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はじめに

ネットショップを始めるツールとして、STORES.jpを選んで

いただきありがとうございます！

本マニュアルでは、STORES.jpをすぐ活用できる基本編として、

アイテム登録の方法、送料設定などストア開設から公開までの

必要な情報をまとめています。

オシャレなネットショップ作成に、ぜひお役立てください。

＜スマートフォン操作画面＞※補足
本マニュアルはパソコン操作を

中心に説明しておりますが、

スマートフォン操作からも

ネットショップが作成できます！
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初 期 設 定



ストアの名前を決めよう

オリジナルのストア名に変更しましょう！

※初期設定ではメールアドレスから自動的にストア名が入力されています
※英語・日本語・記号全て使うことができます
※絵文字の使用はできません
※ストア名は後からでも変更できます

ストア名はロゴとして表示されます。
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② STORES.jpダッシュボード（管理画面）が表示されたら完了です。

メールアドレスの認証をしよう

① 件名：【STORES.jp】メールアドレスの確認を行ってください
　のメール本文内のボタンを選択します。
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確認メールが届かないときは？

確認手順その1
登録メールアドレスに間違いがないか確認してみましょう。

①プロフィールボタンより「アカウント設定」を選択します。

②メールアドレスの欄より「変更する」を選択します。

③「現在のアドレス」より登録メールアドレスを確認してください。

※ 万が一メールアドレスに入力ミスがあった場合は、「新しいアドレス」に正しいメールアドレスを
入力し、「変更する」を押してアドレス変更してください。
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確認手順その2
迷惑メールBOXや受信設定を確認してみましょう。
　　※利用しているメールサービス（Google、Yahoo!など）によって操作手順は異なります。
　　具体的な操作手順について分からない場合は、各メールサービスまで問い合わせをしてください。

①「迷惑メール」に振り分けられていないかを確認してください。
②ドメイン：@stores.jpからの受信を許可設定にしてください。

確認手順その3
確認メールを再送してみましょう。

確認メールが届かないときは？

メールの再送が終了したら？
「登録を完了する」のボタンより認証を完了させましょう！
詳しくは本マニュアル2ページを確認してください。
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ス ト ア デ ザ イ ン



デザインテンプレートを選ぼう

アイテムの魅力をしっかり伝えられるデザインを選んでみましょう！

② 好きなデザインプレートを一覧から選び、
　「このテンプレートを使用する」を選択します。
　  ※テンプレートのテーマは、デザインエディタで後から自由に編集することができるので、
　　  まずはフレームを決めましょう

① 「ストアをデザインしてみよう！」を選択します。
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デザインテンプレートを選ぼう

④ 「確認する」のボタンより、ストアデザインのカスタマイズ
　（デザインエディタ）の使い方ガイドを確認します。
　  ※ガイドを飛ばしたい場合は、「スキップする」を選択します
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⑤ 下記の画面が表示されたら、テンプレート選択は終了です。
　  ※左側のバーにある「テンプレート」の欄には、選択したテンプレートが表示されます



メニューバーの表示場所など、レイアウトを決めていきましょう。

メニュー／レイアウトを決めよう

① 「メニュー／レイアウト」を選択します。

② 「メニュー内容」を選択します。
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③ 「カスタムリンクを追加」を選択し、メニュー名とリンクを入力後、
　  保存します。
　



メニュー／レイアウトを決めよう
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④ 「メニューレイアウト」より、メニューバーの表示位置を選びます。
　

　  ※2　メニューバーは、ショップの上部に表示されます。

　  ※1　保存後、デモ画面に設定したメニューバーが表示されたら完了です。

　　■デフォルト

　　■1カラム上固定



メニュー／レイアウトを決めよう
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　　■2カラム左

　　■2カラム右上

　　■2カラム上固定



⑤ チェックボックスにチェックを入れ、メインビジュアルを
　 アップロードします。
    ※1 点線部分に画像を追加する機能です
　  ※2 メインビジュアルのサイズは1920px × 720pxを推奨しています

