


Etsyを足がかりにして、 
どんどん可能性を広げていく事が出来る。

    Point

海外販売がゴールではないということ

大きな母数を生かして、価値提供の感覚
を身につけるきっかけにしてほしい。



Etsyショップオープンするも、 
３か月間一件も売れない。

国内販売を開始。 
”Etsyでうまくいった方法” を 
応用した。(minne、Creema)

私の実際の流れと現在

始めはくよくよしていたが、 
試行錯誤を始める。

少し売れてくる中で、 
うまくいく方法が見えてきた

その”うまくいく方法”を 
Etsy内で、たくさん試した

徐々にお客さんが増え続け、 
月の注文数200件を達成！

国内販売で月に50万円くらいの 
安定した売り上げ作りに成功！

「教えて欲しい！」という要望をいただき、 
Etsyや物販のセミナー・コンサルを始める。

セミナー、お話会、個別コンサルのほか、 
オンラインで学べるネット販売のための講座を 
スタート。



 Etsy 

国内の
商品販売

ネット販売の
集中コンサル

Etsyセミナー
ブログセミナー

元を返せば ETSYをやっていただけ

うまくいく方法は一般化することで他
でも応用できるので  
次々に未来を自分で広げていくことが
できる。



　今日の概要

・エッツィーってなに？

・エッツィーを覗いてみよう！

・あなたのショップを作ろう！



Etsyからスムーズな流れが作りやすい４
つの理由

規模が大きく、見込み客の数が圧倒的に多い１

外国人を相手にすることで、方法を探しやすい
（どう思われてもいい！と開き直れる^^）

２

国内のハンドメイドサイトは、
Etsyクローンと呼ばれており、応用が利く。

３

グローバルな感覚の中で、自分がお客さんに 
できることを感じられ、自分の可能性に気がつく事ができる

４

自分自身のビジネスを俯瞰して捉えるチャンス



　Etsyってなに？
  Part.１



Etsyってなに？

ハンドメイドに特化した、世界最大規模の
オンラインショッピングサイト。

世界２００カ国で、ユーザーは４０００万人。

自宅にいながら、世界各地の人とダイレクトに売り買いできる。

２００５年、アメリカNYでスタートしたサイト。

右肩上がりの成長で、2015年４月、NASDAQに上場。



 Etsyってなに？ 世界中の人が簡単にあなた
の商品にアクセスでき、 
購入できる。



Etsyってなに？

・世界的にあなたのブランドを構築できる。

・24時間販売できる

・金銭的リスクなく始められる

・世界中の人とつながれる

圧倒的な市場規模に参入できる

・スキマ時間で活動できる。

・お家でできる。

・国内販売で応用できるので、売り上げを増大させやすい。

・日本人で販売している人が少ないので、競合が少ない

ETSYを使って世界に商品を売る、その魅力とは？



Etsyを覗いてみよう！
  Part.２



1
 Etsyを見てみよう！

2

3

１商品の詳細ページ



売れているお店の紹介

アイテム数：477点

レビュー数：1709件

セールス数：5772点

【01】JuLVa
オープン：2012.7月

Etsyを見てみよう！





売れているお店の紹介

アイテム数：33点

レビュー数：978件

セールス数：11325点

【02】Stuff the Body
オープン：2013.5月

Etsyを見てみよう！



売れているお店の紹介

アイテム数：295点

レビュー数：4173件

セールス数：11820点

【03】JamieShelman
オープン：2008.12月

Etsyを見てみよう！









売れているお店の紹介

【04】 powderandjade

アイテム数：75点

レビュー数：5937件

セールス数：37413点

オープン：2013.2月

Etsyを見てみよう！



売れているお店の紹介

【05】CoolJapanSTMAP

アイテム数：363点

レビュー数：3586件

セールス数：13540点

オープン：2014.9月

Etsyを見てみよう！
売れているお店の紹介





売れているお店の紹介

【06】 ThreeBirdsNest

アイテム数：400点

レビュー数：1万件

セールス数：7.1万点

オープン：2011.11月~2016年

Etsyを見てみよう！



Etsyを始めよう！
  Part.３



Etsyを始めよう

パソコン・スマホ

クレジットカード、paypal口座

中学レベルの英語力

商品

カメラ

（商品掲載、ショップ運営）

（商品の撮影用。スマホでもok）

（入金管理）

（商品掲載、お問い合わせ対応）

ショップを始めるために必要なもの・・♪



Etsyにお店を持つ６ステップ
Etsyを始めよう

Etsyにアカウント登録

Paypal登録(ビジネスアカウント)

