
2020/03



1

「商工会会員さま限定スタートダッシュキャンペーン」へのお申込み手順を掲載しています。
手順どおりに設定することで、キャンペーン特典の適用と、カラーミーショップへのご契約・決済の利
用準備が完了します。
商品が売れたときだけ決済手数料がかかりますが、固定費が０円でネットショップ運営ができますので、
ぜひ、このお得なキャンペーンを利用してカラーミーショップをお試しください。

2－1　お申込み

2－2　ご契約

3－1　カラーミーペイメント利用開始までの流れ

3－2　事前準備

3－3　決済利用申請

3－4　＜審査通過後＞必要書類の提出
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キャンペーン内容 2
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https://shop-pro.jp/?mode=inq

https://secure.epsilon.jp/cgi-bin/inquiry/inquiry.cgi

https://shop-pro.jp/?mode=inq
https://secure.epsilon.jp/cgi-bin/inquiry/inquiry.cgi


商工会会員さま限定

※注文ごとに 6.5%の決済手数料が発生します（早期入金サービスの手数料を含む）。

キャンペーン内容
キャンペーン期間内にカラーミーショップへのご契約と、決済導入のお申込みの両方のお手続きを済ませて
いただくと、「カラーミーショップ利用料」と「決済利用料」などの固定費が０円になります！
※決済導入には、カラーミーショップユーザーさま限定の決済「カラーミーペイメント特別プラン（P3）」を
お使いいただけます。

カラーミーショップ利用料と決済利用料が０円になるキャンペーンをご紹介します。
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初期費用

3,000円（税抜）
月額利用料

1,234円（税抜） 円２年間

\商工会会員さま限定プラン /

カラーミーショップ利用料0円！

初期費用 月額利用料

円永年

早期入金サービス メールリンクサービス月額利用料

円永年円永年

\カラーミーペイメント特別プラン /

決済利用料0円！
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■ キャンペーン申込み期間

2020年 3月 16日～2020年 9月 25日

■ キャンペーン対象

キャンペーンページ（https://shop-pro.jp/?mode=shokokai）から以下の両方のお手続きを完了した方

     ・カラーミーショップへのご契約

     ・カラーミーペイメント 特別プランへのお申込み（決済利用申請）

※すでにカラーミーショップに契約されている方は本キャンペーンの対象外となります。

カラーミーペイメント特別プランとは？
ネットショップ運営には、カラーミーショップへのお申込みとは別に、決済手段を利用するために
決済代行業者へのお申込みも必要です。
「カラーミーペイメント特別プラン」とは、決済代行の GMOイプシロン株式会社が提供する決済プ
ランで、本キャンペーン用に初期費用、月額利用料、オプション利用料金（早期入金サービス・メー
ルリンクサービス）が０円になった特別プランです。
※注文ごとに 6.5%の決済手数料が発生します（早期入金サービスの手数料を含む）。

商工会会員さま限定 スタートダッシュキャンペーン

キャンペーン適用には、以下の両方のお手続きをお済ませください。

■ キャンペーンお申込み手順

https://shop-pro.jp/?mode=shokokai


「商工会会員さま向けプラン」でお申込み・ご契約する手順についてご紹介します。

2－1　お申込み
カラーミーショップ 商工会限定プランへのお申込みは Goope 管理者ページよりおこなう必要がございます。
あらかじめ全国商工会連合会のホームページまたは各県連のホームページより Goopeにお申込みください。
※もうすでにお申込みしている場合は次のページにお進みください。

▽全国商工会連合会のホームページ
https://www.shokokai.or.jp/

ページ下部のバナーより Goope にお申込みいただけ
ます。

■ 全国商工会連合会のホームページに移動

商工会会員向けの Goopeお申込みフォームから
Goopeへの申込みをおこないます。
フォームの指示にしたがい、Goope への申込みを完
了します。

■ Goope へのお申込み
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Goopeへの申し込みを完了したら次のページにお進みください。 ➡

https://www.shokokai.or.jp/
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つぎはキャンペーンページに進みます ➡

