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はじめに 

 

インターネットを利用して、商品を販売する場合には、大

きく分けて、以下の 3 つの方法があります。 

 

① インターネットショッピングモールに出店する 

② Amazon やヤフオク、メルカリなどに出品する 

③ 自社サイトにショッピングカートをつけて販売する 

 

この資料では、①のインターネットショッピングモールに

出店する場合の基礎知識、特に、楽天市場と Yahoo！シ

ョッピングについて、出店するうえでのメリット、デメリット、

利用する際のポイント等についてご説明しています。 

 

なおインターネットショッピングモールには、他に、カラーミーショップ、

ポンパレモール、wowma!（ワウマ）などもありますが、いずれも小規模

モールであることから、今回は、国内 2 大モールである、楽天市場とＹａ

ｈｏｏ！ショッピングに焦点を絞っております。 



インターネットショッピングモールとは？ 

 

楽天市場、Yahoo！ショッピングに代表される、インター

ネット通販の総合ショッピングサイトです。 

個人の販売サイトと違い、たくさんのお客様がさまざまな

商品を求めて訪れてくるので、そこに出店することで、よ

り多くの商品を販売することができます。 

 

楽天市場       Yahoo！ショッピング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



インターネットショッピングモールの出店費用について 

 

楽天市場の出店費用 

楽天市場には、出店プランとして、4 つのプランがあります。 

その中で、もっともコストパフォーマンスが高く、固定費を抑えられるプ

ランである「がんばれプラン」がお勧めです。 

 

 

楽天市場の「がんばれプラン」は、以下の費用が必要です。 

初期費用 60,000 円（税別） 

月額出店料 19,500 円×12 ケ月(年額一括払い・税別） 

システム利用料 パソコンの売り上げから 3.5～6.5%（税別） 

        スマホの売り上げから 4.0～7.0%（税別） 



Yahoo！ショッピングの出店費用について 

 

Yahoo！ショッピングには、ライト出店とプロフェッショナル出店の 2 つ

の出店方法があります。 

ライト出店は、ネットショッピングを運営するうえで必要な機能がかなり

制限されていて、『お試し』の色合いが強いので、プロフェッショナル

出店のプランがお勧めです。 

 

Yahoo！ショッピングのプロフェッショナル出店のプラン

は、初期費用、月額利用料、売り上げロイヤルティがいず

れも「無料」です。 

なお、Yahoo！ショッピングの出店によってかかる費用と

しては、以下のものがあります。 

 

Тポイント原資負担 2.5%必須。任意で 2.5～16.5% 

アフィリエイトパートナー報酬原資 1％～50%（アフィリエイトパートナーサイトに

支払われる成功報酬） 

アフィリエイト手数料 アフィリエイトパートナー報酬原資の 30％ 

（アフィリエイトを運営しているバリューコマース社より、パートナーサイトに報酬を支払う場合の

手数料となります） 

 



Тポイント原資負担については、Yahoo！ショッピングでは、売り上げ

の 2.5%は商品を買ってくれたお客様のТポイントとなるので、自動的に

徴収されます。 

アフィリエイトとは、たとえばコーヒーブログを運営している人が、生豆

屋様のコーヒー豆を紹介してくれて、それによって、Yahoo！ショッピン

グで生豆屋様の商品が売れた場合、そのブログ運営者に対して、一定

の報酬が支払われるシステムです。 

Yahoo！ショッピングでは、ヤフーアフィリエイトも強制参加なので、こ

れらのアフィリエイトパートナー報酬原資とアフィリエイト手数料は、ア

フィリエイト経由で売れた商品に対しては、必然的にかかることになりま

す。 

ほかに、決済サービス手数料がかかります。 

Yahoo！ショッピングのストア決済手数料については、以下のとおりと

なっています。（次ページ） 

 

 

 

 

 



 

Yahoo！ショッピングのストア決済手数料 

 

  

 

 

 



以上の比較により、出店費用については、Yahoo！ショッピングと楽天

市場では、ヤフーショッピングは非常に出店の敷居が低く、コスト的にリ

スクのないショッピングモールであることがわかります。 

ただし、アフィリエイト手数料などは、具体的な金額がわかりづらく、出

店したあとで、予想外の経費がかかってしまう可能性もありますので、注

意が必要です。 

ざっくりとした試算ですが、Ｙａｈｏｏ！ショッピングで月商 100 万円だっ

た場合の成約手数料は、最低でも 25,000～40,000 円程度かかるよう

です。 

 

