにズラッと並んでいる中の「決済サービス設定」に行きます 

・クレジットカード決済をできるようにするための設定です 

・今回はベータ版ということですので、こちらについては準備中でございます。 

  

●「配送方法・送料決定」 

 ここには契約した運送業者さんと話し合って（後で触れる内容です）、決まったことを書いてきますが、今回は運送業者

さんとの契約は意識せず、郵便配達でお客さんに品物を送ることを考えてみましょう。もしも運送業者さんとの契約が

決まればここを書き直してください。 

  ■配送方法一覧 というところに「OS 運送（サンプル）」などと書いてあると思います。その右側にある「削除」ボタンを

押して、この情報を消してください。 

  そして、下の方にある「配送方法を追加する」というボタンを押しましょう。 

すると配送方法・送料設定という画面に移ります。ここで次の設定をしてください。 

    ・【配送方法設定】 

  「郵便配達」と記入してください 

    ・【配送時間帯指定】 

  「指定する」にチェックをいれてください。 

    ・【配送料金単位】 

  「重量(g)」にチェックをいれてください。 

    ・下の「決定」ボタンを押してください 
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    ・すると下の方に「昇順」「配送料金」というのが出てきます。これはつまり、商品の重さが何グラムのとき（これが

「昇順」）は、どのくらいのお金をお客さんに負担してもらうか（これが「配送料金」）ということです。右側の「編集」

ボタンで、それぞれの値を変更できますし、下にある「新規追加ボタンで「昇順」と「配送料金」の組み合わせを

新たにつくることができます。 

  

●「送料の割増区分設定」 

 商品によっては、お客さんに送るときに、クール便などの方法で送る必要があるでしょう。そういう費用はお客さんに負

担してもらうのが一般的でしょう。そのような方法としてどういうものがあるかを登録しておきます。 

・ 【名称】のところに「クール便」などのように、方法の具体的な名前を書いてください。 

 ・ 【画面表示】その方法を利用する場合は、チェックをいれてください。 

 登録ボタンを押して終わりです。 

 

●ギフト包装受付設定 

名前の通り、ギフト包装をやってあげるかどうかを決めるところです。 

ギフト包装（サンプル）というのが出ていると思いますが、そこの右側にある「編集」ボタンを押してください。 

・ 【使用設定】もしもギフト包装をしないということなら、「使用しない」にチェックを入れてくだされば、下の設定は不要

です。ギフト包装をされるなら「使用する」のチェックをいれたままにしておきましょう。 

・ 【ギフト種類名】例えばメッセージカードをつける場合、そのまま「メッセージカード」と書いてください。リボン包装な

ら「リボン」などと書くと良いでしょう。 

・ 【メッセージ受付欄】メッセージカードなどに、お客さんが指定したメッセージを書く場合、に必要な設定です。もし

【ギフト種類名】がメッセージカードなど、お客さんにメッセージを指定してもらわないといけない場合は、「表示す

る」としておきましょう。 

・ 下のほうに「リボン（青）」や「リボン（ピンク）」などと書いてあると思います。これは例えば【ギフト種類名】を「リボン」

としたときに、具体的にどんなリボンにするかお客さんに選んでもらうために設けるところです。 

ここのところを減らしたいのであれば、右にある「削除」ボタンを押して消してください。その分、例えば「リボン（青）」

を削除すると、お客さんはその色のリボンを選べなくなります。 

    逆に増やしたいのであれば、「新規追加」ボタンを押してください。 

    さらに、それぞれの内容を変えたい場合は右側にある「編集」ボタンを押して変更しましょう。 

 

手順 ７．お客さんに送るメールの設定 

●お客さんに送るメールの設定をしていきましょう 

●また一応、繰り返し説明しますが、管理画面には「受注管理」「商品管理」「プロモーション」・・・と横にズラッと並んでい

ると思います。すると、左側に「ショップ基本設定」「ショップ開店・閉店設定」「ショップ基本情報登録」・・・と今度はタテ

にズラッと並んでいると思います。 

●タテにズラッと並んでいる中の「注文受付メール設定」に行きましょう 

・【件名】の「（例）」という文字を消してください 

 また、「（お店の名前）」という文字を消して自分のショップの名前を書いてください 

・【挨拶文（ヘッダー文言）】の「例」」という文字を削除してください 

●同じくタテにズラッと並んでいる中の「注文取消メール設定」に行きましょう 

・【件名】の「（例）」という文字を消してください 
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 また、「（お店の名前）」という文字を消して自分のショップの名前を書いてください 

