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ネットショップ向けクラウドパッケージにおいて、 

「Yahoo!ショッピング連携サービス」を開始 

～サービス開始に伴うご利用促進キャンペーンを実施～ 
 

SBR グループ（株式会社 SBR（本社：東京都港区、代表取締役社長：髙梨 宏史）並びに連結子

会社である株式会社くるねっと、及び株式会社イーフロッグ）は、本日、クラウドパッケージを利用

した独自ドメインのネットショップから、ヤフー株式会社が運営するインターネットショッピングサ

イト「Yahoo!ショッピング」へ商品情報を自動で掲載することが可能となる「Yahoo!ショッピング

連携サービス」を開始します。 

また、株式会社くるねっとは、「Yahoo!ショッピング連携サービス」の開始を記念し、Yahoo!ショ

ッピングへの掲載に掛かる費用の一部を当社が負担する「Yahoo!ショッピング連携サービス・ご利

用促進キャンペーン」を実施します。 

 

 

【Yahoo!ショッピング連携サービスについて】 

 

「Yahoo!ショッピング連携サービス」とは、Yahoo!ショッピングへ出店することなく、クラウドパッケ

ージを利用した独自ドメインのネットショップ（以下「ネットショップ」という。）に掲載している商品を、

自動で Yahoo!ショッピングへ掲載することができるサービスです。本サービスを利用することにより、

Yahoo!ショッピングにアクセスしたユーザーを、ネットショップにダイレクトに送客することができるよ

うになります。 

本サービスを実現するシステムには、自社で開発しました DADI テクノロジ※１を採用し、ネットショッ

プ運営者に負担を掛けることなく、精度の高いデータフィード※２を実現しています。 

 

※1:  DADI テクノロジとは、Difference Alteration Data Interchange テクノロジの略で、異なるフォーマットのデータ送受信を

行う場合に、データ形式の変換、データの削除・変更を行い、また、不足するデータがあれば他のデータから類推してデータ

を補完する技術のことを言います。削除・変更・補完の機能は、人的な修正結果を蓄積することで精度が向上します。 

※2: データフィードとは、Web サイトから更新情報、ページの一覧、概要などをまとめたデータを配信すること、及びその配信さ

れるデータを示します。 

 

 

【Yahoo!ショッピングについて】 

 

 

 

Yahoo!ショッピングは、ヤフー株式会社が運営する日本最大級のインターネットショッピングサイトで

す。 

URL:http://shopping.yahoo.co.jp/ 

http://e-words.jp/w/WebE382B5E382A4E38388.html
http://e-words.jp/w/E38387E383BCE382BF.html
http://shopping.yahoo.co.jp/


【Yahoo! JAPAN ID のご利用について】 

 

「Yahoo!ショッピング連携サービス」を導入しているネットショップでは、商品購入時に、Yahoo! 

JAPAN ID の利用が可能となるため、購入者が購入金額に応じて Yahoo!ポイントが貯めることができるう

えに、決済手段として Yahoo!ウォレットの利用が可能となります。 

 

 

【Yahoo!ショッピング連携サービスのご利用料金】 

 

（税込） 

 初期費用 月額費用 従量課金 

Yahoo!ショッピング 

商品掲載サービス ０円 ０円 ７％※１ 

Yahoo!ポイントプログラム ０円 525 円※２ １％※３ 

Yahoo!ウォレット 

決済サービス ０円 
3,150 円～※４ 

3.6％※６ 
525 円※５ 

※1: Yahoo!ショッピング経由で商品が売れた場合、販売金額に応じた売上手数料 7%（税別。１円未満切り捨て）をお支払い

下さい。 

※2:Yahoo!ポイントプログラムのシステムに接続する費用として、ポイントシステム接続料 525 円/月が必要になります。 

※3:購入者が Yahoo! JAPAN ID でログインして購入した場合、代金の 1%（小数点以下切り捨て）以上の Yahoo!ポイントを

購入者に付与し、1%1 円換算で原資の負担が必要になります。 

※4:「Yahoo!ショッピング連携サービス」をご利用になるには、Yahoo!ウォレット決済サービス（月額 3,150 円～/入金月１

回）にお申し込み頂く必要があります。（Yahoo!ウォレットのお申し込みには審査があります。）（Yahoo!ウォレット決済

サービスの月額費用は、ヤフー株式会社との直接契約になります。） 

※5:Yahoo!ウォレット決済サービスのシステムに接続する費用として、決済システム接続料 525 円/月が必要になります。 

※6:Yahoo!ウォレット経由で商品が売れた場合、販売金額に応じた決済手数料 3.6%（非課税）をお支払い下さい。 

 

 