なお、出店費用が安くても、商品がなかなか売れなければ無駄な出費と

なってしまいますし、出店費用が高くても、それ以上に売り上げがしっか

り確保できていれば、出店する価値は十分にありますから、一概に出店

費用のみで判断しないほうが賢明です。 

 

特に、インターネットショッピングモールは、どれだけの

集客力があるか、と言う点が非常に重要です。 

次ページにて、詳しくご説明いたします。 

 



インターネットショッピングモールの集客力について 

 

では次に、実際に運営する際に重要なポイントとなる『集客力』について

見てみます。 

集客力の目安として、楽天市場と Yahoo！ショッピングのそれぞれのペ

ージビュー数（PV 数）を比較してみます。  

楽天市場は月間の PV が 33 億 PV あります。 

ヤフーショッピングは、月間 4.4 億 PV あります。  

ページビューだけを見てみると、楽天市場楽天市場楽天市場楽天市場はヤフーショッピングはヤフーショッピングはヤフーショッピングはヤフーショッピングのののの約約約約 7777

倍倍倍倍のののの PVPVPVPV がありますがありますがありますがあります。。。。  

PV は、ユーザーが閲覧したページの数ですから、楽天市場は、ヤフー

ショッピングよりも 7 倍以上ユーザーに閲覧されているショッピングモ

ールであることがわかります。  

ショッピングサイト自体の集客力は、出店した店舗の売り上げを左右しま

すので、集客力を優先するなら、高い費用がかかるけれども、楽天市場

のほうが有利といえます。 



楽天市場と Yahoo！ショッピングの流通額の比較 

次に、楽天市場と Yahoo！ショッピングの流通額の違いについ

て比較してみます。  

2016 年の日本国内における EC 流通額のシェアでは、楽天市

場は、25.6％と発表されています。 これに対して、Yahoo！シ

ョッピングの流通額のシェアは 5.8％でした。  

楽天市場楽天市場楽天市場楽天市場はははは YahooYahooYahooYahoo！！！！ショッピングのショッピングのショッピングのショッピングの 4.44.44.44.4 倍倍倍倍のののの売上額売上額売上額売上額があがあがあがあ

るというるというるというるという結果結果結果結果ですですですです。。。。  

 

流通額は、購入された金額ですから、楽天市場はヤフーショッピングよ

りも 4.4 倍売れるモールである、という結果となります。  

※ＥＣとは エレクトロニック・コマース（electronic commerce）の略称で、「電子商取引と 訳されま

すが、簡単にいえば、インターネット上でものやサービスを売買すること全般を指します。「インターネット

通販」や、「ネットショップ」といった言葉は、今日ではごく普通に使われていますが、これらを総称したも

のが EC であると考えればよいでしょう。 



楽天市場と Yahoo！ショッピングの出店店舗数の比較 

国内モール最大手、楽天市場の出店店舗数は、2017 年 3 月末の楽天

の発表によると 4444 万万万万 4602460246024602 店舗店舗店舗店舗（（（（前年比前年比前年比前年比 274274274274 店舗減店舗減店舗減店舗減））））と正式に発表さ

れています。  

Yahoo!ショッピングの出店者数は 2017 年 3 月時点で 51515151 万店超万店超万店超万店超と公

式に発表されています。  

この数字は、2017 年現在、非常に大きな差となっています。  

出店店舗数出店店舗数出店店舗数出店店舗数ではではではでは、、、、ヤフーショッピングがヤフーショッピングがヤフーショッピングがヤフーショッピングが楽天市場楽天市場楽天市場楽天市場のおよそのおよそのおよそのおよそ 11111111 倍以上倍以上倍以上倍以上で