    ※3 メインボジュアルの追加は任意項目です
　　      メインビジュアルを追加しない場合は、そのまま⑥に進みましょう

メニュー／レイアウトを決めよう

⑥ 好みの「PC表示時の横幅」を選択します。
    ※ パソコンでショップを見た時の横幅を自由に選ぶことができます
      ※ パソコン操作のみ変更が可能です

　　■表示：大
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メニュー／レイアウトを決めよう
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　　■表示：中

　　■表示：小



⑤ アイテム画像比率を選びます。
    ※1 画像比率は全てのアイテム画像に反映されます
　　　 アイテム毎に画像比率は変更することはできません

メニュー／レイアウトを決めよう
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　　■縦長

　　■正方形

　　■横長



テキストを選択しよう

ストア名や商品名・値段表示のテキストデザインを決めていきましょう。

①「テキスト」を選択します。

②「ストア全体」のカラーを決めます。

③「アイテム一覧（アイテム名）」のカラーを決めます。
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ストアロゴを設定しよう

ストアのシンボルマーク「ストアロゴ」を決めていきましょう。
ストアロゴは、テキストまたは画像で表示させることが可能です。

①「ストアロゴ」を選択します。

②英語／日本語それぞれ用意されている36種類のテキストから、
　ブランドにあったデザインを選びます。

■テキスト（文字）でストアロゴを表示させる場合

③ロゴの大きさを決めます。
　  ※バーを左右にスライドさせるとロゴの大きさが変わります

14



ストアロゴの画像を持っている場合は、画像でロゴを表示させることもで
きます。

ストアロゴを設定しよう

①「ストアロゴ」を選択します。

②「画像を使用する」をONにします。

■画像でストアロゴを表示させる場合

③用意した画像をアップロードします。
　※ファイル選択／ドラッグ&ドロップのどちらでも画像を挿入できます
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ストアロゴの画像を持っていない方でも、無料でストアロゴが
作成できるサービス「ロゴメーカー」を使うことで、
簡単にオリジナルのストアロゴを作成することができます。

ストアロゴを設定しよう

①「ストアロゴ」を選択します。

②「画像を使用する」をONにします。

■オリジナルのストアロゴを作成したい場合

③「ロゴメーカーで作成」を選択します。
　  ※新しいページに移動します
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ストアロゴを設定しよう

④ストア名を入力して「＞」を押してください。

※ストア名の他にキャッチコピーも入力することができます！

⑤ブランドに適したテキストやカラーを選択してください。
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⑥デザインに応じてアイコンを挿入します。

ストアロゴを設定しよう

⑦右下にある「完成させる」ボタンを選択します。

※挿入できるアイコンは1つまでです
※大きさ、カラーは自由に設置できます
※アイコンが不要な場合は⑥を飛ばすことも可能です

⑧希望するファイル形式を選択して「保存する」を選択します。
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ストアロゴを設定しよう

⑨ ⑧で保存した画像ファイルをアップロードします。
　※ファイル選択／ドラッグ＆ドロップのどちらでも画像を挿入できます
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ストアのイメージカラーにもなる背景を選びます。
デフォルトで用意されているデザインを選ぶことも可能ですし、
オリジナルの背景画像がある場合は画像ファイルを利用することも
できます。

ストアの背景を選ぼう

■デフォルトの背景カラー／デザインを選ぶ場合

②希望する色やデザインを選びましょう。

①「背景」を選択します。
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ストアの背景を選ぼう

■オリジナルの背景画像を利用する場合

②「オリジナル」を選択し、画像ファイルをアップロードします。
　※ファイル選択／ドラッグ＆ドロップのどちらでも画像を挿入できます

①「背景」を選択します。
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ストアのデザインをさらにカスタムしよう

② 「＋」のボタンをクリックし、
　バナー／コラム／区切り線／ギャラリー／動画／アイテム
　の中から挿入したいパーツを選択します。
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バナーや区切り線、コラムやギャラリー・動画・アイテムなどの表示を
自由にカスタムすることができます。
オリジナリティのあるストアを作成したい方は、ぜひ挑戦してみましょう。