・【挨拶文（ヘッダー文言）】の「例」」という文字を削除してください 

●同じく「受注確認メール設定」に行きましょう 

・【件名】の「（例）」という文字を消してください 

 また、「（お店の名前）」という文字を消して自分のショップの名前を書いてください 

・【挨拶文（ヘッダー文言）】の「（例）」という文字を削除してください 

●同じく「入金確認メール設定」に行きましょう 

・【件名】の「（例）」という文字を消してください 

 また、「（お店の名前）」という文字を消して自分のショップの名前を書いてください 

・【挨拶文（ヘッダー文言）】の「（例）」という文字を削除してください 

●同じく「発送通知メール設定」に行きましょう 

・【件名】の「（例）」という文字を消してください 

 また、「（お店の名前）」という文字を消して自分のショップの名前を書いてください 

・【挨拶文（ヘッダー文言）】はそのままで大丈夫です 

●同じく「パスワード再発行通知設定」に行きましょう 

・【件名】の「（例）」という文字を消してください 

 また、「（お店の名前）」という文字を消して自分のショップの名前を書いてください 

・【挨拶文（ヘッダー文言）】の「（例）」という文字を削除してください 

 また、「（お店の名前）」という文字を消して自分のショップの名前を書いてください 

 

 

手順 ８．お店のデザインを変える 

●お店のデザインを整えましょう 

●管理画面の上の方には「受注管理」「商品管理」「プロモーション」・・・と横にズラッと並んでいると思います。そこにあ

る「ショップデザイン」に行きます。 

●この画面にうまく来られれば、左側に「デザイン管理」「テンプレート設定」「表示レイアウト設定」・・・と今度はタテにズ

ラッと並んでいると思います。その中の「ショップデザイン」に行きましょう。ここではお店を自分の気に入るデザインに

近づけていきます。いちから作るのは無理なので、自分の気に入るテンプレート（壁紙みたいなもの）を選びましょう。 

 ・「テンプレートを読み込む」というオレンジ色のところがありますので、そこに行きましょう。 

 ・すると、「シンプル」「クール」とか色々と出てきます。その中から自分のイメージにあったところにいきましょう。 

 ・ズラッとテンプレートの一覧が出てきます。好きなものを選んで、「読み込み」ボタンを押しましょう。2 列・3 列とか右・

左とかでてきますが、どれを選んでも問題ありません。 

 ・画面が切り替わり、下の方にいくと選んだテンプレートが追加されています。自分が選んだテンプレートの「適用する」

というボタンを押してください。 

 

 

手順 ９．商品を登録する～仕入編～ 
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商品の仕入れにつきましては本品と一緒にお送りした『ヤフオク問屋マスターガイド！！