すから、 出店する商品のジャンルによっては、ヤフーショッピングの方

が 非常に厳しい価格競争となる可能性があります。 

ただし、実際にコーヒー豆の販売について調べてみると、楽天市場より

も Yahoo！ショッピングのほうが商品数が少なく、ライバルが少ない状

況であることが判明していますので、あくまで商品ジャンルによる、とい

うことで理解されたほうがよいと思います。 

たとえば、楽天市場で「コーヒー豆」と検索すると、72,699 件の商品が

あり、さらに「コーヒー豆 焙煎」と検索した場合、24,893 件の商品が

見つかりました。（いずれも 2018 年 1 月 10 日現在） 



一方、Yahoo！ショッピングでは、「コーヒー豆」と検索すると、42,466

件の商品があり、さらに「コーヒー豆 焙煎」と検索した場合、16,981

件の商品が見つかりました。（いずれも 2018 年 1 月 10 日現在） 

ただし、総アクセスは楽天市場と Yahoo！ショッピングでは 7 倍の差が

ありますから、7 倍のアクセスがある中で、出店数は 2倍程度という楽天

市場をどう評価するかが、判断の分かれ目になると思います。 

 



楽天市場と Yahoo！ショッピングの手数料の比較 

楽天市場とヤフーショッピングの固定費以外の手数料を比較します。  

比較する手数料は、決済手数料、販売手数料、ポイント原資、アフィリ

エイト手数料です。  

 楽天市場楽天市場楽天市場楽天市場 Y ショッピングショッピングショッピングショッピング 

カード決済手カード決済手カード決済手カード決済手

数料数料数料数料 
2.65～3％ 3％～ 

販売手数料販売手数料販売手数料販売手数料 3～7％ 無料 

ポイント原資ポイント原資ポイント原資ポイント原資 1％ 2.5％～ 

アフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイト

手数料手数料手数料手数料 
1％ 1％～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



楽天市場に出店する 4 つのメリット 

〔1〕年間の流通総額は 3 兆円。国内ナンバー1 サイト 

楽天市場へ出店する最大のメリットがこの「流通額の大きさ」です。 楽天市場は国内では最も大

きなショッピングモールです。 人気のネットショップなら、月商 1 億円以上を売り上げることも事実

として可能と言えます。 ヤフーショッピングも楽天市場の流通額には遠く及びません。  

〔2〕楽天スーパーポイントの流通＆人気度が国内ナンバー1 

楽天市場の人気要素として、流通しているポイントが「楽天スーパーポイント」であることも大きなメ

リットです。 楽天スーパーポイントは楽天市場以外にも多くの実店舗サービスで利用できます。 

〔3〕毎月開催イベントによる集客力で売上 3 倍も可能 

楽天市場はショッピングモールという形式でのネット販売になりますが、自社 EC と大きく違うのが、

「集客力」です。 楽天市場では、ほぼ毎月イベントを開催しています。 「お買い物マラソン」「ポイ

ントアップ祭」と「楽天スーパーセール」では、ポイントが最大で 20 倍以上になることもあります。 

楽天スーパーポイントを貯めているユーザーは、このセール期間を狙って楽天市場で買い物をす

る傾向があります。 多くの店は、お買い物マラソンや楽天スーパーセール時は、通常の売上の三

倍以上になることも珍しくないようです。  

〔4〕専任の EC コンサルタントが付き、ショップ運営をサポート 

楽天市場に出店する際の大きなメリットといえます。他の出店料が無料なネットショップモールで

は、専任サポートはつきませんし、売上を上げるためのサポート、コンサルタントはいませんので、 

全てにおいて、自分で考えて店舗運営をしていかなくてはなりません。楽天市場では、出店店舗に

必ず EC コンサルタントがつきますので、 困ったことがあれば、いつでも電話相談も可能です。  

（なおＹａｈｏｏ！シッピングにも、プロフェッショナル出店のプランで出店した際には専任のコンサル

タントがつきます） 

 

 



