
■ASPカート比較表

Eストアーショップサーブ メイクショップ カラーミーショップ Future Shop2 たまごリピート BASE Shopify おちゃのこネット

・ECサイトに必要な機能が全て標準搭載され

ている

・専任の担当者がサポートしてくれる。

・20年間のノウハウで、月商1000万円を目指

すことも可能

・Yahoo!ショッピングや価格.comなど、集客

機能が豊富。

・業界トップクラスの機能数。運営、集客な

ど、売れるための機能がすべて揃っている。

・デザインの自由度が高く、自社オリジナル

のショップを開設できる

・低価格かつ高機能。管理画面からの操作も

簡単なため、経験のない方でも使いやすい。

・HTML,CSSなどの知識があればデザインの

自由が高い。

・レスポンシブ対応、SEO対策に特化したテ

ンプレートなど、種類が豊富

・アパレル、ファッションECに強い

・新CMS機能の「commerce creator」によ

り、ECサイトの要素を自由に作成し、「パー

ツ」単位で分割管理できる。HTML、CSS、

JavaScriptの知識があれば自由にカスタマイ

ズが可能。

 ・定期コースのクレジット決済の自動化や、

サンプル請求から、本品購入、定期購入への

引き上げツールなど、定期購入促進のための

充実した機能が満載。

・月額費用がかからないため、簡単にネット

ショップを開業できる

・操作が簡単なのでWEBリテラシーが低くて

もショップ開設が可能

・高機能なデザインでプログラミングのスキ

ルは不要

・全世界で1,000,000以上の企業が導入して

おり信頼が厚い

・専用のアプリが2200以上ある

・SNSとの連携が充実しており集客に強い

・初期費用、売り上げ手数料が不要で、ロー

コストで始められる。

・管理画面がわかりやすく、ページのデザイ

ンなども簡単に編集できるため、HTML.CSS

などの知識はいらない。

・月額費用がやや割高なため、個人事業主向

きではない

・機能やサービスが充実している反面、費用

がやや高め。

・エコノミープランは低額である反面、容量

がかなり制限される。レギュラープラン以上

でないと、満足した機能が使えない。

・高機能である反面、月額費用がやや高い

・Javascriptなどの専門的な知識がないとカス

タマイズは難しい

・初期費用、月額費用が高い

・個人事業向きではない

・サポートがメール問い合わせのみ

・デザインの自由度が低い

・集客力がやや弱い

・アプリが豊富である反面、ほどんどが月額課金

制なので導入しすぎると運用コストが高くなる。

・最新情報やアプリが日本語対応していない場合

がある

・サポートがメールのみ

・独自ドメインの設定費など、ほかのASPが

無料になっている機能が、有料扱いとなって

いる。

・ネットショップ開設が初めての方

・充実したサポートをお求めの方

・豊富な機能を最大限に生かし、売上100万

円以上を目指したい中規模の方

コストをできるだけ抑え、充実した機能を使

いたい方

・アパレル・ファッションECを開設し、ファ

ン化やリピート購入につなげたい方

・定期購入型ECサイトを作りたい方

・法人向け

簡単にネットショップを開設したい方 ・できるだけ費用を抑えたい方

・越境EC をしたい方

・できるだけ費用を抑えたい方

・ECサイト開設が初めての方

初期費用

15,000円 ▼プレミアム

　10,000円

▼MakeShopエンタープライズ

　100,000円～

3,200円 ▼スタンダードプラン

50  22,000円

500  22,000円

2500  27,000円

5000  27,000円

10,000  52,000円

▼GOLD

52,000円

たまごリピートASP　69,800円

たまごリピートGOLD　99,800円

0円 0円 0円

契約プラン

(月額料金)

▼常時SSL（サイト証明書付）

パブリック 11,400円

ベーシック 16,500円

プライム 22,000円

プレミアム 46,800円

▼常時SSL（企業実在認証付）

パブリック　無し

ベーシック　19,700円

プライム 25,200円

プレミアム 50,000円

▼プレミアム

　10,000円

※長期契約の場合は最大で30%OFF

▼MakeShopエンタープライズ

　50,000円

▼エコノミー 834円～ (税込)

▼レギュラー 3,000円

▼ラージ 7,223円

▼スタンダードプラン

50  22,000円

500  26,000円

2500  31,000円

5000  37,000円

10,000  52,000円

▼GOLD

81,000円

※スタンダード、ゴールドともに長期契約で

割引あり

たまごリピートASP　49,800円

たまごリピートGOLD　79,800円

月額料金 0円 ▼ベーシックプラン

29ドル/月（約3,000円/月）

▼スタンダードプラン

79ドル/月（約8200円/月）

▼プレミアムプラン

299ドル/月(約31,000円/月)

