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eコマース新戦略を発表

2

eコマース事業に本格的に注力することを発表し、
出店料・ロイヤルティの無料化、集客、開発資源を

大幅に強化の上、“摩擦係数ゼロの売り場”の実現を宣言

Yahoo! JAPANの
総力をあげて集客

「料金」（済） 「機能」 「集客」
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実施内容ハイライト
1月中旬までの実施内容は以下の通り
種別 主な指標 主な施策

ストア獲得 申込数9万件
プラン無料化による中小店舗向けプロモーション

地方自治体との連携

大手店舗獲得営業

ストア向け
ツールの改善

開発実施案件数
20件

簡易版ストア向け新ツール提供

メールマーケティング機能強化

各種店舗ページ構築機能強化

クーポン機能提供

売り場の改善
開発実施案件数

81件
各種スマートフォン向けページ改善

各種売り場ページのリニューアル

集客強化
トップページ連携実績

2,600万誘導
（13年12月1日～15日）

レコメンドメール機能強化

Yahoo! JAPANトップページ連携
Yahoo!検索連携
Yahoo!知恵袋連携

開発施策だけで100件以上という、異例の件数を実施！
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売り手の数増加

競争増

買い手の数
増加

商品数
増加

売り手の数
増加

流通総額
増加

売り場の魅力
増加

競争増加

広告出稿
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9万件の出店申し込み※を獲得

無料化によるストア数増加の

勢いを加速させるべく

中小店舗向けにプロモーションを実施

13年10月7日の発表以降

90,000件以上
獲得

千件

※本申込数と予約申込数の合計
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誰でも出店が可能な新ツールを提供

出店の摩擦係数をゼロにする

「ストアクリエイター」の提供を開始

先行申し込みをした方から
順次公開

-法人、個人事業主向け
（1月22日）

-個人向け （1月29日）
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“ご当地eコマース革命” （1月15日発表）
「eコマース革命」を全国の自治体にも広げ、
インターネットを通じて地方産業の発展や

経済の活性化に貢献できるよう尽力

地方自治体との取り組み

JAPAN satisfaction guaranteed
（自治体運営型通信販売サービス）参加の

全19自治体 出店開始！

全国1,719市町村への
（790市/746町/183村）
拡大を目指す

※1月1日時点

※
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大手店舗の出店状況
新戦略発表後、積極的な営業を行い、

大手をはじめ多数の店舗が出店・出店準備中

会社名 開店時期

（株） マツモトキヨシ 13年10月29日
（株） バイク王＆カンパニー 13年11月5日
（株） コナカ 13年11月8日
（株） ビービーエフ 13年11月11日
（株） ノジマ 13年11月25日
グラントマト （株） 13年11月28日
（株） モンテローザ 13年12月2日
（株） ネットプライス 13年12月2日
（株） ロッテ 13年12月5日
ヤーマン （株） 13年12月5日
（株） リカーマウンテン 13年12月9日
（株） オートバックスセブン 1月9日
（株） 大黒屋 1月15日
※1月17日時点の開店状況
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店舗間の競争の促進

競争増

買い手の数
増加

商品数
増加

売り手の数
増加

流通総額
増加

売り場の魅力
増加

競争増加

広告出稿
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売り手への“武器”の提供
流通拡大のための

各種マーケティングツール、機能を売り手に提供
目的 提供日付 機能・ツール名 効果

集客

13年10月9日 （株）クロコス連携による
アドレス収集懸賞機能

開始3ヶ月で約2,500店舗が登録

13年11月28日 ストア向けニュースレター
システム、ツール刷新

送信数 4億通/月（13年12月実績）
前年同月比約40%増加

購入率向上

13年7月10日 自由度を高めた店舗ページ
構築ツールの提供

約1,400店舗で利用

13年8月21日 スマホ版商品ページ向け
追加機能の提供

約6,000店舗で利用

13年9月11日 スマホ版ストアページ向け
追加機能の提供

約2,500店舗で利用

継続顧客獲得 13年10月28日 ストア向けクーポン機能
2ヶ月で約9,000種類のクーポンが
発行され、45万枚が取得、
5万枚以上が注文時に利用された
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既存ツールもリニューアルを予定

既存のプロフェッショナル出店者向けツールも

「ストアクリエイターPro」として今夏リニューアル予定

※サンプル画面

「ストアマネージャー」 （現行）

「ストアクリエイターPro」 （新ストア管理ツール）
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競争増

