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はじめに 

初めてのもしもドロップシッピングのショップ作成には、ショップできすぎくんが最適です。

HTML や CSS の知識がなくても、パーツを置いて行くだけで、かんたんにショップの作成

ができます。 

 

どんな商品を扱うか決めたら、さっそくショップできすぎくんで、あなたの最初のショップ

を作りましょう。 

 

「ショップできすぎくん操作マニュアル【ショップ開設編】」では、ショップできすぎくん

のショップ公開までを解説しています。動画は以下の URLから視聴できます。 

https://www.youtube.com/watch?v=nc2PaRE_9YI 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nc2PaRE_9YI
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【１.ショップを作ろう】 

もしもドロップシッピングの管理画面に入ります。 

「ショップできすぎくん」ボタンをクリックすれば、ショップ作成の始まりです。 

 

「ショップを作る」ボタンをクリックします。 
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1-1ショップデザインの選択 

「ショップを作る」ボタンをクリックするとショップデザインの選択画面に移ります。 

作る商品のイメージに合わせてショップのデザインを選択するところです。 

本マニュアルでは例として「シングル収納ベッド」のショップを作成します。 

 

「デザインを選んでください」の下にあるデザインカテゴリの文字をクリックすると、デザ

インの絞り込みができます。「全て」を選べば、すべてのデザインが表示されます。 
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各デザインの小さな画像の下にある「パソコン見本」のボタンをクリックすると、デザイン

のイメージが表示されます。右側のグレーのスクロールバーを動かして見えないところも確

認できます。見本は、右上の「×」をクリックすれば閉じます。 

 

使いたいデザインの上にマウスカーソルを乗せると、「選択する？」の文字が浮かびます。 
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「選択する？」をクリックすると、「選択中」のマークが付きます。デザイン選択の画面で

は何回でも選択し直しが可能です。 

 

決まったら、下へスクロールして「ショップ名・URL 設定へ」ボタンをクリックします。 
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1-2ショップ名・URL決定 

ショップ名入力画面が開きます。 

ここで、ショップ名とショップを公開する URL を決めます。 

 

 

○ショップ名は、取り扱う商品の名前やジャンルを含めて考えましょう。 

今回の例では、「シングル機能付き収納ベッド」を扱います。そこで、 

「シングル収納ベッド通販専門店～一人暮らしにピッタリ！各種取り揃え」と仮に決めます。 

ショップ名は後からでも変更が可能です。 
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○ショップ URL は、http://shop.moshimo.com/の後の文字列を作ります。 

小文字の英数字と『 _ 』のみ使えます。 

商品に関連した英数字を使うのが一番わかりやすいです。ただし、この URL は先着順とな

っていて、他の人が過去に取得しているものは使えません。 

一度 URL を入れてみて、「確認する」ボタンをクリックしてみましょう。 

 

すでに取得されている場合は、このように枠が黄色に変化し、「その文字列は既に使用され

ています。お手数ですが、別の文字列を設定頂くようお願いします。」と表示されます。 

その時は違う英数字を設定し直しましょう。 
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1-3作ったショップ内容の確認 

URL が決まるとショップ内容の確認の画面に移動します。 

この画面上でデザイン、ショップ名、ショップ URL について確認します。 

「表示確認」をクリックして、ショップのイメージを見てみましょう。別のウィンドウが開

いて、今のショップのイメージが表示されます。 
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もし、ここでデザインやショップ名、ショップ URL を変えたいときには、右側にある 

「編集」ボタンをクリックしてもう一度選択し直します。 

 

確認してこれで OK なら、「公開予約してショップを作成する」をクリックします。 
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1-4ショップが作成される 

「ショップ公開予約完了」画面に移動します。公開予約までの時間が表示されます。 

 

ショップが作成されました。URL をクリックしてみましょう。 

できたてほやほやのあなたのショップを見ることができます。 
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＜パソコン表示＞ 

 

＜モバイル表示＞ 

この段階では、ショップの住所と店舗が出来ただけで

す。次に商品を追加していきましょう。 

 

「商品を追加する」ボタンをクリックするとすぐに商

品の追加が始められます。（2-2 からの手順です） 

「マイページへ戻る」ボタンで、ショップできすぎく

んのマイページ（あなたの専用ページ）へ移動してか

らでも、商品登録が可能です。次ページから解説しま

す。 
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【２.ショップできすぎくん操作マニュアルについて】 

ショップできすぎくん操作マニュアルにはこの「ショップできすぎくん操作マニュアル【シ

ョップ開設編】」以降、基礎から実践までをカバーする次のマニュアルがございます。（研究

生制度の正規受講開始後から順次ご利用いただけます） 

 

１．ショップできすぎくん操作マニュアル【基礎編】 

２．ショップできすぎくん操作マニュアル【サイドバー編】 

３．ショップできすぎくん操作マニュアル【トップページ編】 

４．ショップできすぎくん操作マニュアル【商品ページ編】 

５．ショップできすぎくん操作マニュアル【アクセス解析編】 

６．ショップできすぎくん操作マニュアル【お役立ちコンテンツ編】 

７．ショップできすぎくん操作マニュアル【画像加工編】 

 