楽天市場に出店する 4 つのデメリット 

〔1〕出店費用などの固定費が国内モールのなかでは一番高額 

出店料、販売手数料、機能オプション料金などが国内モールでは最も高く設定されています。ただ

し、楽天市場で売れるネットショップになれば、固定費を大きく上回る売上を作ることができるのも

事実です。 売れるネットショップであれば、出店費用は決してデメリットではなく、コストパフォーマ

ンスの高いモールとも言えます。  

また、楽天市場では、販売時の手数料として、カード決済手数料、ポイント原資、アフィリエイト手

数料など、もろもろの手数料を合わせれば、約 10％前後が販売時に必要となります。  

商品登録を CSV（テキストファイル）で行うには、月額 1 万円の利用料が必要です。 定期購入機

能を使うのにも月額 5000 円程度が必要ですし、メールマガジンの配信も、週一回は無料ですが、

それ以上になると、1 通あたり 0.7 円程度必要で、他のモールと比べた場合、コストがかかることも

事実です。  

〔2〕各ジャンル（カテゴリ）毎に人気ネットショップが既に存在し

ているので新規参入が難しい 

一言で言えば、ライバルが多いです。同じ商品を販売しているショップが多数あるため、価格競争

にも勝たなくてはならないため、どうしても薄利多売になってしまう傾向があります。 

〔3〕顧客リストが持ちだせない（メールアドレスもマスク化され

ている） 

これは、楽天市場以外にも言える事ですが、多くのショッピングモールは、その顧客の流出を防ぐ

ために メールアドレスを「マスク化」、すなわち暗号化している場合があります。  

メールアドレスは立派な顧客リストですし、個人情報でもあります。 よく、楽天市場で集客して、自

社 EC サイトへ誘導するネットショップがあると聞きますが、 こうした行為は当然ながら禁止事項

ですので、楽天市場の顧客に対しては、楽天市場内でお付き合いを徹底するようにしましょう。  

 



〔4〕専任の EC コンサルタントが頻繁に変わるため、EC コンサ

ルレベルが安定しないこと 

これは、多くの楽天出店者が思っていることだと言えます。 楽天市場では、年に二回、楽天市場

出店者の集うイベントがあります。 年初に行われる「楽天新春カンファレンス」と夏に開催される

「楽天 EXPO」です。 このイベントでは、全国から楽天店長が集まり、フォーラムでの勉強会や 親

睦会での情報交換を行うのですが、多くの店長さんは、EC コンサルタントの交代に 非常に不満

を持っているようです。多くの店舗で EC コンサルタントがほぼ毎年変わっています。 問題は、良

い EC コンサルタントに当たれば、売上はどんどん伸びていきますが 逆に悪い（というか接点が薄

い）EC コンサルタントにあたれば、売上は減少していく傾向にあるということです。  

 

下図は、楽天市場で「コーヒー豆 焙煎」と検索した場合の表示結果です。

 

 

 



Ｙａｈｏｏ！ショッピングに出店する 5 つのメリット 

〔1〕出店料やロイヤリティが無料なので固定費用が安い 

出店料を無料にした理由としては、公式ページに以下のように記載があります。  

 

ネットショップの開業で最も障壁となるのが、イニシャルコスト、初期費用が高額である点です。  

自社 EC サイトを制作会社などに構築依頼すれば、仕様にもよりますが、 少なくとも、40 万円～

80 万円程度の見積もり金額になります。  

これは、あくまでも「構築」にかかる費用であり、これは、あくまでも「構築」にかかる費用であり、これは、あくまでも「構築」にかかる費用であり、これは、あくまでも「構築」にかかる費用であり、 ネットショップの「運営」や「集客」の面ではさらにネットショップの「運営」や「集客」の面ではさらにネットショップの「運営」や「集客」の面ではさらにネットショップの「運営」や「集客」の面ではさらに

費用がかかることになります。費用がかかることになります。費用がかかることになります。費用がかかることになります。  

ポイント原資などで、販売時の手数料が 8％程度必要とはいえ、 これは、「成果報酬」的な扱いで

すから、商品が売れなければ、 実質 8％もかかりませんので、無料でネットショップを運営し続け

られることになります。  

月額固定費がかからないだけでも楽天市場よりも出店メリットは高いと言えます。月額固定費がかからないだけでも楽天市場よりも出店メリットは高いと言えます。月額固定費がかからないだけでも楽天市場よりも出店メリットは高いと言えます。月額固定費がかからないだけでも楽天市場よりも出店メリットは高いと言えます。  

 

 



〔2〕人気の「T ポイント」がモールの流通ポイントである 

ネットショッピングの際に獲得できるポイントとしては、 楽天市場では「楽天スーパーポイント」が

獲得できます。 ヤフーショッピングでは、流通ポイントは「「「「T ポイント」ポイント」ポイント」ポイント」が獲得できます。  

T ポイントは、楽天スーパーポイントと並び、利用できる店舗が多いポイントですので、人気も高い

です。  

ポイントの面では、楽天スーパーポイントと同等か少し劣る程度で T ポイントの魅力も十分に高い

と言えます。  

〔3〕ソフトバンクユーザーとヤフープレミアム会員の集客力の

強さは No.1 

ソフトバンクもヤフーグループ企業ですから、当然ながら ヤフーショッピング内での優遇度は高い

です。ソフトバンクユーザーとヤフープレミアム会員の囲い込みとしては 高ポイント還元イベントを

頻繁に行ってくれるモールですので 上記の会員に対しては絶大な集客効果を持っていると言え

ます。  

〔4〕専任の EC コンサルタントが付き、ショップ運営をサポート

してくれる 

ヤフーショッピングでも、プロフェッショナル出店での出店であれば 専任の EC コンサルタントがつ

いて店舗運営のアドバイスをくれます。  

 



