
Yahoo!ショッピング - FBAプラン



Amazon が出荷・発送・在庫管理を代行する物流サービス、FBA。
FBAは、実はAmazon 以外（楽天市場・Yahoo! ショッピングなど）
で売れた商品でも梱包・発送をしてくれます。
これが FBAマルチチャネルサービスです。

FBAマルチチャネルサービスとは？

楽天市場

Amazon以外
からの注文も FBA倉庫の在庫から Amazonが出荷 無地の箱で発送

※ロゴ無しなので、
楽天市場でも利用可能！

Wowma!
自社カート

Yahoo!ショッピング
FBA

●出荷作業費、配送料（全国一律）、
梱包資材を全て含んで１出荷あたり約 420円！

●FBAマルチチャネルサービスについて、もっと詳しく知りたい方はこちら

FBAを利用している方なら、今日からでも FBAマルチチャネルが利用可能。
●どの販売サイトでもすぐに利用できます！

POINT

https://www.shippinno.net/service/fba.html

https://www.shippinno.net/service/fba.html


24時間365日、店舗の休日でも最短１０分で出荷完了

シッピーノ＋FBAマルチチャネルサービス導入のメリット

出荷業務の完全自動化が可能

FBA理由のトラブル、その他原因不明のトラブルも（平日10:00~18:00)。

手間や人手を増やさずに販路を拡大することができます。

お急ぎ便や日時指定、追跡番号入りのメールも。注文を受けてから出荷まで、何もしなくてもOKです。
土日祝に作業をしなくても、自動で発送が可能に。

在庫の一元管理が可能
自社で管理していた在庫を、FBAに全て預けてしまえば一元管理が可能に。
さらにシッピーノでは、FBAと Yahoo! ショッピングの在庫を15分おきに自動で同期。
売り越し・売り逃しのリスクが下がります。

新商品の開発や、仕入れ先の開拓に充てている方も。
空いた人手や時間を、店舗運営の向上に活用！

万一のトラブルの際には、シッピーノが電話で対応！



シッピーノは、Yahoo!ショッピングの注文を
FBA倉庫から自動で出荷。
全ての注文をフルオートで出荷する事も、
注文の内容によって自動出荷を止めるセミオート運用も可能。

●15分おきに入金済みの
注文情報を取得

●出荷指示

●配送情報の登録

●注文承認メール＆
出荷完了メール自動送信

Yahoo!

●伝票番号、
追跡番号を自動登録
●在庫数同期

購入者

FBA倉庫



フルオート運用の場合 セミオート運用の場合

機能比較表

フルオート運用 自動 自動 できない 自動

自動 自動 自動

自動

自動

自動

自動できる

サンクスメール
（注文承認メール） 出荷メール 注文内容チェック 在庫同期 出荷情報反映 出荷後ステータス移動注文金額変更

セミオート運用

セット割引の商品や、特別な梱包・検品が必要な商品を
扱っている方はこちら。
注文を確認し、自動で出荷するものは自動出荷へ。特別
な対応が必要な商品は自社で対応するなど、注文ごとに
選択できます。

特に問題がなければ、事前に登録した商品の注文は全て自
動で出荷。注文の不備や万一のトラブルが発生した際には、
メールで通知が届きます。
※特定の注文のみ、自動出荷せずに止めておく機能もあり
ます（特殊な梱包が必要な商品など）。

特殊な梱包や
加工が必要な商品など

エラー時のみ通知



事前に登録した商品だけを自動で出荷
自動で出荷したい商品（清長倉庫に預けているもの）をCSVでシッピーノに登録。
対象商品の在庫は自動で同期。
シッピーノに登録された商品のみを対象に、
モールから自動で注文を取得し、自動で出荷します。

商品登録

CSVアップロード

Yahoo! 商品コード SKU
11111 aaaa
22222 bbbb
33333 cccc
44444 dddd



注文承認メール（サンクスメール）＆
出荷完了メールを自動で送信
文面をカスタマイズする事も可能です。

取り込んだ注文は、リアルタイムで
状況を確認できます
管理画面では、 注文の出荷状況を一覧表示で確認する事が可能。
・注文日時・注文者氏名・出荷ステータス
・出荷番号（受注にシッピーノ連を付与した番号です。） 



