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誰でも簡単にデザイン性の⾼いEコマースサイトが
作成できる仕組みを提供しています。

ネットショップ作成サービス
「BASE」(ベイス)のご紹介

BASE株式会社
〒106-6237 東京都港区六本⽊３丁⽬２−１六本⽊グランドタワー37F
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⽉額費⽤‧初期費⽤は不要。
商品が売れた時のみ、
売上に応じた⼿数料をお⽀払い頂きます。

決済導⼊がかんたん。
クレジットカード⽀払いの即時審査など、
決済機能の導⼊が簡単に。

多彩なデザインテンプレート。
デザインスキル‧コーディング知識不要で
おしゃれなショップを作れます。

「BASE」は、誰でも簡単にネットショップが作成できるサービスです。

ネットショップ開設サービス「BASE（ベイス）」

ネットショップ作成サービス「BASE」
https://thebase.in/
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「これから始める」「もっと気軽に運営したい」そんな⽅にこそお勧めです

例えばこんな⽅に

ネットショップを始めてみたい！
でも難しそう‧‧‧

⽉々のコストの負担が不安‧‧‧

テストマーケティングの
実施場所を探している

そもそもホームページも持っていない

ホームページは持っているが、
注⽂は電話とFAXで受け付けている

「誰でもかんたんに使える」がコンセプト
操作がカンタンな「BASE」をお勧め！

「BASE」なら「初期費⽤‧⽉額費⽤」0円！

「BASE」ならホームページ代わりにも使える！

ネット注⽂で業務効率化＆24時間受付可能！
⾯倒な、⼊⾦確認の作業も不要に！

まずはネット販売からスタートし、
お客さんの反応を⾒てみてはいかがでしょうか？
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BASEかんたん決済

①代⾦の⽀払い

③引出申請

④お振り込み

②商品を発送

ネットショップのめんどうなところを解消する、
それがBASEかんたん決済
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BASEかんたん決済利⽤料
/サービス利⽤料 6.6%+40円

初期費⽤‧⽉額費⽤ 0円

個⼈でも決済機能をかんたん導⼊。審査もスピーディー！

BASEかんたん決済

• ショップオーナー様の商品が売れた時のみ、1決済あたり上記の決済
⼿数料‧サービス⼿数料をいただきます。

• どの決済でお客様が買い物をされても弊社が決済の仲介に⼊り、
ショップオーナー様と購⼊者様の信⽤性と安全性を保証します。

※注⽂の合計⾦額（商品代⾦＋送料）に対して

※クレジットカード決済は JCB / アメリカン‧エキスプレスカードのみ利⽤準備期間あり。
※VISA/MASTERのカードブランドは申請後すぐに利⽤可能。
特定商取引法に基づく表記にて【個⼈】を選択している場合、申請後２〜３営業⽇後から使⽤可能。
特定商取引法に基づく表記にて【法⼈】を選択している場合、１〜2か⽉の審査期間が必要。

クレジットカード

キャリア決済

銀⾏振込

コンビニ⽀払い‧
Pay-easy

後払い

PayPal

※ ※

後払い
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振込期間の短縮化

BASEかんたん決済を通して計上された売上⾦は「振込申請」を⾏なうことでご指定の⼝座にお振込。
お振込スピードも10営業⽇と、業界内でもとてもスピーディー。

※申請時には⼀律250円の振込⼿数料をいただきます。また２万円未満の申請には500円の事務⼿数料も発⽣します。
※申請は１⽇１回までとなり、1度に振込可能な⾦額は100万円までとなります。
※「お急ぎ振込」をご利⽤された場合は、追加料⾦が掛かります。



© 2012-2020 BASE, Inc. 7Confidential

充実の無料オプション機能、BASE Apps

ショップ運営のあらゆる課題を解決する拡張機能「BASE Apps」。
約30種類以上のオフィシャル拡張機能が、無料でかんたんにご利⽤いただけます。

送料詳細設定App商品や地域毎に、
送料を設定したい

メールマガジン配信App既存顧客に
メルマガ配信したい

クーポン発⾏Appクーポン利⽤して
キャンペーン実施したい

顧客管理App顧客毎の注⽂履歴
を確認したい

例えば‧‧‧

※⼀部有料のものがございます（ロゴ⾮表⽰App）。
※外部サービスとの連携を⾏うAppの場合、外部サービス利⽤時に有料となる場合があります。
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ショップ事例

