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楽天グループ株式会社

地域創生事業

楽天市場でのお買い得キャンペーン参加について
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■楽天市場のご紹介
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目指す方向は
同じ !!

地域が抱える課題

① 人口減少

② 少子高齢化

【結果】
経済が疲弊し、若者が故郷で働
きたくても働けない状況。都会
に職を求めて生産人口が流出し
更に経済が疲弊。

目指す方向性

売上の増加
雇用の創出

ネット活用のメリット

① 地域外収入の獲得

② 立地を問わない

③ 低コスト

目指す方向性

地元で商売
継続・拡大

④ 今後も成長が続く

所得と消費
の減少

海外からも！

地域外収入

地域外収入

地域外収入

地元にいながらも地域外の消費者へアプローチが可能となるインターネット販売
新型コロナウイルス感染拡大による巣ごもり消費が増え、ネット通販の需要が急上昇

売上の増加
雇用の創出

インターネット販売 活用のメリット
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（単位：十億円）

<参考>株式会社富士経済「通販・e-コマースビジネスの実態と今後2022」EC（物販）市場分析

2021年EC（物販）市場規模 12兆6,950億円（前年比 +6.4%）

日本のEC（物販）市場の推移
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楽天グループ株式会社概要

本社所在地 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号

代表者 代表取締役会長兼社長 三木谷浩史

設立 1997年2月7日

楽天市場開設 1997年5月1日

株式店頭上場 2000年4月19日

資本金 289,647百万円（2021年12月31日現在）

従業員数

単体：7,744名
連結：28,261名（2021年12月31日現在）
※使用人兼務取締役、派遣社員及びアルバイトを
除く就業人員ベース

■会社概要 ■企業理念

「インターネットで人は物を買わない」と言われた時代に、『楽天市場』
は誕生。創業時は、従業員6名、13店舗でスタート。

■歴史

イノベーションを通じて、人々と社会をエンパワーメントする

■事業規模
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楽天市場の規模感

■2021年 年間国内EC流通総額

５兆円！

■1日の流通額

137億円！
■出店店舗数

5万店舗を突破！
※2021年間国内EC流通総額・1日あたりの流通金額出典：楽天グループ株式会社「2021年度
通期及び第4四半期決算説明会資料」 1日あたりの流通金額は「2021年年間国内EC流通総
額」を日数で割った金額※

■2021年 国内大手百貨店との比較

※大手百貨店売上と比較して 楽天：2021年度通期及び第4四半期決算説明会資料より 2021年1月～12月の年間国内EC流
通総額 髙島屋：2021年2月期決算短信、2022年2月期第3四半期決算短信をもとに、2020年12月～2021年11月の百貨店
事業売上高を合計 大丸松坂屋：2021年2月期業績説明資料、2022年2月期第3四半期業績説明資料をもとに、2020年12月
～2021年11月の大丸松坂屋売上高を合計 三越伊勢丹：2021年3月期決算説明資料、2022年3月期第3四半期決算短信をも
とに、2021年1月～12月の百貨店事業売上高を合計 そごう・西武：2021年2月期決算補足資料、2022年2月期第3四半期
決算補足資料をもとに、2020年12月～2021年11月の百貨店事業売上高を合計

■楽天会員ID数

1億2,700万！

日本最大級のインターネット・ショッピングモールとして規模を拡大中
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食品・産直品ジャンルに強い楽天市場

「楽天市場」は日本全国の多種多様な店舗（事業者）が集まったネット上の巨大なショッピングモール
消費者と個性豊かな店舗・商品の出会いを通して楽しいお買い物体験を提供しているため、地域産品との相性が抜群

■国内ECマーケットシェア

一般的に広く知られた商品で
価格が安いものが売れる。
(イメージ:自動販売機)

■ビジネスモデルの違い(イメージ)

商品が作られたストーリーや生産者の思いを伝え、
価値を提供するため、あまり知られていない商品も
お客様に受け入れられる。
(イメージ:バザー、市場、商店街)
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楽天市場ポイント変倍キャンペーン

※ポイントに関する調査、有効回答＝1,000、インターネット調査、2021年10月、実施機関：マイボイスコム

貯めやすい・利用しやすい楽天ポイント

2021年 累計発行ポイントが2.5兆を突破
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選べる つの出店プラン
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①個別サポート ②ノウハウの体系化・講座形式 ③出店店舗のコミュニティ形成

全国17支社展開

孤立しがちなECの店舗運営において共に成長していくサポートを展開

蓄積してきたECノウハウを体系化した
楽天大学を出店店舗へ無料提供

■Rux (e-ラーニング型動画配信コンテンツ)