楽天市場の EC コンサルタントと比較して、ヤフーショッピングの EC コンサルタントは「広告提案「広告提案「広告提案「広告提案

が多い」が多い」が多い」が多い」ようですようですようですようです。  

もちろんメルマガの配信やセール時のバナー掲載依頼や お得な露出提案なども行ってはくれま

すが、 どちらかというと広告、PR オプションなどの設定を提案される傾向があるようです。  

EC コンサルタントのレベルとしては、これは、「人次第」ですから、 楽天市場でもヤフーショッピン

グでも、良い人に担当になってもらえれば ネットショップの売上は向上していきますし、よくない担

当がつけば 売上はあまり変わらないでしょう。  

〔5〕顧客のメールアドレスが正規アドレスのまま獲得できる 

楽天市場では、顧客のメールアドレスは「マスク化」といって「暗号化」されるため、顧客、注文者の

正式なメールアドレスを知ることができません。 楽天市場で獲得した顧客は、あくまでも「楽天市

場内」でのメルマガ、 メール配信によってしか、追客施策を行えないという仕組みです。  

ヤフーショッピングは、顧客のメールアドレスをそのまま獲得することが できるため、自社のメー

ル配信システムなどからのメール送付も可能です。  

自社システムを利用しなくても、そもそもヤフーショッピングは メルマガメルマガメルマガメルマガ配信が無料で何度でも行配信が無料で何度でも行配信が無料で何度でも行配信が無料で何度でも行

えるというメリットがあります。えるというメリットがあります。えるというメリットがあります。えるというメリットがあります。  

 



Ｙａｈｏｏ！ショッピングに出店する 5 つのデメリット 

 

〔1〕ポイント原資や決済手数料などを含めると 8％前後の手数料は必要

である 

販売時には約 8％～の手数料が必要です。クレジットカード決済を導入すれば、どんな EC サイト

でも 4％程度の カード決済手数料が必要となりますので、ヤフーショッピングの 8％の 手数料は、

集客力がある点と、モールのイベント性の高さを考えれば 必ずしもデメリットとはいえませんが、

手数料としてそれだけかかることは理解しておきましょう。  

〔2〕楽天の 10 倍以上の出店店舗数のため、商品露出の競争が

激しい 

ヤフーショッピングの出店店舗数が 51 万店舗を超え、楽天市場の 10 倍以上あります。 

もちろん商品ジャンルにもよりますので一概には言えませんが、商品数も非常に多い状態になっ

ているため、検索されたときに、商品が上位に表示されにくい傾向があります。 

2016年度のヤフー公表では、ヤフーショッピング内の商品点数は 2.7億商品億商品億商品億商品が登録されていると

発表がありました。  

ヤフーショッピングでネット販売する商品をページ上位に表示させるのは 楽天市場以上に至難の

業になっている現状があります。  

〔3〕PR オプションなどの広告利用を実施しないと商品露出がさ

れにくい 

お客様に対して、自分の商品をいかに露出させるか、という点は非常に難しいポイントです。その

ため、ヤフーショッピングでは、商品露出の為の施策として、 「PR オプション」という広告を用意し

ています。  

これは、広告料率を設定することで、商品検索時の順位の優遇が受けられるというものです。  



たとえば、EC コンサルタントが PR オプションを提案してくる時、 2017 年年年年 9 月の時点では、料率を月の時点では、料率を月の時点では、料率を月の時点では、料率を

「「「「7％」に設定すると、％」に設定すると、％」に設定すると、％」に設定すると、 ソフトバンクユーザーとヤフープレミアム会員への露出が強化されるソフトバンクユーザーとヤフープレミアム会員への露出が強化されるソフトバンクユーザーとヤフープレミアム会員への露出が強化されるソフトバンクユーザーとヤフープレミアム会員への露出が強化される 設定

