
ストレスフリーで１万アイテム

販売会員募集のご案内



BtoBマーケットプレイスとは

BtoBマーケットプレイスなら面倒なCSVの編集やダウンロード、アップロード作業が不要！！

「無料」で「簡単」に1万点以上の商品を自社のWebサ
イトで販売できる画期的なBtoBシステムです。
掲載数は売上に直結する重要な要素です。

一般的なBtoBサイトでは掲載用のCSVファイルが用意されていなかったり、され
ていてもそのままでは使えないものが殆どです。BtoBマーケットプレイスでは面倒
なCSVの編集やダウンロード、アップロード作業が不要！！画面上から指示するだ
けで自動的に商品がアップロードされます。 

一般的なBtoBサイトの商品登録手順 BtoBマーケットプレイスの商品登録手順

とっても
簡単！！

複雑で
難しそう…

・ログイン
・商品選定
　→価格は取引申請しないと見られないサイトも

・取引申請
　→結果がしばらく帰ってこない
　→断られることも

・取引許可
　→価格のチェック

・データダウンロード
・CSVの加工、編集
　→CSVはそのままではアップロードできない場合
が殆どです。アップするサイトに合わせてカスタマイ
ズする必要があります。

・画像のアップロード
・CSVのアップロード

・ログイン
・商品選定
→ブランド毎や、価格帯、アイテムの種類毎など複数
の条件指定でアイテムを絞り込んだり全商品を一括で
選ぶこともできます。

・売価設定、画像の選択
→個別入力の他に粗利率での一括売価設定や複数ある
サムネイル画像からお好みのタイプを選ぶ事ができま
す。他店と差別化するキャッチコピーを点けることも
できます。

・アップロードボタンを押すだけ
→画面上から複数のモールにアップロードの指示がで
きます。CSVをダウンロードする必要はありません。



全自動在庫更新・価格変更

豊富な掲載アイテム1万点以上を自社サイトに簡単アップロード

BtoBマーケットプレイスでは商品をアップロードした瞬間から在庫連動がスタート
します。せっかく注文が入ったのに在庫切れという事態を防げます。卸価格の変動が
あった場合も粗利率設定で自動的に販売価格が修正されます。

BtoBマーケットプレイスでは2015年 1月本スタート時に有名ブランドアイテムを
中心にアパレルやバッグ、財布、ベルト、ポーチ、靴、傘など約1万点の掲載用デー
タをご用意します。スタート後も随時アイテム数は増加します。

一般的なBtoBサイトの在庫、価格変更 BtoBマーケットプレイスの在庫、価格変更

掲載が終わったら
在庫や卸値を
気にする必要が

ないのね！

一般的なBtoBサイトではメールや
Webページでの在庫確認が必要。
在庫数をCSVダウンロードできる
サイトもありますが、毎日更新する
のは大変な手間です。
在庫更新を怠ると、せっかく注文が
入っても在庫切れでお客様の信頼を
失いかねません。

BtoBマーケットプレイスなら掲載
開始から自動で在庫連動がスタート
します。仕入れ価格の変更があった
場合でも設定した粗利率で自動的に
価格を更新する機能もございます。

せっかく注文が
入ったのに在庫切れ
毎日の在庫更新

　　が大変！



　　

選べるサムネイル画像
楽天市場やヤフーショッピングの一覧で表示さ
れる画像が他社と同じでは味気ないですね。数
種類のサムネイルから選んで登録することがで
きます。

入会金や月ごと、売上毎の手数料不要

掲載に費用は一切かかりません。売上ごとの
手数料もありません。より多くのお客様に商
品を見ていただきたいメーカー様、サプライ
ヤー様によってBtoBマーケットプレイスは
成り立っています。

お客様への直送もOK
お客様から注文が入ったらBtoBマーケットプレイスに受注データを送信してくださ
い。BtoBマーケットプレイスが貴社に代わって商品を発送（メーカー直送もありま
す）、お客様にお届けいたします。
検品、梱包、発送の手間もかからず、お客様により早く商品をお届けすることができ
ます。

スタート時1万点の商品は今後も各分野で拡大予定

BtoBマーケットプレイスにはブランド総合
卸ビッグヒットの商品を中心にスタート時約
１万アイテムが予定されています。今後も雑
貨やアパレルなどのジャンルに囚われず、多
くのメーカー様、サプライヤー様が参加予定 万点万点

手数料手数料 円円



月末締めでの仕入れ代金支払で資金繰りも心配無用

株式会社ラクーンのPaid という仕組みで仕入れ代金の締め払い
を実現しました。オープンしたての店舗や個人商店でも僅かな手
数料※で上限金額まで締め払いを利用できます。