① 右下の「パーツエディタモード」を選択します。



■バナー：バナーを挿入することができます。
　　　　　リンクをつけることもできるので、ブログやSNSなどへ
　　　　　導線をつけることも可能です。

ストアのデザインをさらにカスタムしよう
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※ 画像の枚数は1〜3枚まで自由に選ぶことができます
※ バナーにはリンクを貼ることもできます

※ 位置は左上の「↑↓」ボタンから、自由に設定ができます



ストアのデザインをさらにカスタムしよう
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■コラム：ブランドへの想いやお知らせしたいことなどを、
　　　　　文章と画像を使って自由に書くことができます。

※ タイトルや本文だけでなく、画像も自由に入れることができます

※ 位置は左上の「↑↓」ボタンから、自由に設定ができます



ストアのデザインをさらにカスタムしよう
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■区切り線：区切り線を入れることができます。

※ 位置は左上の「↑↓」ボタンから、自由に設定ができます

■ギャラリー：写真を掲載することができます。

※ 位置は左上の「↑↓」ボタンから、自由に設定ができます



ストアのデザインをさらにカスタムしよう
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■動画：ショップ上に動画を掲載することができます。

※ 位置は左上の「↑↓」ボタンから、自由に設定ができます

※ YoutubeまたはVimeoのURLを貼り、保存するだけで動画が表示されます



ストアのデザインをさらにカスタムしよう
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■アイテム：「新商品」「店長のおすすめアイテム」「人気アイテム」
　　　　　　などのように、自由にアイテム（商品）をピックアップ
　　　　　　して表示させることができます。

※ 位置は左上の「↑↓」ボタンから、自由に設定ができます

※ タイトル・表示アイテム数・レイアウトまで自由に設定できます



パーツは、下記の例のように、1つ設定が完了するごとに
　「＋」より追加をしていくことで複数個挿入することができます。

ストアのデザインをさらにカスタムしよう
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←バナー

←区切り線

←ギャラリー

←追加用のバー

（例）



ストアデザインを反映させよう

ストアデザインを全て決めたら、最後にデザインをストアに
反映させます。

②「OK」を選択します。

①右上にある「デザインをストアに反映」を選択します。

③ストアのダッシュボードに戻ってきたら終了です！
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ア イ テ ム 登 録



販売するアイテムを登録していきましょう。

① 「アイテムを登録してみよう！」を選択します。

売りたいアイテムを登録しよう

※アイテム未登録時のみ「アイテムを登録する」が表示されます

② 「アイテムを登録する」もしくは「アイテムを追加」を
　選択しましょう。
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売りたい商品を登録しよう

③アイテム編集画面の項目に合わせてアイテムの情報を入力しましょう。

アイテム画像 *必須
画像をファイルからアップロードします。
フリープランの場合は4枚、スタンダードプランの場
合は15枚まで登録することができます。

アイテム名 *必須 アイテム名を入力してください。
設定できる文字数：100文字以内

価格（税込） *必須 アイテムの価格を入力してください。
設定できる価格：0円または100円以上200万円以下

割引率 セール時に割引額を設定することができます。
設定できる整数：0〜99まで

公開 *必須 アイテムの公開・非公開を設定することができます。

アイテム紹介 *必須
アイテムの特徴や、サイズ・素材などを入力してくだ
さい。

ハッシュタグ

アイテムに関連するハッシュタグを設定することがで
きます。
ハッシュタグを付けると、STORES.jp内で同じタグが
付いたアイテムが集まったページに掲載されます。

在庫数 *必須
アイテムの在庫数を設定することができます。
バリエーションの編集を選択するとアイテムのサイズ
ごとの在庫数を設定することができます。

カテゴリー *「詳細を表示」を選択すると表示 アイテムのカテゴリーを設定することができます。
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売りたい商品を登録しよう

④項目を入力したら「保存する」を選択しましょう。

⑤登録が完了するとアイテムリストに表示されます。
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売りたい商品を登録しよう