となっているようです。  

PR オプションは広告ですから、「7％」設定すれば、 ユーザーに「7％」ポイントを還元できるわけ

ではありません。  

場合によっては、PR オプションを使わず、店舗の還元ポイントを 7％プラスして、 基本ポイント

2.5％と合わせて「店舗還元ポイント「店舗還元ポイント「店舗還元ポイント「店舗還元ポイント 10 倍」倍」倍」倍」という高ポイント還元率を提示したほうが 転換率の向

上につながる可能性もあります。  

この場合は、商品露出には影響はありませんが、 ポイント 10 倍というキーワードを商品名かキャ

ッチコピーに入れ込むことで、ポイント 10 倍商品を検索するユーザーには商品を露出させることが

可能となります。  

〔4〕商品数が多い店舗は、商品管理が面倒 

ネットショップに商品を登録する際に、たくさんの商品がある店舗の場合、1 点ずつ登録していると、

大変な手間がかかってしまいます。 

そのため、 必然的に「「「「CSV 一括登録機能」一括登録機能」一括登録機能」一括登録機能」を利用することになりますが、ヤフーショッピングにはヤフーショッピングにはヤフーショッピングにはヤフーショッピングには

「商品画像「商品画像「商品画像「商品画像 URL」の指定項目が」の指定項目が」の指定項目が」の指定項目がありません。ありません。ありません。ありません。  

楽天市場の場合は、商品画像と商品データを紐づけるための項目が用意されているため、商品

画像と商品データ CSV を別々にアップロードした後で合体させることができます。  

ところが、ところが、ところが、ところが、ヤフーショッピングでは、この方法が使えヤフーショッピングでは、この方法が使えヤフーショッピングでは、この方法が使えヤフーショッピングでは、この方法が使えず、ず、ず、ず、商品データ CSV と画像の紐づけは「商品

ID」と同じ画像ファイル名を付ける事が必要となり、作業が面倒な一面があります。  

〔5〕集客力が「ソフトバンクユーザー」メインとなるため、

楽天市場ほどの集客力はない 

楽天市場と比較した場合、 Ｙａｈｏｏ！ショッピングは、ヤフープレミアム会員とソフトバンクユーザ

ーというふたつの「ロイヤルカスタマー」への集客力への影響が強く、それ以外の一般的ユーザー

の取り込みという意味では楽天には遠く及びません。  

 



楽天市場とヤフーショッピングの売れ筋傾向について  

 

楽天市場の売れ筋商品の傾向について楽天市場の売れ筋商品の傾向について楽天市場の売れ筋商品の傾向について楽天市場の売れ筋商品の傾向について 

 

楽天市場で売れる商品の傾向は、「季節需要商品」「食品・グルメ商品」「贈答ギフト商品」「季節需要商品」「食品・グルメ商品」「贈答ギフト商品」「季節需要商品」「食品・グルメ商品」「贈答ギフト商品」「季節需要商品」「食品・グルメ商品」「贈答ギフト商品」に 特に

強いという傾向があります。  

季節需要の商品としては「母の日」「父の日」「敬老の日」「お中元」「お歳暮」「おせち」などがありま

す。  

季節需要と贈答商品、グルメ商品との親和性は非常に高く、母の日なら「お花＋スイーツ」 父の

日なら「お酒＋海の幸」などの合わせギフトが非常に良く売れていました。  

食品では、海産物や産地の果物、土用の丑の日にはうなぎ、お正月定番のおせち料理などは 楽

天市場のランキング常連商品です。  

また、テレビや雑誌といったメディア露出による突発需要もよく起こります。 先日は、「ぎばざ」とい

う商品のほとんどが、楽天デイリーランキングの TOP20 にランクインしていました。  

楽天市場では、こうした季節の需要、贈答・ギフト、グルメ、スイーツなどが売れ筋傾向にありま

す。  

また、日用品や消耗品などもランキングの常連商品として根強いリピート注文があります。  

クリスタルガイザー2 ケースなどは、ランキング TOP3 にほぼ毎週ランクインしていますし、 コンタ

クトレンズもランキングの TOP10 には入っています。  

消耗品などは、どちらかといえば、薄利多売商品であり、 たくさん売れていても実際に残る利益

は 3％以下ということが多いですから あまり、新規で販売する商品としてはオススメしにくいです。  

 

 

 

 



 