■楽天大学サロン(教室開催)

専任のECコンサルタントがバックアップ
最新のトレンドやユーザニーズをもとに

出店店舗の売り方をサポート

※一部有料コンテンツもございます

年に1度カンファレンスイベントを開催し
出店店舗同士の交流を促進

楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー授賞式
楽天市場戦略共有会
各種フォーラム、出店店舗懇親会 etc

【主なコンテンツ】

楽天市場の安心・充実のサポート体制
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運営開始後

利
用
開
始
日
（
契
約
開
始
日
）

新規出店コンサルタント
店
舗
オ
ー
プ
ン

ショップアドバイザー

RMSコールセンター （店舗運営システムの操作方法など）

それぞれのステージに合わせて、万全の体制で店舗様をサポート

出店前 ページ作成時

ECコンサルタント

• 最新のネット通販動向
• ご契約の手続きアドバイス

• システムの操作方法
• 売れるページの作り方

• 最新情報のフィードバック
• 独自の販売戦略をアドバイス

電話での問い合わせ
平日：9:00～20:00

土日祝：9:00～18:00（年中無休）

チャットでの問い合わせ
平日：9:00～19:30

土日祝：9:00～17:30（年中無休）

楽天市場のサポート体制①（個別サポート・ コンサルタント）
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楽天大学
「店舗様向けにフレームワーク（考えるための枠組）」を提供

楽天市場のサポート体制②（楽天大学・ ）

すき間時間にすぐ見ることができる、無料 eラーニング講座

スマートフォンからの
視聴も可能

・eラーニング型の学習サービス
・１コンテンツ約5～20分
・店舗構築、集客、写真撮影等

・店舗様の成長ストーリーを
ドキュメンタリーとしてお届け
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楽天市場のサポート体制③（カンファレンス、NATIONS）

楽天新春カンファレンス NATIONS(ネーションズ)

年に1度カンファレンスイベントを開催し
出店店舗同士の交流を促進

楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー授賞式
楽天市場戦略共有会
各種フォーラム、出店店舗懇親会 etc

【主なコンテンツ】

店舗様による店舗様のためレクチャー型
コンサルティングサービス

店舗様同士がつながり・共に学ぶことで成長が加速
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■お買い得キャンペーン楽天市場支援内容
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・長野県内楽天市場出店店舗の販売商品を集めた特集ページを楽天市場内に開設

・長野県特集ページに対して広告誘導を展開し集客を実施

・特集ページ掲載商品に対して1,000円OFFクーポンを発行して販売促進を図る

・長野県内楽天出店店舗に向けてECノウハウ講座(通常有料サービス)を無料で提供

・長野県内楽天出店店舗に向けてRPP広告最大5万円分を無料で提供

①販売促進支援 (長野県WEB物産展クーポンキャンペーン企画) 

②県内EC事業者育成支援 (ECノウハウ講座＆ショップ広告無料支援) 

楽天市場キャンペーン内容
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■長野県WEB物産展クーポンキャンペーン企画 開催日時

第1期 :   7/20(水) 10:00 ～ 8/31 (水) 9:59

第2期 :   9/12(月) 10:00 ～ 10/14 (金) 9:59

第3期 : 11/  4(金) 10:00 ～ 11/25 (金) 9:59

第4期 : 12/  2(金) 10:00 ～ 12/27 (火) 9:59
・事業参加者のみが掲載される企画ページ（ PC、スマートフォン）をご用意。(右図ページイメージ記載) 

・集客のための企画ページへの各種広告誘導を実施。(6ページ詳細記載)

・販売促進のための割引クーポンの発行を実施。(下記詳細記載)

■長野県WEB物産展クーポンキャンペーン企画 概要

【割引クーポン(長野県負担)】

< 割引率: 3,980円以上の購入で使える1,000円OFFクーポン>

・本企画への申請・参加は無料です。(長野県による事業費負担)

・上記WEB物産展開催期間中、本事業で販売する対象商品を割引で購入ができるクーポンを発行し、

消費者は購入時に割引を受けられます。

・割引された金額は長野県が全て負担し、後日当社から指定日に出店企業様へご返金いたします。

・クーポン条件は変更になる場合がございます。

・企画参加のためには、エントリー後・審査通過が必須要件となります。

・より多くの事業者に事業効果を浸透させるため、一事業者あたりのクーポンの適用上限の目安を1,500枚（1,500,000円分）に設定します。

クーポン利用枚数が上記に達した事業者に対し、本事業事務局(長野県)から通知を行います。

・クーポンを使用した受発注の情報を長野県に開示いたします。

※参考ページデザイン(宮城県WEB物産展)
https://event.rakuten.co.jp/area/miyagi/exhibition/

販売商品特集ページを開設＆割引クーポンを発行し販売促進！ 県産品の販路拡大・県内物産関連産業の振興を図る！

① 長野県WEB物産展クーポンキャンペーン企画_全体概要

https://event.rakuten.co.jp/area/miyagi/exhibition/
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楽天市場内・外の広告枠を活用して長野県特集ページへの誘導を図る広告露出及び集客を実施