ショップ活⽤事例インタビュー記事はこちら
https://note.com/base_note/m/me17cd78756c8

実際のショップ事例を以下よりご覧ください
https://thebase.in/category

https://note.com/base_note/m/me17cd78756c8
https://thebase.in/category
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「BASE」累計ショップ数の推移
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BASEを利⽤する場合にかかる費⽤（外部連携サービスを除く）

料⾦

オプション 項⽬ ⾦額 備考

初期費⽤ 0円 アカウントを登録し、ショップを公開するのにお⾦は掛かりません。
まずは気軽に開設してみたい⽅∕売上が発⽣するか不安な⽅でもスタートできます。

⽉額費⽤ 0円 その⽉の売上が0円でも、⽉額費⽤はかかりません。季節性のある商品や、不定期に販売
を⾏うお店でも安⼼です。

決済⼿数料‧
サービス利⽤料

1回のご注⽂の総合計
（送料含む）に対し

6.6%＋40円

【BASEかんたん決済⼿数料】1回のご注⽂の総合計（送料含む）に対し、3.6%+40円
【サービス利⽤料】1回のご注⽂の総合計（送料含む）に対し、3%

振込⼿数料‧事務⼿数料 【振込⼿数料】⼀律250円
【事務⼿数料】
2万円未満の場合：500円
2万円以上の場合：0円

ショップ指定⼝座へ売上⾦を振込む際に、【振込⼿数料】と【事務⼿数料】がかかります。

○ ロゴ⾮表⽰ ⽉額 500円
※無料お試し期間：7⽇

ショップ上のBASEロゴを⾮表⽰にすることができます。ブランディングをより意識する
場合に。

○ 有料デザインテーマ 5,000円〜13,200円
∕1回買い切り

HTMLやCSSと⾔ったWeb制作に必要な知識は全く必要なく、ハイクオリティなページデ
ザインを導⼊可能。ショップの⾒た⽬を、もっとキレイに‧便利にしたい場合に！

○ お急ぎ振込 決済⾦額に対して
1.5%

「お急ぎ振込」は、通常の⼿数料に加えて、決済⾦額の1.5%をお急ぎ振込⼿数料として
お⽀払いいただくことでご利⽤いただけます。
‧午前10時までの申請で翌営業⽇に⼊⾦
‧条件通過ショップに適⽤ ※ご相談下さい
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ネットショップ運営に関連した様々なサービスと連携し、悩みを解決！

外部連携サービス（Connect Apps）

運営管理 製造

配送認知拡⼤

かんたん発送
（ヤマト運輸連携）

バーチャル
オフィス売上管理

少額広告出稿 Instagram販売 倉庫保管‧梱包‧配送代⾏サービス

オンデマンド商品製造‧配送サービス

※いずれも連携⾃体は無料、連携先サービスにて課⾦有
その他にも様々な提携サービスがございます。
https://apps.thebase.in/

https://apps.thebase.in/
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百聞は⼀⾒に如かず。３つの項⽬を埋めるだけ！今すぐショップ開設

まずは、開設してみませんか

https://thebase.in
①上記URLにアクセス
②メールアドレス、パスワード、ショップURLを⼊⼒
③利⽤規約‧プライバシーポリシーに同意するにチェック
④「無料でネットショップを開く」を押す

※アカウント取得だけなら無料です。
まずは、操作感をお試しください。
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800万DL突破！ショップの集客‧販促をサポートします。

ショッピングアプリ「BASE」

● BASEショップが集まったショッピングモール。BASEでショップを作
成して登録した商品は、このショッピングモール上にも⾃動的に表
⽰されます。

● アプリの特徴は、購⼊者がショップのフォローや商品のお気に⼊り
をできること。ショップのフォロワー（=ファン）を増やして、たく
さんの⼈にあなたの商品を届けましょう。
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在庫を持たずに（＝初期コストを抑えて）気軽にオリジナルブランドを始めることが出来ます

