
網走商工会議所公式 

 

 

販売サイト構築のご提案 

網走商工会議所 緊急経済対策本部 
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はじめに 

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言によって、 

全国的な自粛が約1ヶ月半にわたり行われ、様々な経済活動

が著しく停滞しております。 

緊急事態宣言解除されたとは言えども、 

このムードの収束まで相当な時間がかかるとみられます。 

網走商工会議所緊急経済対策本部では、この状況を鑑み、 

変化する生活様式に対し、網走が一丸となって取組み 

「ピンチをチャンスに変える」 

網走の訴求へ向けたプロジェクトを企画しました。 
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コンセプト 

自粛ムードの中、「巣ごもり需要」の急増により、 

全国的にネット通販のニーズが急伸しております。 

そこで会員の皆様の負担を極力抑えて導入しやすく、 

網走の名産品や観光資源を訴求できる、特設の通販サイトを

立ち上げ、全国へ向け 

「あばしりを自宅で満喫していただける」 

商品の販売を行い、あばしりを「自満」してもらおうという 

プロジェクトです。 

※「自満」とは自宅で満喫を短縮した造語で、後日あばしりを実際に訪れ、 
自ら満喫してもらおうという期待の意も込めています。 
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 会員の皆様の負担を極力抑えて導入しやすい。 

初期費用0円で商品をyahoo!ショッピングで専用のモール（商店街）にて販売で

きます。また売れた分の手数料だけで販売できますので、価格を設定しやすく、

通販専用の商品も作れます。 

 アクセス数を期待できるyahoo!ショッピングのメリット 

自社サイトよりもYahoo!ショッピングでの

販売を行うメリットはその「集客力」です。

商品にたくさんの人がよりアクセスできる近

道です。 

商工会議所への申し込み手続き後、1年間は商品登録無料で販売開始できます。 

各販売者様は注文を受けて発送するだけのサービスです。 
※別途ヤマト運輸との掛売契約・送料の設定が必要です。 
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3  地元網走の訴求もこのページで行なっていきます。 

網走の魅力や名産、観光案内などもまとめたページも共に公開し積極的にアピール

していきます。 

概要 
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販売フロー 

会員 

Yahoo!ショッピング 
で販売 

商工会議所 

情
報
共
有 

株式会社パイロン 

メ
ー
ル
や
フ
ォ
ー
ム
な
ど
で 

製
品
情
報
・
写
真
な
ど
ご
提
供 

発
送 

販売情報提供 

売上情報共有 

モール手数料 4.5%程度 

弊社手数料 5.5％程度 

製品登録時の検討事項 
• あらかじめ商品の大きさや送料の設定が必要。 
• 在庫や納期の提示が必要（出荷可能日などをご明示いただく） 
• クロネコヤマトでの発送、クールも使えます。 

申
込 

ご入金（手数料差引後） 

とりまとめ 

送料は購入者負担 

入金情報共有 
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画面イメージ 

詳細（カートに入れる）ページ 
（Yahoo!ショッピング内に 

専用ページ制作） 

トップページ（本PJ専用ＵＲＬを製作） 
  

販売ページ 
（「soko」Yahoo!ショッピング内に 

専用ページ制作）   
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詳細事項Ｑ＆Ａ 

 発注はどのようになりますか? 

商工会議所と販売代行企業とが売上入金データを毎日送信し共有します。また、商品がお客

様から注文がありましたらすぐ（1時間以内）にメールやFAXにて発注書を各店舗へお送りし

ます。 
※ただし土・日・祝日または年末年始については業務を休ませていただきます。 

Q 

 商品写真がないのでどうしよう? 

「商品の写真がない」という販売店様も無料（１アイテム1枚まで）で代行業者に現物をお送り
いただき撮影いたします。 
※商品写真撮影については、2枚目以降は1枚あたり2,000円（税別）で承ります。 

Q 

 売上金の管理と入金はどのようになりますか? Q 

売上の口座については、売上管理口座を開設し、網走商工会議所も管理いたします。 

売上金の入金については、お客様への商品到着後30営業日以内に生産者様へ販売手数料を差

し引きの上ご入金します。 

 販売できる商品は食品だけですか? Q 

違います！本販売サイトでは会員の皆様が取り扱う商品の販路拡大のためにあります。 
なので食品に限りません。例えば、ホテル・旅館業なら宿泊券、鉄工所なら工業製品、美容室な
らシャンプーセット等、あらゆる商品が販売可能です。また、飲食店がお得なお食事券を販売す
ることも可能です。 
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 スケジュールを教えてください Q （予定です） 