ストアを訪れたお客様の目を惹くようなアイテム画像や、商品の
魅力が伝わるアイテム説明文を設定しましょう！

①良いアイテム画像の選び方とは？

適正サイズ(px)：正方形 920×920
　　　　　　　   長方形(縦) 920×1104
　　　　　　　   長方形(横) 924×664

商品に対する作り手への思いや、購入するお客様の気持ちを考えた
写真を選ぶことが大切です。

33



＜ポイント＞
● 誰に使用して欲しいものなのか
● どういったシチュエーションで使用して欲しいものなのか
● 素材/カラー/サイズを細かく記載する
● 注意点があれば明記する

購入するお客様目線を意識して書きましょう。

②アイテム説明文にあると良い内容とは？

売りたい商品を登録しよう
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ス ト ア 設 定



ストア情報を登録しよう

ストアURLの確認や送料、決済方法など、ストアの詳細設定を
行いましょう！

①「ストアを公開してみよう！」を選択してください。

②「ストア名」「URL」を確認してください。
　  ※一度でも商品の購入があった場合、ストアURLの変更ができなくなりますのでご注意ください

③基本設定を設定しましょう。
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ストア情報を登録しよう

ストア説明

※説明文はブランドイメージやストアのコンセプトを書きましょう

SNSとネットショップを
リンク付けすることができます

リンクを入れるとストアページの右下にSNSアイコンが表示さます。
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ストア情報を登録しよう

特定商取引法に関する表記

ネットショップを行うにあたり、購入者に安心してお買い物してい
ただくために、販売者の情報を記入しましょう！

「特定商取引法に関する表記」ページにて、特に「返品についての
特約」や「役務または商品の引渡時期」については記載を確認しま
しょう。

初期設定でサンプルが入力されていますので、必要に応じて変更を
お願いします。
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ストア情報を登録しよう

特定商取引法に関する表記

お客様にストアを信頼していただくために「事業者の名称および連
絡先」についても記載しましょう。

「その他」の項目には、営業時間など連絡が取れる時間帯を記載す
ると親切です。

※特定商取引法に関する表記について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください
※個人でのご利用で自宅住所を記載することに懸念がある場合は、バーチャル
　オフィス（他社サービス）の利用もご検討ください
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http://officialmag.stores.jp/entry/kaigyou/tokusyouhou-rule


ストア情報を登録しよう

ストアの決済方法
※フリープランの場合、追加・変更ができません
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ストア情報を登録しよう

送料設定

■オーダーに一律の送料を設定する場合

送料を入力して「保存する」を選択しましょう。

ご購入者様から一律送料をいただく場合は、これで送料設定は完了で
す！

この場合、購入個数や配送エリアに関わらず、1件のオーダーにつ
き、送料1,000円が自動的に加算されてオーダーが入ります。
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ストア情報を登録しよう

送料設定

■オーダーの配送先（都道府県）ごとに送料を設定する場合

ダッシュボード右上「+」（機能を追加）ボタンを選択しましょう。

「送料詳細設定」をONに変更しましょう。
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ストア情報を登録しよう

送料設定

既存の送料設定はリセットされますので、問題なければ
「ONにする」を選択する。

もう一度、プロフィールアイコン 内「ストア設定」から
「送料設定」の「編集する」ボタンを選択してください。

このようなページが表示されたら、試しに「宅配便」を選択してみま
しょう。
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ストア情報を登録しよう

送料設定

「発送手段の名称」には、分かりやすく利用予定の配送会社名や
配送方法を記入しましょう。
（例：佐川急便６０サイズ／ヤマト運輸ポスト便など）

各都道府県ごとに、送料（税込）を入力していきましょう。

一部の都道府県のみを入力して「その他地域一律」を設定することも
可能です。

記入したら「保存する」ボタンを忘れずに！
※このあと、アイテムに発送手段を紐付けるのも忘れないようにしましょう
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ストア情報を登録しよう

送料設定

作成した発送手段が表示されますので、
アイテムに紐付けるために「アイテム登録」を選択しましょう。

「アイテムリスト」ページに移動したら、送料を設定したいアイテム
を選択する。
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ストア情報を登録しよう