～仕入編～』をご覧ください。 

●管理画面の上の方に「受注管理」「商品管理」「プロモーション」・・・と横にズラッと並んでいますが、今回は「商品管理」

に行きます。 

●この画面にうまく来られれば、左側に「商品管理」「商品一覧・登録」「商品一括登録」・・・と今度はタテにズラッと並ん

でいると思います。そこの中から下記で書いてあるところに行ってドンドン設定してください。 

●タテにズラッと並んでいる中の「商品一覧・登録」に行きます。 

 少しだけ下のところにある「検索一覧」というところを押します。すると「商品Ａ」という勝手に登録されている商品の情報

が出てきます。その情報が出ているところの右あたりにある「一括編集」というボタンを押してください。そうすると「id」

「カテゴリ」「商品名」などと横にズラッと並びますから、その中の「削除」というところを見てください。商品Ａの「削除」の

ところにチェックを入れてください。そして下にある「更新」ボタンを押してください。これで商品Ａは削除されました。 

●もう一度タテに並んでいる中の「商品一覧・登録」にいってください。 

  画面の下ところにある「新規に商品登録する」というボタンを押してください。すると画面が切り替わります。 

 ■基本情報 

  ・【商品 ID】に 1 と入れてください。二つ目の商品を登録するときは 2 といった具合にいれていってくださいね。 

  ・【商品名】に商品の名前をいれてください 

 ■表示設定 

  ・【おすすめ】の「おすすめ商品として掲載する」というところをチェックすると、お店のトップページに「オススメ商品」に

表示されます 

■価格 

  ・【単価】に実際に販売する価格を書いてください 

 ■詳細情報 

  ・【商品概要説明】商品についてのざっくばらんな説明をいれてください。例えばシュークリームが商品であれば「サク

サクしているのに、クリームはとっても上品な気持ちにさせてくれる口あたりです。おやつについつい手が伸びて、家

族の会話も弾みます♪」などのような感じになるかと思います。 

  ・【商品詳細説明】商品についての詳しい説明を書きます。メーカーや型番、重量は別のところに書くので、ここではそ

れ以外のことや、商品の魅力について書いていってください。 

  ・【商品画像（メイン）】に商品の画像ファイルを登録します。デジカメや、 悪でも携帯のカメラに撮影し、画像ファイ

ルをデスクトップかどこかに置いてください。【商品画像（メイン）】のところの「参照」ボタンを押して、画像ファイルが

置かれているところに移動し、商品の画像をアップしてみてください。 

  ・【型番】に商品の型番を入れてください。商品のどこかに型番が書いてあります。 

 ・【生産地/メーカー】に生産地あるいはメーカーを書いてください 

 ・【重量（g）】に商品の重さをグラムでかいてください 

 

 

手順 １０．お店のトップページを整える 

●お店のトップページを人様に見せられるように整えましょう。 

●終わりに近づいてきました。次のステップへ参ります。 
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 管理画面の上の方に「受注管理」「商品管理」「プロモーション」・・・と横にズラッと並んでいますが、今回は「プロモーシ

ョン」に行きます。 

●この画面にうまく来られれば、左側に「会員登録」「会員一覧・登録」「会員情報一括登録」・・・と今度はタテにズラッと

並んでいると思います。その中の「お知らせ一覧・登録」にいきます。 

 ・画面の真ん中にある「検索一覧」というボタンを押します。すると下に「■お知らせ一覧」というのが出てきます。その

なかに「○月□日オープンしました（サンプル）」というのが出てきます。これが今トップページに出ていますので何と

かしましょう。右の方にある「編集」に行きましょう。すると画面が変わります。 

 ・【見出し】「○月□日オープンしました（サンプル）」と勝手に入力されていますから、「（サンプル）」の部分を消したり、

実際にネットショップをつくった日付に直したりしましょう。 

 ・【概要】に書いてあるやつは消してください 

 ・【内容】に出展の意気込みなどを書いてください。たとえば「これからお客様に喜んでもらえる商品を用意できるようが

んばります。どうぞよろしくお願い致します」などと書いてください。 

以上でお店の立ち上げは完了です！！ 

お疲れ様でした♪♪ 

次はちょっぴりステップアップした内容に進んでいきますね。 
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●入金確認時の注意点 

実際に商品が売れたときに、お客さんから確かに入金されているかどうかチェックすることを「消し込み」といいます。例

えば、2000 円をお客さんに振り込んでもらうとき、確かに 2000 円のお金を入れてくれたかどうか確認するわけです。たく

さんのお客さんから入金が入るようになるとチェックするのは以外と大変です。同姓同名のお客さんから入金があったり

する、なんてこともあり、注意が必要です。そこで注意すべきことをあげておきますね。 

・入金する人の名前はカタカナで表示されます。この見間違いが意外と多いんです。 

 例えばナガノとナカノを見間違えるなんてことが起きます。数が多くなると大変になりますから、注意してください。 

・振込み口座は少ない方がいいです。 

 振込み口座がたくさんあると、当然、確認するために色々な銀行の ATM にいって記帳したり、ネットバンキングなら銀

行の数だけログインをする手間が必要になります。つまり、消し込み作業が複雑になって大変になってしまいます。 

 

●売れるショップに近づける～宣伝編～ 

本商品ではネットショップの作り方を紹介するだけではいけないと思い、売れるネットショップにしていくための方法につ

いても少しだけお手伝いさせていただくことにしました。 

今回は「宣伝革命」と題し、その足がかりになるサイトを集めましたのでぜひ参考にしてください。 

ネットショップを成功に導くための鍵はここにあります。 

 

と、その前に、 

「ネットショップを作っただけで、検索エンジンでヒットするようになる」 

と勘違いしていませんか？ 

それは間違いです。面倒ですが yahoo や google などに自分のネットショップの URL(http://www～などのようなもの)を

登録する必要があります。 

●yahoo に登録するにはこちら→http://submit.search.yahoo.co.jp/add/request 
 ちなみに、今回のように検索にヒットするための登録は、営利目的のサイトであっても無料です。yahoo カテゴリに登録