▼通常プラン

・ライトプラン　500円/月

・ベーシックプラン　3,000/月

・アドバンスドプラン 10,000円/月

▼専用サーバープラン

100,000円

販売手数料 不要 不要 不要 不要 不要

決済手数料3.6%+40円

サービス利用料：一回の注文総合計に対して

3％

▼Shopify ペイメント利用時

　手数料不要

▼Shopify ペイメント以外

・ベーシックプラン　2.0％

・スタンダードプラン　1.0％

・プレミアムプラン　0.5％

不要

6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月（ラージプランは12ヶ月） 1ヶ月 6ヶ月 なし なし 専用サーバープランのみ3ヶ月の最低契約期間

パブリック　500点

ベーシック　3,000点

プライム　3,000点

プレミアム　3,000点

※プライム、プレミアムプランは上限を超え

る場合1,000点ごとに+1,000円/月額で追加

できる。

▼プレミアム

　10,000点

▼MakeShopエンタープライズ

　50,000点

無制限 ▼スタンダードプラン

50  50商品

500  500商品

2500  2,500商品

5000  5,000商品

10,000  10,000商品

▼GOLD

30,000商品

無制限 無制限 無制限 ▼通常プラン

・ライトプラン　100点

・ベーシックプラン　5,000点

（※有料オプションで30,000点）

・アドバンスドプラン　50,000点

▼専用サーバープラン

100,000点

パブリック　1GB

ベーシック　3GB

プライム　10GB

プレミアム　10GB

▼プレミアム

　100MB

(※14,400円/年で10GBに拡張可能)

▼MakeShopエンタープライズ

　専門サーバー

　商品点数10万点以上が登録可能

エコノミー　200MB

レギュラー　5GB

ラージ　100GB

▼スタンダードプラン

50  2.0GB

500  10.0GB

2500  25.0GB

5000  35.0GB

10,000  55.0GB

▼ASPプラン　共通サーバー20GB

▼GOLDプラン　専門サーバー

メモリ：16GB

CPU：Xeon E5620

HDD：1TB(RAID1)

公表なし 公表なし 50GBまで

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇

※拡張Eコマース機能あり
〇 〇 〇 〇

専任の担当者 専任の担当者 電話サポートとメールサポート 電話サポートとメールサポート 電話サポートとメールサポート メールサポートのみ 電話、メールでのサポート メールのみのサポート

無料で取得可 無料で取得可 無料で取得可 無料で取得可 無料で取得可 無料で取得可 11ドル/年（約1,200円/年）～
・独自ドメイン3000～6000円/年

・設定費6000円

〇

※一部連携できないページもある。
〇 〇 〇

サービス上での連携は不可。

※たまごリピートのサーバー上ではなく、お客様

自身のサーバーにWordpressを置くことで連携で

きる

× 〇 ×

03-3595-2150

（10:00～18:00 ※土日祝日を除く）

▼新規出店の相談

03-5728-6236

（10:00～12:00/13:00～18:00 ）

▼機能や管理画面の相談

03-5728-6224

（9:00～18:00） ※土日祝日を除く

フォームからのお問い合わせ

（希望すれば電話も可能。電話の場合10:00

～18:00 ※土日祝日を除く）

フォームからのお問い合わせ

▼不具合時

06-6485-6485

（平日10:00～17:00）

03-6635-6451

※コロナ時はメール対応のみ

フォームからのお問い合わせのみ

※ショップ運営者はチャット可(13:00～

18:00)

フォームからのお問い合わせ フォームからのお問い合わせのみ

平日（9:00～17:00）

上記電話番に問い合わせれば迅速な対応をし

てくれる。

待ち時間もほとんどなく、丁寧な対応。

上記電話番号にて、迅速な対応 ・お問い合わせフォームより質問。

・電話で問い合わせたい場合は、「電話でのお問

い合わせを希望」と送れば可能になる。

（※当社から返信メールが来てから、メールで日

程調整をした後の電話となるため、少し時間がか

かる）

お問い合わせフォームより質問。

上記電話番号にて、電話でも対応可能

通常は電話サポートを行っているが、コロナ

時はメールでのサポートのみ。電話をする

と、音声でメールへと案内される。

▼メールアドレス

tamago-con@temona.co.jp

質問はお問い合わせフォームからのみ。

（※電話は受け付けていない）

・お問い合わせフォームより質問。

・電話で問い合わせたい場合は「電話でのお

問い合わせを希望」と送れば可能になる。向

こうから電話をしてくれるため、割と早い対

応。

質問はお問い合わせフォームからのみ。

（※電話は受け付けていない）

157個（無料） 15個（無料） 77個（無料46、有料31） 1個 なし 73個(無料17・有料56) 73個(無料9・有料64) ▼ライトプラン　数種類

▼ベーシックプラン　400以上

▼アドバンスドプラン　400以上

※全て無料

2週間 15日 30日 3週間 4カ月以内にショップオープンするという条件で1

カ月の無料トライアル

※お客様によって期間は異なる

- 14日 30日

独自ドメイン取得

アナリティクス設置

サポート体制

メリット

デメリット

料金

最低契約期間

商品登録数

サーバー容量

スマホ対応

このような方におすすめ

WordPress導入の有無

電話番号

テンプレート数

対応時間と手順

無料使用期間