カラーミーショップへのお申込み・ご契約

Goope ログインフォームより Goope 管理者ページに
ログインします。

■ キャンペーンページに移動

Goope 管理者ページにログイン後、左側のメニュー
欄より「管理メニュー」をクリックします。

「ネットショップ」をクリックします。

▽ログインページ URL

https://admin.goope.jp/login/

https://admin.goope.jp/login/
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つぎはご契約手続きに進みます ➡

ページ内にある「商工会会員さま限定プラン」の「詳
しくはこちら」をクリックし、キャンペーンページ
（https://shop-pro.jp/?mode=shokokai）に移動します。

ページ下部の「申し込みフォームはこちら」ボタン
をクリックし、カラーミーショップのお申込みフォー
ムに移動します。

フォームの流れに沿ってカラーミーショップにお申
込みください。

■ カラーミーショップへのお申込み

● お申込みフォームの URL が以下になっていること
をお確かめください。

● 取次店 ID「1107」はキャンペーン管理用のコード
ですので変更できません。

URLが異なると本キャンペーンが適用されません。

カラーミーショップへのお申込み・ご契約

https://shop-pro.jp/?mode=shokokai
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カラーミーショップへのお申込み・ご契約

2－2　ご契約
契約者情報を入力し、ご契約手続きをします。

カラーミーショップの管理者ページにログインしま
す。お申込みの際に入力した「ショップ URL」と「パ
スワード」を使ってログインします。

※万が一、上記の表示と相違がある場合は https://shop-pro.jp/?mode=inq からお問い合わせください。

■ 管理者ページにログイン

ログイン後、ページ左上の「ご契約はこちらから」
ボタンをクリックして「契約・お支払い」ページに
移動します。

「契約内容」と「利用料金」に記載されている内容が
キャンペーン適用になっていることを確認します。

問題なければ、「契約者情報の入力へ」ボタンをクリッ
クします。

■ ご契約内容の確認

お支払い方法は選択可能です。
なお本キャンペーンではカード情報等の登録は必須で
はありませんので、無料期間終了後に月額利用料が自
動引き落としされる心配はありません。

https://shop-pro.jp/?mode=inq
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オーナー情報を入力します。
法人・個人によって入力項目は変わります。
フォームに沿ってご入力ください。
入力後、「更新」ボタンをクリックし保存します。

■ 契約者情報の入力

オーナー情報の登録後、ページ左上の「ご契約はこ
ちら」ボタンを再度クリックします。

■ ご契約手続き

契約・お支払いページに「契約手続きへ」ボタンが
表示されるのでクリックして、ご契約手続きを完了
します。

カラーミーショップへのお申込み・ご契約

つぎはカラーミーペイメント特別プランへのお申込みに進みます ➡
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決済手段を導入するために、カラーミーペイメントへのお申込み手順をご紹介します。

3－1　カラーミーペイメント利用開始までの流れ
カラーミーペイメント利用開始までには、最短 5～24営業日程度かかります。

それでは、手順に沿ってカラーミーペイメントの利用手続きをしていきましょう ➡



10

3－2　事前準備
カラーミーペイメント特別プランにお申込みする前に、カラーミーショップの管理者ページにて以下の設定を
お済ませください。審査で確認が必要になるページとなります。