＜他県WEB物産展露出広告実績例＞

・楽天市場内広告（市場TOPページ、まち楽TOPページ、キーワードコンテンツ等）
・楽天会員向けターゲティングメール（産品購買層のセグメント配信）
・SNS広告（Facebook/Instagram/Twitter等）
・自治体ホームページ、地方新聞広告等

楽天市場TOP露出 メルマガ広告 SNS広告

長野県特集ページ

広告誘導・集客

※参考ページデザイン(宮城県WEB物産展)
https://event.rakuten.co.jp/area/miyagi/exhibition/

① 長野県WEB物産展クーポンキャンペーン企画_広告誘導

https://event.rakuten.co.jp/area/miyagi/exhibition/
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2日間特別特訓 ステップアップセミナー

【DAY1】商品ページの改善ポイントがわかる
・楽天市場での売り方を理解する
・お客さんが買いたくなる商品ページの作り方
・魅せる商品画像の考え方

【DAY2】集客の改善ポイントがわかる
・楽天市場でできる集客対策
・入口商品の作成方法
・効果的な検索対策の考え方

■開催日時 : 10月上旬～11月下旬 全2回 / 各回3時間程度 (予定)

■開催方法 : オンライン開催 (Zoom)

■受講費用 : 無料 (通常有料の講座を本事業の支援として)

■受講社数 : 最大40社 (1グループ20社×2グループ)

■受講対象者条件

・①長野県WEB物産展クーポンキャンペーン企画参加事業者。
・これから売上を作っていく意気込みのある方。

(売上目安月商100万円以下の事業者)
※希望多数の場合は前年売上実績の少ない事業者を優先して選定します

■セミナー内容(予定)

※講座イメージ

② ECノウハウ講座
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ショップ広告(RPP広告) 最大5万円分無料支援

■広告名 : 検索連動型広告（RPP広告）
商品をユーザーの検索や興味関心、ページコンテンツに合わせて掲載し、
クリック数に応じて広告料金が決まる広告です。

■支援社数 : 最大40社

■広告金額 : 最大5万円分無料(掲載期間内に利用された金額分)

■対象者条件

※掲載イメージ

■掲載期間 : 12/1～12/31 (予定 )

・①長野県WEB物産展クーポンキャンペーン企画参加事業者。
・2日間特別特訓ステップアップセミナーへの参加が必須条件となります。
※希望多数の場合は前年売上実績の少ない事業者を優先して選定します。

https://navi-manual.faq.rakuten.net/promotion/000037904?scid=wi_man_syncsearch1

RPP広告詳細については、以下のページ(店舗運営Navi)をご参照ください。
※楽天市場出店後、RMSへのログインが必要です

▼[検索連動型広告（RPP）] 概要

②ショップ広告無料支援

https://navi-manual.faq.rakuten.net/promotion/000037904?scid=wi_man_syncsearch1
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長野県産品ECサイト応援事業
楽天主催 事業説明会・ECセミナー【参加費無料】

【オンライン開催】
日時 : 5/27（金） 14:00-15:40

・長野県オンラインストアによる販売促進事業 支援内容とお申し込み方法のご説明
・ネットショップ成功の秘訣が分かる楽天市場ECセミナー(新規出店店舗様向け)

= ECセミナーお申込み・お問合せ= 

楽天グループ株式会社 店舗開発課
長野エリア新規出店担当宛

[Mail]

ichiba-alliance@mail.rakuten.com

【スケジュール】
13:30 受付開始
14:00 本年度事業概要説明 30分(新規出店＆既存店向け)
14:30 楽天市場ECセミナー 60分(新規出店向け)
15:30 質疑応答
15:40

【セミナー申込みURL】

https://r10.to/huxWWC

※当日はオンライン開催です。※楽天市場出店店舗は担当コンサルタントへお問い合わせください。

mailto:ichiba-alliance@mail.rakuten.com
https://r10.to/huxWWC
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私たちと一緒に

地域を元気に ! 日本を元気に !

Empowerment

../Music/Playlists/セミナー前music.wpl