するなどの場合、営利目的のサイトはお金がかかります。 

●google に登録するにはこちら→http://www.google.co.jp/addurl/?hl=ja&continue=/addurl 
(google についてはうまくページにジャンプできない場合があります。その場合はお手数ですが直接にこの URL を書い

てください) 

この手続きをしてから下に進みましょう！！ 

 

宣伝は特にネットショップに関しては も重要な要素の一つです。なぜかといいますと世の中にネットショップは星の数

ほど存在するためいかに検索エンジンに登録したからと言って TOP ページに表示されるとは限りません。 

そこで宣伝革命でご紹介する SEO 対策会社などを利用しネットショップのプロモーション活動に力を入れるというわけで

す。多少宣伝広告費などはかけたほうた得策だと思います。 

少しの投資で訪問者の数は全然違ってきますのでやってみてください！ 

宣伝の重要性についても宣伝革命でしっかり書かれています。 

宣伝革命はこちら→http://auctionsbenrishinji0324.web.fc2.com/sendenkakumei.html 

 



Copyright (C) 2010 Yahoo ID empty_color1126. All Rights Reserved 

13 

●運送業者との契約～運営編～ 

運送業者と契約して、荷物の配達をやってもらうことで、配送料を割安に抑えることなど、メリットを受けられます。 

具体的には、次のようになります。 

 ・配送料の払い込みを後払いにすることができます 

 ・代金引換の方式を利用できます 

※注意：ゆうパックは契約なしで利用できます 

 

具体的な手順を説明します。 

手順１ 準備 

・次のものがあるか確認してください 

  ・銀行口座 

  ・印鑑 

手順２ お近くの運送業者の事業所に電話をして次の点を伝えます 

 ・自分がネットショップを経営していること 

 ・電話の相手である配送業者と配送契約を結びたいと考えていること 

 ・詳しい話を聞くために営業担当者を自宅に来させてほしいこと 

手順３ 自宅に来た担当者と相談し、見積もりを出してもらいます 

手順４ 複数の業者から見積もりを出してもらいます 

 ・他の業者数社に対しても同様のことを行い、複数の業者から見積もりを出してもらいます 

手順５ 全ての業者からの見積もりを比較し、自分にとって一番お得な業者を選ぶ 

 ・確定した業者から次のものが欲しいと伝える 

  ・封筒。小さいものから大きなものまでもらえる場合が多いです。必要であれば頼んでみてください。 

・送り状の伝票（自分のショップ名、住所、電話番号などを印刷してもらえる） 

手順６ 集荷依頼を出す 

・業者との話し合いで決めた方法（電話やメールなど）で、いよいよ集荷依頼を出してみましょう！ 

 

●売れる商品をいかに探すか 

売れる商品をどのように探せばよいでしょうか？ 

新聞、ニュース、インターネットなど情報網を駆使して 新の情報を把握しておきましょう。その上で、その時々に売れる

商品とは何か考えてみましょう。 

あくまでも例ですが、インフルエンザが流行り出すということを把握できていれば、「マスクが売れるのでは？」という発想

が出てきます。 

常に世の中の流れに敏感であるようにしましょう！！ 

 

●確定申告・税金対策～税金対策・公的手続き編～ 

もしあなたがネットショップで年に 20 万円以上の利益（売り上げではありません）を上げていたら、確定申告をしないとい

けません。サラリーマンの方であれば、もし会社にネットショップを副業としてやっていることがバレた場合、この手続きを

踏んでいないと法的に大変なことになります（ただし、「副業をしてはいけない」という社内規定がある場合はこの手続き
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を踏んでいてもダメでしょう…）。20 万円以上という上記の条件に該当する方はぜひ確定申告をしてください。 

また、本業として正式にネットショップをしている方でしっかりと税金を納めておられる方であれば、確定申告をすること

で税金が安く抑えられます。 

 

確定申告には二種類あります。違いも一緒に紹介しますね。 

 ・青色申告：きちんとした帳簿をつける必要あり。その分たくさん節税できる。 

 ・白色申告：きちんとした帳簿をつける必要なし。その分あまり節税できない。 

（※ 詳細を知りたい方はこちらへどうぞ→http://qa2.zeijimu.com/archives/23） 

 