Yahoo ショッピングの売れ筋商品の傾向についてショッピングの売れ筋商品の傾向についてショッピングの売れ筋商品の傾向についてショッピングの売れ筋商品の傾向について 

 

ヤフーショッピングのデイリーランキングの傾向としては、楽天市場とは異なり、 季節需要やギフ

ト需要は、ほとんどランキング入りしていません。  

ヤフーショッピングで売れる商品の傾向は「低価格の商品」「低価格の商品」「低価格の商品」「低価格の商品」です。  

それも「送料無料」であり、「500 円以下」であれば、 ヤフーショッピングのデイリーランキング入り

を狙える可能性がかなり高いです。  

もちろん、どんな商品でもよいかといえばそんなわけにはいかず、 商品自体にも需要、価値があ

ることが前提となります。  

ヤフーショッピングで年間を通してデイリーランキング TOP20 にランクインしている 商品としては

以下の商品があります。  

• スマホの保護シート 

• ミックスナッツ 

• お試しのサプリメント 

• iPhone の充電ケーブル 

• お試しラーメン or うどん 

• ミネラルウォーター 

• 炭酸水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



出店する際に、知っておくべき点 

出店後は、営業電話が頻繁にかかってくることがあります。 

ショッピングモールに出店した店舗に対し、さまざまな営業電話がかかってくることがあります。た

とえば、SEO 対策を勧められたり、テレビ CM やキャンペーンの参加を勧められたり、いろいろな

名目でセールスをかけられることがありますので、あらかじめ承知しておくほうがよいでしょう。 

ショッピングモールが自動で集客してくれるわけではあり

ません。 

ショッピングモールは、モール自体の SEO は決して強くありません。 

あくまでモールに訪れたお客様が、「コーヒー豆」等の検索をモール内で行って、その結果、検索

にヒットした商品が表示されて、購入していただくかたちがメインと誘導方法となります。 

レビューや口コミによって評価されます 

購入されたお客様から、利用した際のクチコミや評価をつけられることもあります。 

必ずしも、良い評価が得られるとは限りません。一方的に批判的な書き込みをする人もいます

ので、こうした利用者からのレビューについても、リスクとなる一面があることは理解しておく

ほうがよいでしょう。 

 

 

 

 



ショッピングモールに出店する以外の方法も、あわ

せて検討していきましょう 

ショッピングモールを利用することが必ずしもうまく行くとは限りません。 

利益が出せずにコスト倒れになるリスクもありますし、場合によっては、ヤフーオークションなどに

出品して、リピートで購入してくれるお客様を増やしていくほうがコストもかからず、うまく行くことも

あります。 

また、今回は、楽天市場とＹａｈｏｏ！ショッピングについてご説明してまいりましたが、日本には中

小規模のショッピングモールがいくつも存在します。 

そうした中小規模のモールを上手に利用して、ライバルの少ないところや、コストを抑えて出店で

きるモールを探し、徐々に露出を広げていくという方法も有効だと思います。 

また、自社サイトにさまざまなコンテンツを追加していって、自然発生的に生まれるアクセスを増や

して、その中で商品を販売するという方法もあります。その場合は、自社サイトにショッピングカー

トを設置したり、必要に応じて、クレジットカードを利用できるようにしたりして、販売サイトとしての

機能を整えていくことも必要になります。 

下図は自社サイトにショッピングカートを設置した場合のイメージです。ご希望の際は、お気軽にご

相談ください。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

おわりに 
 

 

インターネットショッピングモールは、単に商品を陳列するだけでなく、いかに商品を

魅力的に見せるか、いかに狙ったキーワードで上位表示をして、多くの方に見てい

ただくか、また、いかにライバルと差を付けて、独自性のある商品でリピートのお客

様を囲い込むか、といったノウハウが総合的に求められます。 

 

もちろん、ＥＣコンサルタントによるアドバイスや、そのモールごとに用意されたツー

ルを最大限に活用して、ある意味、インターネットショッピングモールの『プロフェッシ

ョナル』となっていくことも必要です。 

 

今回は、インターネットショッピングモールの出店にともなう基礎知識的な内容として、

資料を作成させていただきましたが、まだまだご不明な点や、詳しくお知りになりた

い点もおありかと思います。 

 

今後とも、ご希望の資料等がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。最大限、

ご希望に添えますよう、サポートさせていただきます。 

このたびはご利用いただき、誠にありがとうございました。 
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