オンデマンド商品製造サービスとの連携

提携サービス名 作れるアイテム 運営会社

Tシャツ、マグカップ、サコッシュ、
スマホリング、タオルなど 株式会社イメージ‧マジック

スマホケース‧Tシャツ‧トートバッグ‧
クッション‧ハンドタオル‧

マグカップなど
GMOペパボ株式会社

アクリルキーホルダー‧スマホケース‧Tシャ
ツ‧トートバッグ‧サコッシュ‧⽸バッジ‧ス

テッカー‧ポーチ‧マグカップ‧アクリルブロッ
クなど

ピクシブ株式会社

アクセサリー 株式会社FUN UP
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Appendix



© 2012-2020 BASE, Inc. 16Confidential

よくある質問と回答

BASEを利⽤するための費⽤は？

•初期費⽤‧⽉額費⽤は無料です。

•購⼊が成⽴した際の「決済⼿数料」「サービス⼿数料」として、注⽂合計⾦額（商品上
代＋送料）に対して6.6%＋40円

•振込申請を⾏う際に振込⼿数料（⼀律250円）‧事務⼿数料（2万円未満の場合：500円、
2万円以上の場合：0円）

利⽤にあたって、書類を提出する必要はありますか？

•登記簿の提出は必要ありません。紙の契約書の取り交わしも不要です。

•お取り扱いされる商品によっては、各種の許可証の提出が必要になる場合がございます
（古物商、酒類、⾼度管理医療機器等） ※別途担当者にご相談下さい

登録禁⽌商品はありますか？

•https://help.thebase.in/hc/ja にてご案内しておりますのでご確認下さい。

独⾃ドメインは対応していますか？

•独⾃ドメインAppにて対応しています（無料）。

•⼀部ご利⽤いただけない場合がありますので、これからドメインを取得される場合は予
め注意事項をご確認下さい。 https://apps.thebase.in/detail/6

予約商品‧受注⽣産の販売は可能ですか？

•予約販売Appをご利⽤いただくことで、設定が可能です。⼊荷前の商品を先⾏販売し、予約注⽂
を受ける事ができます。また、受注⽣産の商品の販売に対応することも可能となります。

配送⽅法（業者）は決まっていますか？

•配送⽅法（業者）の指定はショップにお任せしています。

•商品ごとに異なる配送⽅法や送料を設定したり、⼀つの商品に複数の配送⽅法を設定することが
可能な送料詳細設定Appを提供しております。

•BASEでは、送料設定に「着払い」を設定することができませんのでご注意ください。

•発送代⾏サービスのご紹介も承ります（別途業者との契約が必要です）。

送料はどのように設定すれば良いですか？

•送料の設定は、ショップにお任せしています。任意の⾦額を設定することが可能です。

•送料詳細設定Appsをご利⽤いただくことで、商品ごとの送料設定が可能です。また、地域別設定
や、送料無料設定も可能です。

商品価格に下限‧上限はありますか？

•商品の価格は50円以上より登録可能です。また、特定商取引法に基づく表記に登録をいただき、
電話番号認証をいただくことで、最⼤で1億円の商品をご登録いただくことが可能です。

•なお、電話番号認証がされていない場合、50万円が上限となりますのでご了承ください。

https://help.thebase.in/hc/ja
https://apps.thebase.in/detail/6
https://apps.thebase.in/detail/86
https://apps.thebase.in/detail/10
https://apps.thebase.in/detail/10
https://admin.thebase.in/users/edit_transaction
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選択できる決済⽅法
決済⽅法 メリット デメリット ⾃動キャンセルまでの期間 こんな場合には‧‧‧

後払
⽅式

クレジット
カード

‧オンラインショッピングで最も利⽤率⾼い
‧利⽤者が商品注⽂⼿続を⾏った後、⼊⾦確認
をせず即座に出荷作業が⾏うことができる

‧不正利⽤（チャージバック）のリスク
未発送（未対応）のまま、
【注⽂⽇から60⽇間経過】
すると⾃動的にキャンセル

特に理由がない限りは導⼊
した⽅が○

キャリア決済 ‧利⽤者が商品注⽂⼿続を⾏った後、⼊⾦確認
をせず即座に出荷作業が⾏うことができる

‧利⽤限度額が低め
‧購⼊者は、⽀払⼿数料の300円を別途負担

未発送（未対応）のまま、
【注⽂⽇の翌⽇から58⽇間経過】
すると⾃動的にキャンセル

単価が⾼い商材の場合は、
導⼊しても利⽤できない場
合も

PayPal
‧⽇本国外からの購⼊を可能にする
‧利⽤者が商品注⽂⼿続を⾏った後、⼊⾦確認
をせず即座に出荷作業が⾏うことができる

‧⾃動キャンセルまでの期間が短め
未発送（未対応）のまま、
【注⽂⽇から10⽇間経過】
すると⾃動的にキャンセル

注⽂から発送まで10⽇以上
掛かる商品がある場合は、
導⼊しない⽅が良い

後払い
‧（BASEの場合は）代⾦回収業務はすべて代⾏
会社が⾏い、未回収リスクは原則ない
‧利⽤者が商品注⽂⼿続を⾏った後、⼊⾦確認
をせず即座に出荷作業が⾏うことができる