本業としてしっかり運営していくなら帳簿をつける必要があるでしょう。どちらにしても帳簿はつけてください。 

おすすめ会計ソフトはこちら→ http://www.lan2.jp/e-store/ 

 

どうせ帳簿をつけるなら青色申告の方がお得です（上記参照）。 

ぜひ青色申告にしましょう。 

青色申告をするためには、下記の手続きを踏む必要があります。 

 

手順１ 「個人事業の開廃業等届出書」を出す 

俗に言う開業届です。青色申告をするとき必要になります。 

１．この書類を次のどちらからか取得してください 

・ 寄りの税務署 

・国税庁ホームページ 

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf 

２．書類に記入してください。記入に悩む欄について説明します。 

  ・「納税地」欄 

 自宅の住所、電話番号を書いてください 

  ・「上以外の住所地・事業所等」欄 

 無記入で大丈夫です 

  ・「職業」欄 

 「インターネット販売業」としてください 

・「屋号」欄 

冒頭のあたりに説明いたしましたが、屋号とは会社につけるニックネームのようなものです。あなたの本名が

「開業太郎」であったとします。屋号を本名と同じく「開業太郎」としても良いし、あるいは、「太郎ショッピング」と

いう屋号としても良いです。未定の場合は空欄で問題ありません。 

  ・「開廃業日」欄 

実際に開業した日を書いて下さい。開業届けを提出する 1 ヶ月前までに開業している必要があり、この欄には

その開業日を記入することが原則です。しかしこの原則は無視しても問題はなく、例えば開業届けを提出する

半年前の日付を書いても注意されません。 

  ・「専従者」欄 

事業を手伝ってくれる身内のことについて書く欄です。もし専従者がいれば減税してもらえます。「給与の定め

方」欄では「月給」・「日給」などと書きます。「税額の有無」欄については「無」で問題ありません。 

３．自分の控え用として、提出前にコピーを 2, 3 部とります 
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４． 寄りの税務署に提出します 

  ・提出時に控えの用紙にも受付印を押してもらいます 

    ※開業しているということの証明になり、後で何かと役に立ちます。 

  ・年末頃に確定申告のための書類が送られてきます 

 それらに必要事項を記入し提出します。 

 

手順 2 「所得税の青色申告承認申請書」を出す 

青色申告の用紙です。 

１．この書類を次のどちらからか取得してください 

・ 寄りの税務署 

・国税庁ホームページ 

  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/09.pdf 

 

２．書類に記入して提出してください。記入に悩む欄について説明します。 

  ・「納税地」欄 

  ・「上以外の住所地・事業所等」欄 

  ・「職業」欄 

  ・「屋号」欄 

 上記 4 つは全て開業届と同じことを書いてください。 

  ・「事業又は所得の基因となる資産の名称～」欄 

 無記入で大丈夫です。 

  ・「所得の種類」欄 

 事業所得です。 

  ・「いままでに青色申告承認の取り消しを～」欄 

 「無」を選びましょう。 

  ・「本年 1 月 16 日以降以後新たに～」欄 

 開業届の「開廃業日」欄と同じにしましょう 

  ・「相続による事業承継の有無」欄 

 「無」を選びましょう 

  ・「簿記方式」欄 

 複式簿記です 

  ・「備付き帳簿名」欄 

提出する帳簿名に○をつけます。具体的には現金出納帳・経費帳・預金出納帳・総勘定元帳・入金伝票・出金

伝票に○をつけておけば大丈夫でしょう。 

   

手順３．【該当する人だけ】「青色事業専従者給与に関する届出書」を出す 

ネットショップの手伝い以外に仕事をしていない家族がいませんか？そういう家族がいる場合、これを出すことで更なる

節税をできます。 

１．この書類を次のどちらからか取得してください 

・ 寄りの税務署 

・国税庁ホームページ 
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http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/12.pdf 

 

 

 

 

２．書類に記入して提出してください。記入に悩む欄について説明します。 

  ・「税務署長」欄 

 寄の税務署の名前を書いてください 

  ・「納税地」欄 

  ・「上以外の住所地・事業所等」欄 

  ・「職業」欄 

  ・「屋号」欄 

 上記 4 つは全て開業届と同じことを書いてください。 

  ・「平成  年  月以後の・・・」欄 

  提出した年月を書いてください。 

  ・その下の「定 め た」というのがあるのでここに○で囲みましょう。 

  ・「青色事業専従者給与」欄 

書類に「書きかた」が付属していると思います。そこに分かりやすく紹介されています。この欄についてそちらを

見た方が分かりやすいかと思います。 

  ・その他の欄は記入しないで大丈夫です。 

 
 