6/23〜   参加募集・申込開始 

〜6/23  会員様への本プロジェクト説明会・周知 

7/中旬〜   商品掲載開始（以降随時募集受付してまいります） 

参加／申込にあたっては、会員様の営業日（発送可能予定日）・ヤマト運輸との
掛売り契約・発送物大きさ・クールの必要有無など事前の登録が必要ですので、
詳細はお申込時に打ち合わせさせていただきます。 

  

 １年間の商品登録無料って何個まで? 

商品登録については、ネット通販サイト開設から１年間10アイテムまで無料で承ります。 
※上記日時以降、または11アイテム以上のご登録は1商品2,000円（税別）を申し受けます。 

Q 

詳細事項Ｑ＆Ａ 
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 本ネットショップにおいて、開設記念をはじめとする合
計３回に亘り、一度に１万円以上（税込）お買い上げのお
客様を対象に抽選で網走限定日専連商品券が貰えるキャン
ペーンを行う予定しています。 
 本キャンペーンは、ネットショップにおいて網走を自宅
で満喫していただいうえで、実際に網走へ訪れようとする
きっかけを生み出します。 
 また今後、政府が推進する「ＧＯＴＯキャンペーン」と
併せ、旅行の行き先において網走が選択肢になる相乗効果
が期待され、まさに疲弊する観光に対しても一石を投じら
れる企画になると考えています。 

  

その他 

 キャンペーンの開催 
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 キャンペーン内容 

本キャンペーンは共同懸賞にあたります。 
「懸賞による景品等の提供に関する事項の制限」第4項の1 
一定の地域における小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合 に該当 

  
①告示方法 ：網走商工会議所特設サイト、既存ＨＰ、ショッピングモールバナー広告 
②開催期間 ：開設後１年間で３回開催予定、各回とも４０〜６０日の期間で開催 
③対象者  ：当会ショッピングサイトでの１万円以上（税込）の購入者 
       ※同一購入者が幾度１万円以上の購入を行った場合、 
        当選確率は上がるが当選は１度しかないものとする。 
④決定方法 ：権利者の中から厳正なる抽選をもって決定。 
⑤景品総額 ：景品法に則り、売上予想額の３％以内で設定            
⑥景品内容 ：網走市限定日専連商品券（有効期限は当選通知より６ヶ月以内） 
⑦景品最高額：特賞 商品券５万円分を予定。（その他の賞は検討中） 
⑧当選連絡 ：当選者へメールにて通知、後日引換証と観光パンフを同封し郵送。 
⑨引換場所 ：「道の駅」流氷街道網走内網走市観光協会窓口にて引換。 
⑩運営主体 ：網走商工会議所 

 

  

その他 

その他 
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 キャンペーン内容 

  

その他 

その他 

各キャンペーンスケジュールの予定ついて 

１回目～オープン記念キャンペーン（仮称） 
    期  間：令和２年７月中旬～９月末まで 
    当選発表：令和２年１０月中旬（メールにて通知） 
         １０月末までに引換証郵送 
    有効期限：令和２年１１月１日～令和３年３月３１日まで 

２回目～歳末キャンペーン（仮称） 
    期  間：令和２年１１月中旬～１２月末まで 
    当選発表：令和３年１月中旬（メールにて通知） 
         １月末までに引換証郵送 
    有効期限：令和３年２月１日～令和３年７月末まで 

３回目～オホーツク海明けキャンペーン（仮称） 
    期  間：令和３年３月１日～４月１０日頃まで 
    当選発表：令和３年４月２０日頃（メールにて通知） 
         即４月末までに引換証郵送 
    有効期限：令和３年５月１日～令和３年１０月３１日まで 
 

年末年始～流氷観光
シーズンへの来網期待 

流氷観光シーズン、Ｇ
Ｗ、オホーツク夏祭りへの
来網期待 

ＧＷ、夏季休暇、ＳＷへ
の来網期待 
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 キャンペーン内容 

  

その他 

 