このショップできすぎくん操作マニュアルシリーズの特徴は、ショップできすぎくんでのシ

ョップ作りの操作だけでなく、操作手順に沿ってショップ運営に取り組むことで、購入率

UP から集客の作業も実践していただけるという点です。どろっぷしっぴんぐ研究所の独自

ノウハウに加え、有力ショップオーナーの方も実践している内容をふんだんに反映した自信

作です。アクセス解析の導入方法やショップの顔となる看板画像、バナーの画像加工方法ま

で網羅しており、ライバルと差がつくショップが作成できるようになります。 
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【３.ショップできすぎくん操作マニュアルの概要紹介】 

3-1基礎編 

ショップできすぎくんの基本操作、手順を

示しショップを開設します。ショップの初

期設定、商品の登録方法、商品をグループ

分けの方法、ショップ店長プロフィールの

作り方、ショップの公開方法などの操作手

順を分かりやすく詳細に解説します。 

 

3-2サイドバー編 

リンクの貼り方、ランキング、店長あいさ

つの作り方を解説します。サイドバー編集

画面の基本的な使い方、全商品一覧のリン

クを設置する方法、店長からのご挨拶を表

示する方法、 おすすめ商品をランキングで

載せる方法、Amazon Pay のバナーを表示

する方法などの操作手順を分かりやすく詳細に解説します。 
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3-3トップページ編 

各要素を用いた商品の紹介方法などトッ

プページ編集を解説します。トップページ

に配置する要素について、トップページの

初期状態と商品説明文の編集方法、おすす

め商品特集を載せる方法、新着商品を載せ

る方法、売れ筋商品を載せる方法、カテゴ

リを載せる方法、売れ筋商品をランキング形式で載せる方法、コラムを載せる方法、要素の

順番を入れ替える・削除する方法などの操作手順を分かりやすく詳細に解説します。 

 

3-4商品ページ編 

キャッチコピー、説明文の装飾、お客様の

感想など成約率を高める商品ページ編集

を解説します。商品ページ編集の開き方、

キャッチコピーを入れる方法、おすすめポ

イントや商品説明を装飾する方法、イージ

ー★ライターでオリジナル文章を書く方

法、お客様の感想を載せる方法、お買い物カートを適切な位置に置く方法、よくある質問を

載せる方法などの操作手順を分かりやすく詳細に解説します。 
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3-5アクセス解析編 

無料で利用できる Google アナリティクス

の設置方法を解説します。Google アカウ

ントを取得して Google アナリティクスを

開始する方法、解析用タグを取得して解析

タグをショップに設置する方法、アクセス

解析の稼働チェック方法とアクセス解析で見るべき 3 つのポイント、自分のアクセスを除外

する方法、2 つ目のショップを追加する方法、解析するショップを切り替える方法などの操

作手順とアクセス解析の見方について分かりやすく詳細に解説します。 

 

3-6お役立ちコンテンツ編 

お客様の悩みに答えるお役立ちコンテン

ツの作り方を解説します。お役立ちコンテ

ンツを書くための準備、自由ページを使っ

てお役立ちコンテンツを書く方法、イージ

ー★ライターを使う方法、サイドバーから

リンクする方法などのコンテンツの作成方法と操作手順を分かりやすく詳細に解説します。 
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3-7画像加工編 

無料で利用できるツールを使って看板画像

やバナー作りを解説します。無料でオンラ

イン利用できる画像処理ソフトへのアクセ

ス方法、看板画像の作り方、看板画像を設

置する方法、バナーを作り方、バナーを設

置する方法、キャッチコピーを画像化する方法などの操作手順を分かりやすく詳細に解説し

ます。 
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【４.動画で学べる！ショップできすぎくん操作マニュアル】 

マニュアルに沿って解説する動画もご用意しております。動画では実際の操作と同じ画面で

操作手順が確認できるので、迷わず作業が進むようになります。下記のイメージの専用サイ

トから視聴します。（研究生制度の正規受講開始後から順次ご利用いただけます） 

 



ショップできすぎくん操作マニュアル【ショップ開設編】 

- 21 – 

ショップできすぎくん操作マニュアル【ショップ開設編】 

【５.研究生制度について】 

全国どこからでも受講できる通信コースが『研究生制度』です。ご自身の状況に合わせて３

つのコースから選べます。詳しくは、下記の URL のページをご覧ください。 

 

□ 研究生制度（ドロップシッピング 3 カ月集中講座） 

http://www.ds-lab.jp/courses/ 

 

http://www.ds-lab.jp/courses/
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【注意事項】 

 『ショップできすぎくん操作マニュアル【基礎編】』（以降本教材）は著作権法で保護され

る著作物です。下記の点にご注意をいただき、ご利用ください。本教材の著作権はどろっぷ

しっぴんぐ研究所に属します。どろっぷしっぴんぐ研究所の許可なく、本教材の全部又は一

部をいかなる手段においても複製、転載、転売等をすることを禁じます。著作権法違反の行

為があった場合、またその他不法行為に該当する行為があった場合は、関係法規に基づき法

的手段による解決を行います。 

 

 本教材に書かれた情報は、作成時点でのどろっぷしっぴんぐ研究所による見解であり、本

教材の作成には万全を期しておりますが、この教材を利用することで生じた結果につきまし

て、どろっぷしっぴんぐ研究所は一切の責任を負わないことを予めご了承ください。また、

どろっぷしっぴんぐ研究所は許可なく誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う場合

があります。また、本教材で紹介しているサイトや商品等はリニューアルや取扱中止、登録

停止等の事情により、変更または閲覧不能とる可能性がございます。何卒ご了承ください。  
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