【Yahoo!ショッピング連携サービス・ご利用促進キャンペーン実施について】 

 

株式会社くるねっとは、「Yahoo!ショッピング連携サービス」の開始を記念し、「ホームページマイスタ

ー for ネットショップ」の新規及び既存のご契約者が、「Yahoo!ショッピング連携サービス」をご利用頂

きますと※、Yahoo!ショッピング連携サービスに掛かる費用の一部を、期間限定で当社が負担するキャンペ

ーンを実施します。 

 

Yahoo!ショッピング連携サービス・ご利用促進キャンペーン 

 

キャンペーン内容 

 

クラウドパッケージの月間サービス利用料から、月額 3,150 円（税込）を

上限として値引きをすることで、ヤフー株式会社から請求される Yahoo!ウ

ォレット決済サービス基本手数料の一部を当社が負担します。 

 

キャンペーン対象 ホームページマイスター for ネットショップ 

※Site Director for EC は、本キャンペーンの対象外です。 

 

※: 「Yahoo!ショッピング連携サービス」をご利用頂くには、Yahoo!ウォレット決済サービス（月額 3,150 円～/入金月１回）にお

申し込み頂く必要があり、Yahoo!ウォレットのお申し込みにはヤフー株式会社の審査がありますので、「Yahoo!ショッピング連

携サービス」にお申込み頂いても、ご利用頂けない場合もあります。 



【Yahoo!ショッピング連携サービスを利用できるクラウドパッケージ】 

 

クラウドパッケージは、ネットビジネスを展開する企業に対し、ホームページの企画・構築・保守・運営

サポートをパッケージングして提供するサービスです。詳しくは、http://www.iflag.jp/よりご覧下さい。 

「Yahoo!ショッピング連携サービス」をご利用頂くには、下記のクラウドパッケージのご契約が必要と

なります。クラウドパッケージの商品概要につきましては、下記の URL よりご覧下さい。 

 

 

商品名： ホームページマイスター for ネットショップ 

ＵＲＬ： http://www.hpmeister.jp/ 

販売元： 株式会社くるねっと 

 

 

商品名： Site Director for EC 

ＵＲＬ： http://www.sitedirector.jp/ 

販売元： 株式会社イーフロッグ 

 

【SBR グループ について】 

 

■株式会社 SBR の会社概要 

 

（１）社名 株式会社 SBR（JASDAQ：2759） 

（２）代表者名 代表取締役社長 髙梨 宏史 

（３）本店所在地 東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビル A 館 1 階 

（４）設立年月日 平成 9 年 6 月 11 日 

（５）資本金 81 億 5,187 万円（平成 23 年 3 月末） 

（６）事業内容 小企業向け IT ソリューション事業 

（７）URL http://www.sbr-inc.co.jp/ 

 

■株式会社くるねっとの会社概要 

 

（１）社名 株式会社くるねっと（㈱SBR の 100％子会社） 

（２）代表者名 代表取締役社長 髙梨 宏史 

（３）本店所在地 東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビル A 館 1 階 

（４）支店所在地 大阪、名古屋、広島、福岡 

（５）設立年月日 平成 23 年 2 月 1 日 

（６）資本金 1 億円（平成 23 年 3 月末） 

（７）事業内容 小企業向けインターネットホームページの 

企画、制作、運営、サポート 

（８）URL http://www.crewnet.co.jp/ 

 

■株式会社イーフロッグの会社概要 

 

（１）社名 株式会社イーフロッグ（㈱SBR の 100％子会社） 

（２）代表者名 代表取締役社長 髙梨 宏史 

（３）本店所在地 東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビル A 館 1 階 

（４）設立年月日 平成 23 年 2 月 1 日 

（５）資本金 1 億円（平成 23 年 3 月末） 

（６）事業内容 インターネットホームページの企画、制作、運営、サポート 

（７）URL http://www.efrog.co.jp/ 

 

 

http://www.iflag.jp/
http://www.hpmeister.jp/
http://www.sitedirector.jp/
http://www.sbr-inc.co.jp/
http://www.crewnet.co.jp/
http://www.efrog.co.jp/


【商品・サービスに関するお問合せ】 

 

株式会社くるねっと 

TEL：0120-934-890 
（受付時間：月～金 9:00-19:00） 

※土日祝日、弊社指定休日を除く 

株式会社イーフロッグ 

TEL：0120-945-405 
（受付時間：月～金 9:00-19:00） 

※土日祝日、弊社指定休日を除く 

 

【プレスリリースに関するお問合せ】 

 

株式会社 SBR 総合企画部（Tel : 03-5733-4492 ／ E-mail : ir@sbr-inc.co.jp） 

 