買い手の数
増加

商品数
増加

売り手の数
増加

流通総額
増加

売り場の魅力
増加

競争増加

広告出稿

売り場の魅力増加
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取扱高の伸びが顕著なスマホ向けの売り場の

最適化対応やUI改善を実施

スマホ向け売り場の大幅な改善

提供日付 機能・ページ名

13年8月28日 ランキングページの最適化

13年9月4日 特集一覧の最適化

13年9月25日 お買い物ガイドの最適化

13年10月2日 ポイントキャンペーン一覧の最適化

13年10月30日 トップページの大幅UI改善

スマートフォン取扱高

前年同四半期比 50%以上増加
スマートフォンDUB比率 30%以上
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トレンドにあわせた売り場刷新
7年間変わっていなかったPC版トップページをはじめ
ページを大幅にリニューアル

・ 「Yahoo!ショッピング」トップ
レコメンド機能を拡充し、

パーソナライズを実施
（1月16日）

・ PC版ランキングページ
画像をメインに大幅にリッチ化
（13年11月27日）

・ PC版カート
購買比率が改善
（13年10月24日）

・ スマホ版カート （1月27日）

（旧）「Yahoo!ショッピング」トップ

（新）「Yahoo!ショッピング」トップ
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新しい売り手の商品を探しやすく
新ツール「ストアクリエイター」で出品された

個人の店舗の商品を探しやすくするため

商品リストをタブで表示（1月29日）
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さらに魅力ある売り場へ
新たにタブレット用「Yahoo!ショッピング」トップや
カテゴリページの刷新を予定

※サンプル画面

・ タブレット版トップ提供開始
（2月5日予定）
・ 商品カテゴリシステム刷新

カテゴリの大幅な追加が可能に

・ カテゴリレコメンドページ

リニューアル （14年春予定）
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買い手の数増加

競争増

買い手の数
増加

商品数
増加

売り手の数
増加

流通総額
増加

売り場の魅力
増加

競争増加

広告出稿
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メールマーケティングを強化

送信数を絞っても効果が高い

レコメンド系メール配信機能を実装
提供日付 機能・メール名

13年11月13日 メールマガジンシステム（ニュースクリップ）刷新
商品注文後のフォローアップメール送信開始

13年11月中旬 カート投入商品のリマインドメール送信開始

13年11月下旬 ポイントキャンペーン訴求メール送信開始

13年12月上旬 商品閲覧後のフォローアップメール送信開始

これまでの“メールマガジン”と比較し
非常に高い効果
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Yahoo! JAPAN内部連携
「トップページ」
セール企画への直接リンクをトップページに初めて設置

- 大量の集客に成功
- 複数店舗で購入する利用者が増加
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13年11月より
検索結果に売れ筋商品ランキングを掲載

Yahoo! JAPAN内部連携
「Yahoo!検索」
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13年11月より「Yahoo!知恵袋」との連携開始

商品に関連する質問から「Yahoo!ショッピング」に誘導

Yahoo! JAPAN内部連携
「Yahoo!知恵袋」
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第3四半期の評価①
出店申込数の急拡大

′12/10-12′11/10-12

千件

′13/10-12
法人 個人

急速に増加する申し込みに対し
着実な対応を継続
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前年同四半期比で取扱高の減少が続いていたが
再び成長基調にすることができた

13年12月の月次取扱高が
サービス開始以来、過去最高を達成

第3四半期の評価②
取扱高の再成長
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ショッピング関連月次取扱高成長率
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今後も以下の課題に積極的に対応
種別 アクション 主な施策

ストア獲得
本格的な
出店が開始

予約申し込み済みの中小店舗の開店、出品開始

地方自治体連携の拡大

個人の出品開始

大手店舗向け営業の継続

ストア向け
ツールの改善

売り手のタイプに
合わせた
最適化対応

個人、中小店舗向けの「ストアクリエイター」の改善

既存店舗向けの「ストアクリエイターPro」の提供
大手店舗向けのAPI公開、システム連携

売り場の改善
検索性、視認性の
大幅改善

タブレット版「Yahoo!ショッピング」トップページ提供
商品カテゴリの拡充と売り場のリニューアル

レコメンデーションの強化

検索結果の改善

キュレーションによる提案

集客強化
Yahoo! JAPANの
総合力を生かした
集客の強化

連携済みサービスとの連携強化

新たなサービス連携の検討

広告強化 メニュー拡充 ビジネスモデルにあわせた広告の再設計
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