●経理・事務処理～会計編～ 

・ネットショップを運営していく上では欠かせないものが会計です。 

月の売上、仕入原価、経費、純利益、税金などとお金の出入りをきっちりと把握しておくのもネットショップオーナーの立

派な仕事の一つで一番しんどい作業とも言われています。 

 

数字に強い人もいれば弱い人もいます。電卓叩いて計算していくのも楽な作業とは言えません。 

数字一つ違えばすべてがくるってしまうのがこの会計の世界です。 

つまりどの仕事よりもパーフェクトな仕事を要求されるのがこの作業です。 

 

では、その会計をどのように行っていけばよいのか！？ 

商業系の学校を卒業されている方や簿記の資格を持っている方なら難なくできる作業ですが 

全くの素人であればどのように計算をすればよいのか全く分からない人もいます。 

 

そんな方のために今回オリジナルの会計ソフト『ヤフオク問屋マスターガイド！！月間収支表』を Excel を使い自作で開

発しましたので Excel をお持ちの方はぜひお試しください。 

 

なんと！！月の売上、仕入合計、経費の計算、資産管理まですべてこのソフト１つで対応しております！！ 

バージョンは Microsoft Excel98～2007 まで幅広く使用できるよう互換性モードで作られています。 
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作成したのが Microsoft Excel2007 ですのでそれ以前のバージョンの方は使えますが表示機能に若干誤差または正しく

表示されない個所もあるかもしれませんので予めご了承ください。 

 

使用説明書と一緒にお送りいたしますのでまずはじめに『使用説明書 ヤフオク問屋マスターガイド！！月間収支表』か

らご覧ください。 

本製品が『ヤフオク問屋マスターガイド！！月間収支表』というファイル名です。 

 

以上で終わりとなります。 後まで読み進めてくださり、誠にありがとうございました！ 

ぜひぜひ素晴らしいネットショップオーナーとなってくださいね♪ 

皆様の成功を心より願っております！！ 

 
 

なお、紹介した内容について分からないことがあれば、 

http://www.netshop7.com/ 

を参考にしてみてください。ネットショップ開業に役立つ情報盛りだくさんのお勧めサイトです。 

もしかしたらあなたの参考になるかもしれません！ 

 
※注意事項、および禁止事項※ 

 

本商品でお伝えします内容は一般的な内容であり、時には個々人の事情により変更すべき箇所もあるか

と思います。その場合は本商品で紹介いたします内容にこだわらず、お客様一人一人に適した内容に変

更をお願いいたします。 

この商品によりお客様にいかなる損害・損失が発生した場合においても当方で責任を負うことはできませ

んのでご了承ください。 

本商材ならびに特典、オプションプランなどすべての情報において著作権により保護されておりますので 

本文、URL、取引メール、販売ページ、画像すべてにおいて無断転載、転売、転送禁止です。 

本商材はご購入者様のみ観覧することが許可されていますのでご本人様以外の第３者に内容を流出さ

せてはいけません。本商材をお買い上げと同時に秘密保守義務と利用規約厳守義務が発生しますので

注意事項、禁止事項を厳守していただきます。これらの義務を犯す者は容赦なく法的対処の対象となり

ますのでご注意ください。 

ネットショップ開業にあたってご紹介した One Style My Shop でのネットショップ開業がどの仕入先でも必

ず審査を通過して仕入れが可能になるという１００％の保証をするものではありません。あくまで仕入れ可

能にする方法の一例とお考えください。 

この情報に記載のある仕入先すべてにおいて実際に仕入れを行った経験があるわけではありませんの

で審査を通過せず仕入れができないことも仕入先によってはある場合もありますのでこの情報は１００％

どんな仕入先でも商品が仕入れ可能となる保証をするものではありませんのでそういった返金にも応じ

かねますので予めご了承ください。 

本商材は、利用することで非常に安価な価格で商用目的の商品を仕入れることのできる仕入先を知るこ
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とができる情報商材であって必ずしもお求めの商品を仕入れることが可能になるわけではございません。