①網走市内約500店舗にて商品券のご利用が可能となります！ 
 

ニッセンレンエスコート加盟店網を活用することで、市内約500店舗でご利用可能となり、 
観光客の利便性と満足度も期待でき、さらに商品券取扱い店舗の募集・管理も不要です。 
※加盟店以外の新規取り扱いについてもニッセンレンエスコートが積極推進します。 

 

②商品券に関わる煩雑な業務をすべて代行してもらえる！ 
 

ニッセンレンエスコート商品券を利用することで、ニッセンレンエスコートが発行会社となり、 
商品券関連業務（発行・偽造防止・回収・精算等）を全て代行致してもらえます。 

 

③商品券の利用状況など「効果検証」が可能！ 
 

どこのお店、業種で、いくら商品券が利用されたかなど、 
今回実施施策の効果検証が容易になります。 

ニッセンレンエスコートによる網走限定商品券について 

その他 
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 キャンペーン内容 

  

主な網走市内ご利用可能可能店舗（一部抜粋） 
網走市内約500店舗（300法人）とクレジットカード加盟店契約を締結している。 
※事業開始前に案内を送り、参加の意思をNO方式（不参加の場合のみ返信）で確認予定です。 
 

ニッセンレンエスコート網走市内加盟店（一部抜粋） 

観光・飲食店 抜粋 

道の駅 流氷街道網走 丸北北都みやげ店（各店） 吉村みやげ店 監獄店 

カンコーサービス流氷館店 カンコーサービス監獄店 レストランアルカディア 

オホーツク産直市場かにや 増田水産 北の浜市 今野商店 

YAKINIKU網走ビール館 オーベルジュ北の暖暖 カラオケ歌屋 

北海ホテル 鶴雅リゾート 網走セントラルホテル 

網走ロイヤルホテル ホテルオホーツク・イン カネ活渡辺水産 

ホテル網走湖荘 やすらぎの宿B＆Bあばしり 金川商店 

マルキチシーフーズ 能取の荘かがり屋 ホテルサンアバシリ 

網走ハイヤー 網走北交ハイヤー 寿し安 

鮨ダイニング 月 ＫＩＹＯＭＡSA 回転寿司ビック・サン 

中鮨 網走原生牧場観光センター 炭火ダイニング輪 

龍寿し すし屋のきた浜 五十集屋 

資料：ニッセンレンエスコート提供 

その他 
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 キャンペーン内容 

  

網走市限定商品券イメージ 
◆発行事業者     ニッセンレンエスコート 
 
◆券面イメージ    網走市様フリーデザインで作成。券面額は1,000円券を想定しています。     
      
◆有効期限      発行から6か月以内（6か月を超える場合、資金決済法が適用されます。）    

 
あばしり自満クーポン（仮） 

￥1,000 
 

有効期限：    年  月  日 

 
※網走市取扱店のみでご利用いただけます。    

                           上辺から6ｍｍ ｛ 
                                     0000000000000 ---- 

￥1000                                           ↑ 

                                          右辺から6ｍｍ 
１、このクーポンは網走市取扱店でのみご利用になれます。 
２、--------------------------------------------- 
３、--------------------------------------------- 
４、--------------------------------------------- 

 

発行     株式会社ニッセンレンエスコート            発行年月日 
                                    有効期限 

運営     網走商工会議所  
 

※券面サイズ 
  縦76ｍｍ×横160ｍｍ 

◆表面 

◆裏面 

偽造防止パール加工 

コピー牽制あり 

その他 
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代行業者紹介 

販売代行担当 株式会社パイロン 会社概要 

主な業務内容 

広告・デザイン・WEBシステム開発・商品開発 

クラウドシステム・サーバ構築・設計（AWS等） 

CMS（Wordpress・ECCube等）導入・コンサルティング 

本社所在地 〒060-0033 札幌市中央区北3条東5丁目5番地 岩佐ビル3F 

TEL 011-252-9388 FAX 011-252-9387    MAIL info@pylon.co.jp 

代表取締役 山田潤 

スタッフ 7名（うち東京スタッフ1名） 

主要お取引先 

株式会社北海砥石商会・菓か舎（株式会社三八）・株式会社サンコー・札幌市役所・ 

株式会社MIERUNE・幡本印刷株式会社・奥山建設株式会社 
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