ショップの名前をつける

1つ商品を掲載してみる

EtsyとPaypalをリンクする

ショップ開店 ♪



Etsyを始めよう

Paypal(ペイパル)って？



出店料：０円 
商品掲載料：0.2ドル/個 
売れた時：取引価格の5%

paypalの手数料： 
　　入金額の3.9% + 40円

＋

約9％～10％
※商品単価：2500円～１万円程度の場合

Etsyの費用は・・？
Etsyを始めよう

参考手数料 
minne/ Creema : 10.8% 
 tetote  : 12.96% ~  



ショップの言語・所在地・通貨の設定

Etsyを始めよう



ショップの言語設定

重要：ショップの言語として選択した言語で商品情報を記入しましょう。 
ショップの言語と商品情報の言語が異なると検索にかからない恐れがあります。

フランス語英語　
日本語　

ショップの言語設定に関わらず、お客さまは自分が選択した言語でEtsyを閲覧
します。

Etsyを始めよう



ショップの通貨設定

$£ €

¥¥
BANK

ショップの通貨設定に関わらず、お客さまが選択した通貨に自動換算して表示
されます。 
実際の入金は「ショップの通貨」で設定した通貨で支払われます。

Etsyを始めよう



海外発送の3つの方法

Post office

発送方法は主にこの３つ。 
保証・追跡の有無・到着までの日数によって使い分けます。

Etsyを始めよう

EMS

書留め郵便（国際eパケット）

小型包装物

詳しくは https://www.post.japanpost.jp/int/download/charges.pdf

https://www.post.japanpost.jp/int/download/charges.pdf


いつ発送してくれますか？ When will you ship my order ?

キャンセルしたいのですが。 I’m sorry, I want to cancel my order.

追加注文できますか？ Can I add some more items?

追跡番号を教えてください。 Please tell me the tracking number.

米国にいつ頃つきますか？ How long does it take to the US?

オーダーメイドは可能ですか？ Can I request a custom order ?

よくある問い合わせ



　今日の概要

・エッツィーってなに？

・エッツィーを覗いてみよう！

・あなたのショップを作ろう！



webマガジンへの掲載



 extras

10-Minute Rests

It’s a common belief amongst busy people that time spent 
planning saves time executing. This is because you’ll know 
exactly what you need to do and the order things should be 
done.
Using a 10-minute break during the day to review where 
you’re at and re-prioritize upcoming tasks for the rest of the 
day or the next will increase focus and further reduce time 
spent working.

That’s right, check Facebook, Twitter, whatever and all that 
you’re signed up for, but do so swiftly! Like all 10-minute 
breaks, set a timer and fly through your social media 
accounts once or twice a day, preferably at the same time.
Use this time to post your daily update or quickly respond 
to a message, but be strict with yourself. Friends and family 
will become familiar with your online times and you’ll 
practice self-discipline and self-control.

Find the nearest flight of stairs or emergency stairwell to 
add a few hundred steps to your daily activity while breaking 
a light sweat.
If you’re starting out, try one flight or half a flight at first, 
going all the way down and all the way up again, pausing 
before the next round. If you’re fit, challenge yourself and 
mix up the number of flights going up and down. 
Don’t forget to stretch before you begin.

PRIORITIZE TO DO LISTSThe latest Swatch collections include watches that time 
and track for all occassions and personal styles.

Save time by storing and accessing your most used files 
from anywhere on Dropbox™ for free (up to 1GB).

breaks 13-15 | CLICK FOR MORE � 

Unique stamps by CoolJapanSTAMP on Etsy can turn an everyday 
notebook or planner into a productivity essential.

The minimal HoverDock™ by Just 

Mobile is a charging podium for Apple 
iPhone, keeping it upright and charged, 
even when you’re using a case.

Leuchtturm1917 notebooks, Kuru Togas 
and much more at online stationery store,
Cult Pens.

...on Amazon.

TAKE TO THE STAIRS

CHECK SOCIAL MEDIA

e s s e n t i a l s
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webマガジンへの掲載



お客さんが勝手に紹介してくれる例 







成功するために必要なこと・・

提供する商品が好きであること。

海外取引を楽しむ気持ち♪

楽しい！やりたい！という情熱。

まずはEtsyショップを作って 
世界に向けてお店を運営してみよう！



おしまい

ありがとうございました！