商品登録ページで、商品情報を登録します。
審査時にサイト上に掲載されている取扱商品の
確認が行われます。

※審査時は販売される商品を最低１商品掲載し
てください。（複数商品を扱われる場合はカテゴ
リーごとに１商品）

※申込み前に販売商品が下記の「取扱不可商材」
に該当しないことをご確認ください。

■ 商品登録

カラーミーペイメント特別プランへのお申込み

・商品登録
・特定商取引法ページの記入
・ネットショップを閲覧できる状態にする

商品管理 > 商品登録

取扱不可商材一覧

・金融行為（クレジットカードショッピング枠の現金化）
・公序良俗に反するもの（アダルト、出会い系サイトを含む）
・銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・薬事法、法律・法令の定めに違反するもの
・第三者の著作権・肖像権・知的所有権等を侵害する恐れがあるもの
・商品券、プリペイドカード、古銭、回数券、有価証券、金銀の地金、タバコ、印紙、切手       
　等の専売品
・生き物（犬、猫など）※標本・剥製を含む
・RMT（リアルマネートレード）
・刀剣、日本刀
・宗教関連商材
・その他、決済代行会社（イプシロン）が不適切と判断した商品及びデジタルコンテンツ
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● 特定商取引法とは？
消費者トラブルが生じやすい特定の取引を対象に、ト
ラブルを防止するためのルールを定めている法律で
す。ネットショップを運営する場合においても、指定
された項目は表示する義務があります。 

特定商取引法の設定ページに情報を記入をします。

■ 特定商取引法ページの記入

ショップ作成 > ショップ情報 > 特定商取引法

※表記内容の不備により審査が保留になるケースが
多いのでご注意ください。

開店・閉店設定ページ でショップの状態を「開店」
にします。

これで、審査の準備は完了です。カラーミーペイメントへのお申込みに進みましょう ➡

● https://secure.epsilon.jp/cgi-bin/inquiry/inquiry.cgi
● 電話番号：03-3464-6211（平日 9：30～ 18：00）

■ ネットショップを閲覧できる状態にする

ショップ作成 > 開店・閉店設定

※審査期間中は必ず「開店」の状態にしてください。

審査中にイプシロン以外の方にショップを見られたくない場合は
会員機能の設定をすると、他の方からの閲覧を制限することができます。

1. 管理者ページ「ショップ作成」＞ 会員機能　へ遷移し、「使用設定」より「使用する」を選択します。

2. 「ショップの閲覧」より「ログイン必須」を選択「更新」をクリック。

3. 管理者ページ「商品管理」＞ 顧客管理へ遷移。 左メニュー内「顧客新規登録」をクリック。

4.イプシロン用のアカウントを作成します。顧客名は「イプシロン」などと設定し、メールアドレスとパスワー

　ドはイプシロンにお伝えいただいても差し支えのないものを設定後、【登録】をクリック。

5. 左メニュー内「顧客表示項目設定」をクリックし、「新規会員登録」は「使用しない」とし、【更新】をクリック。

6. 登録メールアドレスとパスワードをイプシロンへご連絡ください。

カラーミーペイメント特別プランへのお申込み

https://secure.epsilon.jp/cgi-bin/inquiry/inquiry.cgi
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3－3　決済利用申請
決済代行イプシロンのサイトでカラーミーペイメント特別プランの利用申請をします。

https://shop-pro.jp/?mode=shokokai
上記キャンペーンページ内の「決済利用申請はこちら」
ボタンから申請フォームに移動します。

※必ずこのボタンリンクから移動するようにしてく
ださい。申請フォームの URL が異なりますとキャン
ペーンが適用されません。

■ 申請フォームに移動する

申請フォームに必要な情報を入力します。

■ 基本情報の入力

● サイト URL
カラーミーショップ管理者ページ右上の「ショップを
表示」をクリックし、表示されるショップの URL を
コピーしてください。

カラーミーショップ管理者ページ

● カラーミーアカウント ID
管理者ページに記載されている「PA」から始まる文
字列を記入ください。

https://admin.shop-pro.jp/

カラーミーペイメント特別プランへのお申込み

https://shop-pro.jp/?mode=shokokai
https://admin.shop-pro.jp/
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ここでは利用する決済方法やオプションを設定でき
ます。
本キャンペーン内容で利用できる決済方法やオプ
ションはすでに設定されておりますので