本情報をもとに仕入れられる商品の品質保証並びに価格の保証は行っておりません。商品の値段は一

般市場の需要と供給などあらゆる可能性に左右され常に変動するものですので安い商品もあれば高い

商品もあり度の値段が安い、高いと感じられるのも個人それぞれで違いますので商品が高いものがあっ

たとしても値段に対するクレームも受け付けておりませんので予めご了承ください。 

商品の数も膨大な量があり、すべての商品を実際に仕入れたわけではありませんので販売ページでご紹

介しました商品が今どこでいくらで販売されているかというお問い合わせにはお答えできません。 

販売ページの注意事項にも記載の通り商品はご購入者様ご自身で探していただく形となります。 

低仕入数量も各サイト、各問屋によって違うためすべての商品が数量１つからの仕入れが可能となる

わけではございません。 

ほとんどの仕入れ先が非常に需要の高い売れ筋商品を取り扱っておりますのでホームページに記載さ

れてある商品が売り切れなどで手に入らない可能性もありますのでご購入はなるべくお早めに行ってくだ

さい。なお、ホームページの商品の価格の記載に嘘はございませんが売り切れなどの仕入れ先の都合で 

仕入れることができなかった場合などにつきましてもそういった理由での返金には応じられませんのでご

了承ください。 

ご購入者様と、本商材でご紹介しました仕入れ先間のトラブルには私は一切関与しないものとし、一切の

責任を負わないことといたします。 

仕入れにあたっての購入などはすべてご購入者様の自己責任の下で行ってください。 

本商材は上記にも記載しましたとおり仕入れ先を知ることはできますが本商材を使用して必ずしもご購入

者様に利益をもたらす商材ではないことだけご理解ください。 

安価で仕入れを行った後に、ご購入者様の販売方法によっては利益をもたらすことは可能ですがオーク

ション相場などその時期などにより需要と供給は常に変化するものですのでそれを確実に保証するもの

ではありませんのでご了承ください。 

これらの情報（ヤフオク問屋マスターガイド！！）、付属会計ファイル（ヤフオク問屋マスターガイド-月間

収支表）並びに使用説明書、特典 1,2,3、オプション（市場価格リサーチツール、モバイル長者への道、ド

ロップシッピング革命）、出品ページ、画像、取引メールのすべての著作権は『ヤフオク問屋マスターガイ

ド！！』に属しまた、私 Yahoo ID empty_color1126 が所有する著作物です。 

 

いかなる理由があろうと転写、転載、転売禁止です。 

これらの内容は情報になりますので法的にもクーリングオフ対象外ですので返金ならびに返品ともに不

可能です。 

これらの注意事項などに内容に関しましても販売ページの本文中に記載がありますので、これらの注意

事項にはすでに同意のもと売買契約が成立しておりますので御購入後のクレームなどは受け付けませ

ん。 

これらの情報は転売を阻止する目的としてパスワードおよびコピーコントロールが組み込まれていますの

で、改ざん、コピーなどの情報を複製する行為は不可能となっております。パスワードもすべて一人一人

違うパスワードを発行しており購入者様の名前、パスワードなどはこちらでリストアップして保管してありま

すので転売などされた場合にはすぐに誰が転売、無断転載を行ったかわかるようになっておりますのでく

れぐれもお気を付けください。無断転売、転載を発見した場合には法的措置を踏まえて対処いたします。

なお、これらの暴露サイトのほかに Web 上において転売、転載など行われていないか常に監視をしており

ますのでくれぐれも禁止行為を行わないようにしてください。 
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購入者様の IP アドレス、ホスト名、プロバイダ情報、回線情報など身元を特定できる情報は既に注文フォ

ームオーダー時に自動的に記録をとらせて頂いておりますので予めご了承ください。 

 

これらの情報、サイトには暴露、漏えい、転売などを未然に防ぐためにアクセス解析プログラムをつけさ

せていただいております。この情報が私が販売し許可したもの以外が観覧しないようどなたがご覧頂いて

いるのか、アクセス元の都道府県、市町村、お使いのＯＳ、などの詳細に至るまでこちらでわかるようIPア

ドレス(パソコンの住所)、ホスト名なども含め監視させていただいておりますので予めご了承ください。 

よくある脅しではなく本当にわかりますのでご忠告いたします。 

 

この度は『ヤフオク問屋マスターガイド！！』をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。 
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