送料設定

アイテム編集ページ内「国内送料」が「未選択（送料なし）」になっ
ています。

プルダウンから、先ほど作成した発送手段を選択して「保存する」を
選択しましょう。

これでこのアイテムに、都道府県ごとの送料を設定することができま
した！

同じように、他のアイテムにも発送手段を紐付けていきましょう！
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ストア情報を登録しよう

詳細設定

46

ストアボタンを設置 ブログやWebサイトにカート機能を簡単につけることが
できます。

購入画面 ギフトラッピングや領収書同封の項目を追加、注文入
力画面の備考にコメント追加できます。

Instagram販売連携
登録している商品が、Instagramに自動的に連携され、
Instagramショッピング機能を気軽に使えるようになり
ます。

発送完了メール
ONにすると、購入者の方へ自動で発送完了通知メール
が送信できます。

在庫数表示
ONにすると、在庫数が残り3点以下になると、自動的
に在庫数が表示されます。

※次のページへ続きます



フリーワード検索
ONにすると、ストアページにフリーワード検索フォー
ムが表示され、お客様が素早く商品を探せるようにな
ります。

ハッシュタグ ONにすると、同じタグがついたアイテムがフィードで
一覧として表示されます。

FAQ ONにすると、お客様からよくお寄せいただく質問を、
1ページにまとめて表示できます。

Google Analytics連携
ONにすると、サイトへの訪問者数やどこから自分の
ネットショップへやってきたのか、といったことが、
分析できるようになります。

※スタンダードの場合、Googleアナリティクスも設定できます
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ス ト ア 公 開



ストアを公開してみよう

デザイン選択、アイテム登録、ストア設定お疲れさまでした！
あとは「ストア設定」で「公開」をONにすれば、ネットショップが
オープンします🎉

※公開にすればストアがオープンします！

■公開ポイント

　公開してすぐ販売につなげるには事前にネットショップについて
　告知する必要があります。
　
　①ストア公開日を決める
　②公開日より一週間前からネットショップを始めることをブログや
　　SNSで告知を行う
　③告知した日時で公開を行う
　④公開したことをブログやSNSで発表する

　※サマーコレクション（季節毎のイベント）やオープニングセール
　など、公開と合わせてイベントを開催することで集客が見込めます！

48



ス ト ア 告 知



ストアを告知してみよう

ストアを公開しただけではすぐ売れません！
まずは作成したストアをたくさんの方に知ってもらう工夫をしま
しょう。

■クーポン機能を使ってキャンペーンを実施する

売れているストアの多くは、公開と同時にオープンキャンペーンを
実施しています！
キャンペーンを実施することで、ストアへの注目が高まるだけでなく、
購入の決め手にもなります。
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① 「機能を追加」から「クーポン」をONにします。

山﨑祐司�




ストアを告知してみよう
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② ダッシュボード上部の「クーポン」を選択します。

③ 「クーポンを作成』のボタンを選択します。

④ 「クーポン名」を入力します。

※ クーポン名は必須です。20文字まで入力できます。



ストアを告知してみよう
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④ 「クーポンコード」を入力します。

※クーポンコードは必須です。10文字以内の半角英数字で登録してください。
※同じクーポンコードは使用できません。
※クーポンコードはクーポン発行後は変更ができないので誤字脱字などに注意しましょう。

　「クーポンコード」が決められない場合は、「自動入力」を選択
　することで、ランダムな文字列のクーポンコードを自動発行すること
　もできます。



ストアを告知してみよう
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⑤ 「状態」を「有効／無効」のどちらかを選択します。