AACD基準の検品で安心の商品
BtoBマーケットプレイスの運営母体、株式会社ビッグヒットは、
AACD( 日本流通自主管理協会 )の会員企業です。AACD( 日本流通自
主管理協会）は、関係機関、団体及び関連企業とともに消費者の皆様
が安心して、お買い物ができる『輸入商品市場』の形成のために偽造
品追放に取り組んでいます。

不正なブランド商品を排除する為に、当社独自の基準判定マニュアルとAACD( 日本流
通自主管理協会 )が作成した、「協会基準マニュアル」に従って、厳正なチェックのも
とに仕入・検品を行っております。

専任スタッフによる設定、販促サポート

導入時の不明点や設定方法などスタート時の不
安に専任営業がお答えします。導入後も売上目
標の達成に向けてのアドバイスや、シーズンご
とのイベント、キャンペーン等でサポート致し
ます。

販促ツール提供

セールのバナーや今話題の商品がひと目で分かるラン
キングパーツ、ひと気にぎわいシステム、
CSVを簡単に変換するツールなどを販促

ツールとして無料提供。売上げアップのお手伝いをいたします。

※仕入れ価格の2%を予定しています。



BtoBマーケットプレイスと他のBtoBシステムの比較

お問い合わせ

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西8-21-15
03(5675)173２
EC事業部 BtoBマーケットプレイスサポートデスク
担当：田中 徹也
t-tanaka@bighit.co.jp

BtoBマーケット A社
アイテム数 1万～ 49万
取引申し込み 1回のみ 出展企業毎
会員利用料 無料 2000円
決済代行 ○ ○
末締め決済 ○ ○
ドロップシッピング ○
独自形式商品CSVダウンロード ○
楽天形式商品CSVダウンロード ○
Yahoo形式商品CSVダウンロード ○
Makeshop形式商品CSVダウンロード ○
bidders形式商品CSVダウンロード ○
楽天自動商品アップロード ○
Yahoo自動商品アップロード ○
Makeshop自動商品アップロード ○
bidders自動商品アップロード ○
楽天在庫連動 ○
Yahoo在庫連動 ○
MakeShop在庫連動 △
Bidders在庫連動 △



初期費用月額費用無料の卸売りサイト

出品会員のご案内



１販路拡大
BtoBマーケットプレイスに商品情報を登録するだけで日本全国の会員ネットショップ
に掲載され、問い合わせや注文が入ります。新規取引先の開拓や新商品のPRにご活用
いただけます。

２経費削減
展示会や受注会と異なり、いつでも、何商品でも登録し、PRすることが可能です。消
費者へのPRは全国の会員ネットショップが行い、費用が発生するのは受注が発生した
時のみです。

３回収代行
数多くの販売店へ商品を卸た場合、代金回収に関わるコストも大きくなっていきます。
BtoBマーケットプレイスではBtoBマーケットプレイスが窓口となり決済代金を回収
し一括でお支払いいたします。買い手企業は入金確認や督促の手間がありません。

４出品企業の秘匿
企業として卸サイトに商品をのせる場合、リアル店舗への卸価格との整合性や同業他社
の卸価格との比較されてしまうなどのデメリットがあります。BtoBマーケットプレイ
スは「出店、出展」形式ではなく「出品」形式をとっているため会員ネットショップに
出品企業は秘匿することができますされます。不良在庫の処分等のキャンペーンも他の
卸先を気にすることなく行うことができます。

BtoBマーケットプレイスサービス
BtoBマーケットプレイスサービスとは、インターネット
上で売り手企業と買い手企業を結びつける会員制の企業間
取引サイトです。
主な買い手企業は楽天市場、Yahoo! ショッピング、等の
ショッピングモールを使用してショッピングサイトを運営
している企業様や個人様です。

BtoBマーケットプレイスのメリット



BtoBマーケットプレイス出品のご案内

簡単掲載システムで多くの店舗にアプローチ
ネットショップに商品を登録する要領で、単品ごと、CSVによる一括での商品登録
が可能です。1度出品した商品は一気に楽天、Yahoo! 等のサイトを持つ掲載アイテ
ムを増やしたい小売店に掲載されます。201５年 1月スタート時先行登録会員50
店舗からスタートし、201５年 3月には100店舗に到達する予定です。

自動在庫連動システムのおかげで１点しかない商品でも安心して掲載可能

複数画像登録で露出度アップ

商品登録時に在庫数を登録しておけば、注文が入り在庫が０になった時点で自動在庫連
動システムが働き掲載されているすべてのサイトの在庫数を０にします。再入荷の場合
は再度在庫数を入力するだけでOK。基幹システムとの連携もご相談ください。