‧追跡可能な配送⽅法が必須、これを怠ると
未回収リスクが発⽣する
‧購⼊者は、⽀払⼿数料の300円を別途負担

【未発送のまま
注⽂⽇翌⽇から60⽇経過
すると⾃動的にキャンセル】

追跡可能な配送⽅法を利⽤
しない商品がある場合は、
導⼊しない⽅が良い

前払
⽅式

コンビニ決済
‧Pay-easy

‧クレジットカードを持っていないお客様はこ
ちらを選択されるケースが多い

‧購⼊者は、⽀払⼿数料の300円を別途負担
‧⼊⾦が確認できるまで出荷作業を⾏えない

未⼊⾦（⼊⾦待ち）のまま、お⽀払い
期⽇（注⽂⽇より５⽇後）を過ぎる
と⾃動的にキャンセル 注⽂から発送まで60⽇以上

かかる商品がある場合は、
こちらのみ設定しておくと

○
銀⾏振込 ‧クレジットカードを持っていないお客様はこ

ちらを選択されるケースが多い
‧購⼊者は、振込⼿数料を別途負担
‧⼊⾦が確認できるまで出荷作業を⾏えない

未⼊⾦（⼊⾦待ち）のまま、お⽀払い
期⽇（注⽂⽇より５営業⽇後）を過
ぎると⾃動的にキャンセル
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独⾃‧カート型(BASE) モール型

ネットショップの形態

出典：ECのミカタ「2015/12/08 ECのミカタ編集部」
（https://ecnomikata.com/ecnews/7094/）
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独⾃‧カート型(BASE) モール型

早期売上アップ

集客⼒

粗利益率

購⼊動機

再来店

価格競争

主な集客⽅法

認知

重要ページ

モール型⽐較とすると上げにくい 上げやすい

低い(≠⾃助努⼒) ⾼い(依存体制)

⾼い 低い

⽬的買い 衝動買い

しやすい しにくい

起こりにくい 起こりやすい(相対⽐較対象あり)

SEO/リスティング/ソーシャルメディア ランキング、モール内広告、検索

「◯◯」と⾔う”ショップ”で買った 「◯◯」と⾔う”モール”で買った

トップページ 商品ページ

BASEは、購⼊者向け「スマホアプリ」の提供や「SNS連携機能」を通じて、集客‧販促をサポート。

ネットショップの形態

出典：ECのミカタ「2015/12/08 ECのミカタ編集部」
（https://ecnomikata.com/ecnews/7094/）
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アカウント
取得

会社情報
⼊⼒

特定商取引法
記載 決済導⼊ デザイン

必要な
AppsをDL 商品登録 レイアウト

確認 公開

必要情報登録

必要な要素を
確認

売れた後 注⽂管理
確認

配送梱包
完了

ステータス
変更

１

２

３

「BASE」開設で⾏うことの順番

開設後の⼊⼒事項について
より詳細な資料を
ご⽤意しています。

https://drive.google.com/open?id=1mNmgtpgbC_ERzVdyGKL9_2uYnemXEDJI

https://drive.google.com/open?id=1mNmgtpgbC_ERzVdyGKL9_2uYnemXEDJI
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会社名 BASE株式会社（BASE, Inc.）
代表取締役 CEO 鶴岡裕太

取締役 EVP of Development 藤川 真⼀、CFO 原⽥ 健、COO ⼭村 兼司

社外取締役 家⼊ ⼀真、志村 正之

執⾏役員 川⼝ 将貴、神宮司 誠仁、岸本 康希

監査役 歌川⽂夫、阿久津操、⼭⼝揚平

設⽴⽇ 平成24年12⽉11⽇

資本⾦ 33億6,331万円（資本準備⾦を含む）[2020年6⽉末⽇現在]

所在地
〒 106-6237
東京都港区六本⽊三丁⽬2番1号
住友不動産六本⽊グランドタワー37F

事業内容 Webサービス企画‧開発‧運営

関係会社
（100％⼦会社）

PAY株式会社
BASE BANK株式会社

会社概要

https://binc.jp/

https://binc.jp/

