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ショッピングカート設置のメリット 

 

現在お持ちのホームページにショッピングカートを設置すれば、訪問していただい

たお客様に、直接商品を販売することができます。 

単 に商 品 を販 売 できるだけでなく、商 品 の合 計 や送 料 などのデータを

一 元 管 理 してくれるので、売 上 管 理 や顧 客 管 理 、決 算 などネットショッ

プを運 営 するのに欠 かせない機 能 でもあります。 

国内には多数のショッピングカートレンタル会社がありますので、いずれかと契約

することにより、コンビニ決済やクレジットカードの決済もできます。 

また、国内のショッピングカートレンタル会社は、いずれも個人情報等の漏えい、盗

難を防止するため、万全のセキュリティを施しているので、安心して利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ショッピングカート設置時の売り上げがあった際の流れ 

 

① まず、お持ちのサイトに、ショッピングカートの機能を設置します。 

下記は、生豆屋様のサイトにショッピングカートを設置したイメージ図です。 

 

たとえば、『生豆屋ブレンド 200g 入りを 1 個、豆の挽き方を『豆のまま』に指定し

て、買い物かごに入れると、次のようにカートの中身が表示されます。 



 

 

② お客様は、カートの中身を見て、自分で購入

した商品に間違いがないかを確認して、氏名、

住所、電話番号、支払い方法などを入力して、

決済を完了します。 

 

③ お客様が決済を完了すると、契約しているショッピングカートのレンタル会社か

ら、生豆屋様のメールアドレス宛に、購入していただいたお客様の情報および注

文内容がメールで送信されますので、速やかに商品の発送を行ってください。 

 

 

 

 

 



④ 売上げ代金の支払いは、代引き以外は、ショッピングカートのレンタル会社が月

単位で集計して、一時預かりの形でストックされます。 

 

 

⑤ 月単位の締め日ごとに、売り上げ代金の中から、クレジット決済手数料等が差し

引かれて、ご指定の口座に振り込まれます。多くの場合、翌月または翌々月の

ショッピングカートレンタル会社が指定する日の振り込みとなります。 

購入者情報、過去の注文履歴、当月の売り上げ代金等は、契約したショッピン

グカートレンタル会社のホームページにログインして、いつでも確認できます。 

なお、代引き便につきましては、郵便局で集金されますので、指定の郵便口座に

入金となります。 

そのため、ショッピングカートレンタル会社の売り上げ金に反映されない場合があ

りますので、別途に管理するなどの注意が必要です。 

また、ショッピングカートレンタル会社により、システムに差異がある場合もあり

ますので、詳細は各会社にご確認ください。 

 



ショッピングカートのレンタル
 

ショッピングカートのレンタル

ただし、初期費用無料の業者

多いです。無料で利用できるショッピングカートのレンタル

ＡＳＥなどが有名です。 

↓FC2 ショッピングカート        

 

そのほかのレンタルカート会社

一覧にまとめてありますので

 

ショッピングカートのレンタル業者について

ショッピングカートのレンタル業者には、初期費用が無料の業者

業者は、広告が挿入されたり、サポートが

できるショッピングカートのレンタル業者としては

        ↓BASE ショッピングカート

  

会社については、以下のようなものがあります

にまとめてありますので、ご参考になさってください。 

について 

業者も多数あります。

サポートが手薄の場合が

としては、ＦＣ2 やＢ

ショッピングカート 

 

のようなものがあります。 



参考資料 初期費用が無料のショッピングカートサービス一覧 

 

初期費用 決済機能 
商品登録

数 

独自ドメ

イン 

集

客 

スマホ

対応 

BASE 
￥0 

・クレジット 

・コンビニ 

・銀行振込 

・代引 

無制限 ○ ○ ○ 

Stores.jp  
￥0 

・クレジット 

・コンビニ 

・銀行振込 

・代引 

無制限 × ◎ ○ 

FC2 カート  ￥0 

・クレジット 

・コンビニ 

・銀行振込 

・代引 ・郵便振替  

無制限 × ○ ○ 

Yahoo!ショッピン

グ 

￥0 

・クレジット 

・コンビニ 

・銀行振込 

・キャリア決済 

・電子マネー 

無制限 × ◎ ○ 

moremall 
￥0 

・クレジット 

・銀行振込 

・代引 

無制限 × ○ ○ 

ゼロショップモール  ￥0 

・クレジット 

・コンビニ 

・銀行振込 

・代引 ・郵便振替  

無制限 × ○ × 



ワイズカート・ゼロ  ￥0 

・クレジット 

・コンビニ 

・銀行振込 

・代引・・郵便振替  

100 ○ ○ ○ 

Jimdo 
￥0 ・クレジット 5 × △ ○ 

Jugem cart  
￥0 ・クレジット 無制限 ○ △ ○ 

fbcart  
￥0 

・クレジット 

・銀行振込 

・代引     

 