せっかくの新商品がショッピングモールに掲載さ
れても、検索結果に同じ画像ばかり出てしまうの
ではアピール不足です。サムネイル画像を複数用
意して新商品をいろいろな角度からお客様にア
ピールできます。

BtoBマーケットプレイスに登録



商品登録の手数料は無料、売上時の手数料も6％と業界最安値水準。

担当営業が商品アップロードや、売上UPをサポート！

撮影、ページ作成代行サービス

システム連携等柔軟にサポート

商品登録は何点登録しても無料、初期費
用や月額費用も発生しません。売上時に
卸価格の6%のみ手数料を頂きます。

商品登録や売上対策を専任営業担当者がサ
ポート。売上につながる登録方法や目標達
成のためのアドバイス、イベント提案、キャ
ンペーン実施等でサポートします。

自社で商品撮影や商品登録が困難な場合、他社との差別化を図りたい場合などは
BtoBマーケットプレイスの経験豊富なスタッフによる作業代行が可能です。カタロ
グやEXCELデータ、現物等から魅力的なページを作成致します。代行単価は業界最
安値となるよう調整いたします。ぜひご相談ください。

基幹システムとの連携、すでにオープン中の自社卸サイトからのデータ移行など柔軟
に対応いたします。自社サイトを更新すると自動的にBtoBマーケットプレイス側も
更新されるようなしくみ等、BtoBマーケットプレイスのシステムチームがストレス
フリーな連携方法を提案させていただきます。

月額費用月額費用
初期費用初期費用

円円



出品企業
・商品登録
　→プロモーション用にメイン画像を複数パターン、その他画像9枚登録可能。
　→個別登録、CSVによる一括登録。
・受注確認、問い合わせ確認
　受注、問い合わせは登録メールアドレスに即時お知らせされます。販売会員からの注
文はBtoBマーケットプレイス経由でまとめて確認できます。

販売会員
　・商品掲載
　　→管理画面で売価を設定するだけで自動的に自社のショップに商品がアップロード
されます。廃番商品の削除、在庫連動も自動的に行われます。
　・商品発注、問い合わせ
　　→注文が入った商品はBtoBマーケットプレイス管理画面からお届け先を指定して
オーダーすることができます。

BtoBマーケットプレイスの管理画面の機能

　・月額費用　無料
　・成約手数料　販売額の6％

費用

　・BtoBマーケットプレイスでは銀行振込前払いまたはPaid という〆払い代行シス
テムを使って買い手企業から代金を回収します。
　・毎月末までの売上額を集計し、成約手数料を差し引いた分を翌月末に振込入金致し
ます。

回収代行



　・直送サービスは出品企業から消費者に直接商品をお届けするサービスです。
　・直送サービスに参加することで消費者への納期が短くなり受注増が見込めます。
　・出品企業から直送が困難な場合はBtoBマーケットプレイスへ発送していただき
BtoBマーケットプレイスから消費者へ直送いたします。

直送サービス

　・ロット単位の注文と単品注文の価格をわけることができます。
　・ロット単位での注文はBtoBマーケットプレイス経由での販売会員への発送のみと
なります。
　・販売会員様が自社で在庫を積んで販売したい場合に利用される機能です。
　※ロット販売機能は2015年 1月時点では未実装です。

ロット販売機能(2015年3月頃導入予定

・別途規約に定める商品は出品を禁止します。
・その他当社が相応しくないと判断した場合出品を禁止する場合がございます。

出品に制限のある商品、出品をお断りする商品

　①申し込みページからBtoBマーケットプレイス出品申込　
　②必要書類準備　
　　・法人の場合、登記簿、印鑑証明
　　・個人の場合住民票、印鑑証明書、開業届
　　・その他、販売商品によっては別途必要な許可書等
　③BtoBマーケットプレイスサポート宛に郵送
　④出品審査　当社審査の結果出品をお断りをする場合もございます。
　⑤ID PASSWORDの発行
　⑥出品開始

お申込みから出品までの流れ



BtoBマーケットプレイスと他のBtoBシステムの比較

お問い合わせ

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西8-21-15
03(5675)173２
EC事業部 BtoBマーケットプレイスサポートデスク
担当：田中 徹也
t-tanaka@bighit.co.jp

BtoBマーケット A社
販売会員からの取引申し込み 1回のみ 出品企業毎

取引手数料(出品者)
月額手数料

6% 10%
0 30000円

決済代行 ○ ○
末締め決済 ○ ○

○ドロップシッピング ○

Q　個人事業主でも出品できますか？
　A 出品可能です
Q　業歴が短いのですが出品可能ですか？
　A　出品可能です。
Q　サプライヤー名を伏せて販売できますか ?
　A　可能です
Q　電話での対応はしていますか ?
　A　サポートダイヤル03-5675-1732までご連絡ください

Q&A