さらに自社出荷対象の注文でも、作業負担を軽減！
クレジット・コンビニ前払い・スイカ払い・ケイタイ払いは完全自動。

クレジットカード決済の場合

新規注文 入金待ち

店舗様にて行う作業 シッピーノが自動で行う作業

出荷待ち 出荷処理中 注文完了待ち 完了

ストアクリエイター Pro（管理画面上での）注文ステータス

出荷完了後、
・出荷完了メール
・ストアクリエイターへの配送情報登録
を自動処理。その後「完了」に移動。

「注文承認メール」を自動で送信。
倉庫へ自動で出荷指示。
「出荷処理中」に移動します。

「注文承認メール」を自動で送信。
「出荷待ち」に移動します。

店舗様にて
「出荷処理中」
に移動。

店舗様にて
「注文完了待ち」
に移動。

店舗様にて
「完了」に移動。



コンビニ前払い・ケイタイ払い
スイカ払いの場合

新規注文 入金待ち

店舗様にて行う作業 シッピーノが自動で行う作業

出荷待ち 出荷処理中 注文完了待ち 完了

ストアクリエイター Pro（管理画面上での）注文ステータス

出荷完了後、
・出荷完了メール
・配送情報の登録
を自動処理。その後「完了」に移動。

「注文承認メール」
を自動で送信。
「入金待ち」に移動します。

「注文承認メール」
を自動で送信。
「入金待ち」に移動します。

シッピーノが
自動で入金を検知し、
倉庫へ出荷指示。
「出荷処理中」に移動します。

シッピーノが
入金を検知後、
「出荷待ち」
に移動します。

店舗様にて
「出荷処理中」
に移動。

店舗様にて
「注文完了待ち」
に移動。

店舗様にて
「完了」に移動。



後払い決済の場合

新規注文 入金待ち

店舗様にて行う作業 シッピーノが自動で行う作業

出荷待ち 出荷処理中 注文完了待ち 完了

ストアクリエイター Pro（管理画面上での）注文ステータス

「注文承認メール」を自動送信。
倉庫へ自動で出荷指示。
「出荷処理中」に自動で移動します。

出荷完了後、
・出荷完了メール
・配送情報の登録
を自動処理。
「注文完了待ち」に移動。

店舗様にて入金を確認後、
「完了」に移動。

店舗様にて
「出荷処理中」
に移動。

店舗様にて
「注文完了待ち」
に移動。

店舗様にて
「完了」に移動。

「注文承認メール」を自動送信。
「出荷待ち」に自動で移動します。



銀行振込の場合

新規注文 入金待ち

店舗様にて行う作業 シッピーノが自動で行う作業

出荷待ち 出荷処理中 注文完了待ち 完了

ストアクリエイター Pro（管理画面上での）注文ステータス

「注文承認メール」
を自動送信。
「入金待ち」
に移動します。

「注文承認メール」
を自動送信。
「入金待ち」
に移動します。

出荷完了後、
・出荷完了メール
・配送情報の登録を自動処理。
「完了」に移動します。

自動で倉庫へ
出荷指示。
「出荷処理中」
に移動します。

店舗様にて
「出荷処理中」
に移動。

店舗様にて
入金確認後
「出荷待ち」
に移動。

店舗様にて
入金確認後
「出荷待ち」
に移動。

店舗様にて
「注文完了待ち」
に移動。

店舗様にて
「完了」に移動。



シッピーノの導入はとってもカンタン
すでにFBAをご利用頂いている方なら、最短１営業日で自動出荷が可能。
設定などに不安がある方も、お電話で１からサポート致します。

すでにAmazonに出店している方なら、
面倒な商品登録の代行も行います。
シッピーノ独自のコンバートツールを使い、Amazon の商品情報を元にYahoo! ショッピングへの商品登録を行います。
※オプションサービスとなります。詳細はお問い合わせください。

無料で使ってみる



Yahoo!ショッピング - ロジモプロ プラン

※その他更新料・保守費用などもかかりません。
※本お見積もりには、ロジモプロのご利用料金は含まれておりません。

初めの１ヶ月は無料です。
さらに２ヶ月ご利用頂き、効果が実感できなければ全額返金致します。

無料トライアルで、便利さを実感してください

初期費用

※一月あたりの自動出荷件数 ※登録SKU数
月額費用１ 月額費用２

~30 件 ~500SKU 0 円

5,000 円
10,000 円

501~1,000SKU

1,001~3,000SKU

3,001~SKU

０円

31~400 件

401~10000 件

10001~ 件

出荷件数 ×３９円

一律5,900円

一律10,000円

別途お見積もり 別途お見積もり

（税別）



導入もトラブル対応も。安心の電話サポート
API って何？RMSって？初めてで言葉がよく解らない…という方でもご安心ください！
専任のカスタマーサポートチームが、１から丁寧にご案内します。
どんな質問でも、お気軽にお問い合わせください！

0120-948-139
シッピーノ カスタマーサポート　10 :00 ~18 :00　[ 土日祝除く ]

メールでのお問い合わせはこちら
cs_support@w-takumi.com



ECショップが、
より効率的に、よりクリエイティブな
時間をつくれますように。

「他には真似できない素晴らしい商品を生み出

したり、他社にはない価値を生み出したり。

ショップ運営で自動化できる部分を自動化する

事で、そんなクリエイティブな時間をどんどん

増やしていきたい。価格競争やクーポン、ポイ

ント合戦、ライバル社の真似に疲弊しない、強

い ECショップに。」

シッピーノはそんな事を実現する為のサービス

を生み出す会社です。自社でも ECショップを

運営し、月間1,000 件の注文が入りますが、 

その受注・出荷業務の専属スタッフはいません。

受注処理、出荷業務のほぼ全てを自動化し、そ

のかわりにシッピーノのようなサービスを生み

出す時間に注力しています。

シッピーノ社が湘南ビーチの目の前にオフィス

を構えるのは、そんなクリエイティブな働き方

を実現するためです。「シッピーノが無ければ

EC運営は行っていなかった」という声も多数

頂いています。 シッピーノは、そんな効率的な

EC運営に無くてはならないサービスである事

を今後も目指し続けます。シッピーノ株式会社
代表取締役 田渕　健吾



会社概要
社名

所在地

シッピーノ株式会社　Shippinno Inc.

神奈川県茅ヶ崎市中海岸 4丁目 12986 番 52
サザンビーチヒルズ 5F

代表取締役　田渕健悟
取締役　鈴木 淳也

資本金 1億 100 万円（資本準備金含む）

役員
Hamee 株式会社

EC事業者向けWEBシステム開発
自動出荷サービス「シッピーノ」の運営
レンタルスペース「カッシーノ」の運営

事業内容

電話番号

メール

資本金

主要株主

役員

0120-948-139（平日 10:00~18:00)

cs_support@w-takumi.com



まずはお気軽にご相談下さい。

シッピーノ カスタマーサポート 10 :00 ~18 :00　[ 土日祝除く ]
0120-948-139

物流アウトソースサービスの選び方
店舗運営についてのお悩み
自動化して業績を伸ばした事例

導入についてのお悩み・疑問点
シッピーノの仕様・デモ

ネットショップの効率化に関わる事なら、
専門のカスタマーサポートチームがすぐにご対応致します！