https://www.epsilon.jp/pricelist/index.html

特に希望がない場合は他にチェックをいれず「確認
画面へ」をクリックしてください。

■ 詳細設定

上記の詳細設定の画面において、変更を加えていな
ければ右図のような確認画面になります。
内容をご確認のうえ「申込」ボタンをクリックします。

◯ 契約情報
◯ サイト /店舗情報
◯ 口座情報

上記３つの審査情報を入力後「審査 (無料 )を開始す
る」をクリックしてください。
これで審査申込は完了です。

※決済やオプションはサービス開始後に追加でお申
込みできますでご安心ください。
※個人でお申込みの場合は、コンビニ決済の利用も
可能となります。

■ お申込み内容の確認

■ 審査申し込み

画面の指示通り、以下の審査情報を入力します。

本キャンペーン対象以外のオプションをご希望の場合
は、別途費用がかかります。オプション追加をご利用
の場合は、以下のオプション料金表をご確認のうえ、
お申込みください。

審査期間は最短 3～5営業日となります。
審査が完了しましたら、必要書類をご提出していただき、登録完了のご連絡をいたします。

カラーミーペイメント特別プランへのお申込み

https://www.epsilon.jp/pricelist/index.html
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引き落とし先の口座は、楽天銀行、ＧＭＯあおぞらネット銀行が指定できません。
口座名義は、通帳記載の名義ではなく、「金融機関に登録している正式な口座名義」を登録する必要があります。

3－4　＜審査通過後＞必要書類の提出
審査が通りましたら、必要書類をご提出していただきます。
書類到着後、通常 3営業日以内に登録が完了いたします。
ただし書類に不備があると、登録までの期間が延びる場合があります。

必要書類は、審査完了後にイプシロン管理画面からダウンロードできます。
大きくわけて 3種類の書類が必要となりますので、あらかじめご確認ください。
法人、個人によって用意いただく書類が異なりますのでご注意ください。

イプシロン決済サービス
利用契約確認書 /通知書

ご契約内容にご同意いただくための書類です。
お申込み内容の修正が必要な場合は、書類の訂正が可能です。
書類の訂正方法は、当該書類と同時にダウンロードできる記入例をご参
照ください。

印鑑証明書
（法人契約の場合）

発行から 3ヶ月以内の契約法人名義の印鑑証明書が必要です。
原本、写しのいずれも受付け可能です。

■ 必要書類リスト

本人確認書類
（個人契約の場合）

ご契約者様の以下いずれかの書類が必要です。

●運転免許証コピー
●健康保険証コピー  （名前記載面並びに住所記載のあるページの 2面）
●パスポートコピー  （顔写真ページ並びに住所記載のあるページの 2面）
●印鑑証明書（発行 3ヶ月以内の原本またはコピー）
●住民基本台帳カードコピー
●在留カード 特別永住者証明書コピー

預金口座振替依頼書 料金支払い方法として口座振替をご指定の場合のみ必要な書類となりま
す。引き落とし先の口座情報をご登録いただくための書類です。契約者
名義の口座登録が必須です。

カラーミーペイメント特別プランへのお申込み
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カラーミーショップ管理者ページで
決済設定をしましょう。

商品購入者がショップで決済を選択できるよう
にするために、カラーミーショップの管理者ペー
ジで決済設定をします。
設定方法については、以下のマニュアルをご確
認ください。
https://shop-pro.jp/manual/epsilon_guidance

預金口座振替依頼書は原本の提出が必須です。FAXまたはメールで提出された場合は、別途原本を郵送してください。

■ 書類の提出方法

カラーミーペイメント特別プランへのお申込み

https://vimeo.com/394109343

Part 1

https://vimeo.com/394112191

Part 2

https://vimeo.com/394112495

Part 3

開店支援動画

https://shop-pro.jp/manual/epsilon_guidance
https://vimeo.com/394109343
https://vimeo.com/394112191
https://vimeo.com/394112495