初期費用無料の業者の場合、クレジット決済手数料が若干高めだったり、広告が

挿入されたり、一部の機能的に制限されている場合もあります。 

ただし、決して無料だから質が悪い、ということではありません。 

初期費用無料であっても、必要にして十分な機能と使い勝手を備えているものも

たくさんあります。 

なお、上記一覧の中には、サービス内容が変更になっている場合や、すでにサー

ビスを終了しているものが含まれている可能性があります。 

あらかじめご了承ください。 

 

 

 



有料のショッピングカートレンタル会社は何が違うか？ 

 

ショッピングカート機能を提供しているサービスとしては月額料金が無料のものと

有料のものがあります。「無料カート提供型」は月額固定費が無い代わりに、商品

が売れる毎に手数料が発生します。 

一方、「有料カート提供型」は初期費用や月額料金はかかりますが、無料にはない

サポートがついていたり、無料カートと比べて、決済機能や集客に関するオプショ

ン機能が充実しているのが大きな特長です。 

 

どちらがよいかということは一概にはいえませんが、ショッピングカートレンタル会

社には、カート機能を利用させてもらうという便利さがある反面、商品が売れたと

きの売上金を一時的に預ける形になりますので、信用できる業者であること、ある

程度長期間にわたって堅実に運営してきた会社を選ぶことも大切だと思います。 

 

有料カートのなかでは、株式会社 E ストアの「ショップサーブ」や「カラーミーショ

ップ」が有名です。ショップサーブは創業 20 年、カラーミーショップは創業 10 年

になります。 

以下に、「ショップサーブ」と「カラーミーショップ」について簡単にご紹介いたし

ます。 



ショップサーブのショッピングカートに

て、クレジット決済機能などの

また店舗専任の担当者がサポートしてくれるので

できます。 

初期費用等は下記の通りです

きるライトプランもあります。

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは、「ショップサーブ」

サイト URL は、https://sps.estore.jp/

 

ショッピングカートには、必要な機能がすべて

などの面倒な手続きが不要です。 

がサポートしてくれるので、初心者の方

りです。これらのプランのほかに、月額 4,600

。（ライトプランは副業の方とされています

」で検索してみてください。 

https://sps.estore.jp/ です。 

すべて標準搭載されてい

方でも安心して利用

4,600 円で利用で

とされています） 



また、カラーミーショップの

900 円、販売手数料 0 円、商品登録数

ができます。 

別に、専任のアドバイザー付

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

カラーミーショップは、集客支援

200 万人に届くモール

り、さまざまなオプション

ます。 

詳しくは、「カラーミーショップ

サイト URL は「https://shop

カラーミーショップの場合、レギュラープランで初期費用

商品登録数が無制限など、コストを抑

付きのプラン（月額 10,000 円）もあります

集客支援も充実しています。 

モール「カラメル」で商品を多くの人に

オプション機能を組み合わせて利用できる

ショップ」で検索してください。 

https://shop-pro.jp/」です。 

初期費用 3240 円、月額

抑えたショップ運用

もあります。 

にアピールできた

できるメリットがあり



ショッピングカートを設置するには 

 

基本的には、ショッピングカートの設置をする際には、商品の紹介ペー

ジにリンクを貼って誘導していく必要があるため、現在お持ちのホーム

ページに機能を追加する作業が必要となります。 

沖縄のホームページ屋さんでは、ショッピングカートの設置代行も行っ

ております。 

 

実質的には、ほとんどの作業は当社が代行させていただく形で設置をす

ることが可能です。 

 

ただ、ショッピングカートレンタル会社とは、基本的には、お客様が個々

にお申込み者となって、ご契約くださいますようお願いいたします。 

 

お客様の商品が売れた場合に、その売上金は、ショッピングカートレンタ

ル会社が一時預かりの形となり、所定の手数料等を差し引いた上で、お

客様の口座に振り込まれます。 

 

これらの金銭の支払い、受取につきましては、『沖縄のホームページ屋



さん』では一切関与できません。そのため、しっかりと同意されたうえで

のご契約をお勧めしたく、できるかぎり、お客様による直接のご契約をお

願いしております。 

（お客様のご希望により、完全委任の形で当社が代行させていただく場

合は、事前の内容確認と別途の代行費用が必要となります） 

 

また、ショッピングカートレンタル会社との契約を締結されたあとに、お

客様のサイトにショッピングカートの機能を追加する作業につきましては、

別途に当社とのご契約が必要となります。 

ショッピングカートの設置料金は 20,000 円～となっておりますが、デザ

インの再構築や商品点数によって異なりますので、お気軽にご相談くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 