※有効の状態にしておくと、クーポンを発行した時点からクーポンを利用できるようになります。
　無効の場合、クーポンを発行しても購入者は利用することができません。

※1%〜99%まで任意の割引率を設定することができます。

⑥ 「内容」より「割引（％）・値引き・送料無料」のいずれかを選択し
ます。

【割引（%）の場合】 

【値引きの場合】 

※1円〜30万円以下の割引額を設定することができます。



ストアを告知してみよう
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【送料無料の場合】 

※クーポンを利用することで送料無料になります。

⑦ クーポンを利用できる条件を決めていきます。

発行数 クーポンの発行枚数を指定できます。
※未入力の場合は無制限となります

使用回数
お客様がクーポンを利用できる回数を設定します。
※何度でも可：1人のお客様が何回でもクーポンを使うことができます
　1人1回まで：1枚のクーポンで1人1回しか使うことができません

使用条件
「○○円以上の時のみクーポンが使える」という条件をつけたい場合のみ、
金額を入力します。
※未入力の場合は、金額に関わらずクーポンを利用することができます

有効期限
クーポンを利用できる期間（日時）を設定することができます。
※設定可能な期間は半年以内
※時間指定をしたい場合は、歯車マークを開いたとき右上に表示される「終日」のチェックを外します
※未設定の場合は、クーポンの状態が「有効」になっている間は利用することができます

自動送信メール
ONにした場合、クーポン開始日と終了日付近に自動的にお客様へお知らせメール
が配信されます。
※配信対象者：ゲスト購入したお客様・会員登録をしたお客様のうち、メールマガジンを受信するに設定したお
客様



ストアを告知してみよう

■ブログやSNSを活用する

ブログ、Instagram、Twitter、Facebookなど、ソーシャルメディア
を使い、キャンペーンの紹介・ストアの紹介・アイテムの紹介をしてみ
ましょう。
フォロワーの数が多くなれば、購入に繋がる影響力も期待できます。

【活用事例】

STORES.jpをご活用いただいているストア様の事例をご紹介します。
ストア運営、集客の参考にしてみてください！

◉ichi様
写真や商品説明にこだわり、集客はInstagramに力を入れて活用されています。
http://officialmag.stores.jp/entry/uriage-up/interview-vol39

◉m@rihana様
Instagramメインに集客されているそうです。
http://officialmag.stores.jp/entry/uriage-up/interview-vol37
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売 上 管 理



ストアの売上を確認しよう

アイテムが売れたら売上を確認してみましょう。

■ダッシュボードから確認する

ダッシュボードの「売上管理」から今月の売上詳細を確認するこ
とができます。
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タブを「入金」に切り替えると、入金詳細を確認することができま
す。
※表示されている売上はSTORES.jpが仲介する決済方法での販売のみとなります
STORES.jpが仲介を行った各決済金額に対して、フリープラン5％・スタンダードプラン3.6％の決
済手数料が発生します
お振込の際に振込手数料として250円が発生します



ストアの売上を確認しよう
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アドオンの「LINE連携」を利用するとLINEのアプリ上で売上の確
認ができます。

①ダッシュボード右上「+」（機能を追加）ボタンを選択しましょ
う。

■LINEから確認する

②アドオン内の「LINE連携」を選択します。

③表示されるQRコードをスマートフォンで読み込みます。



ストアの売上を確認しよう
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※ここからはスマートフォンのLINEアプリの画面になります
④「追加」を押してSTORES.jpのLINEアカウントを友だち追加しま
す。

⑤トーク画面のメニューから「ログイン」を選択しましょう。



ストアの売上を確認しよう
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⑥ログイン画面が表示されるのでメールアドレスとパスワードを入
力してログインし、右のような画像が表示されたら連携完了です。

⑦トーク画面のメニューから「売上」を選択しましょう。



ストアの売上を確認しよう
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⑧売上1位のアイテムと売上金額が表示されます。

売上確認のほかにも、入金確認や未配送リストの確認、よくある質
問もメニューから選択できます！



FAQ（よくある質問）

STORES.jp MAGAZINE

STORES.jpで分からないことがあれば、よくある質問の
FAQをご覧ください。

https://faq.stores.jp/

販売・集客のコツを知りたいときは、MAGAZINEを
チェックしましょう！

http://officialmag.stores.jp/

QRコード読み取ってご覧いただくこともできます▶

QRコード読み取ってご覧いただくこともできます▶

https://faq.stores.jp/
http://officialmag.stores.jp/



