
"売りたい!"

その気持ちをPIPPOで実現しませんか？

PIPPOがサポートします！
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1． 全体を知る

■ PIPPOの概要

商品ページを無料で作成します！

▪ 商品の写真撮影や商品説明の作成をPIPPOが無料で行います。  

▪ 商品サンプルを送っていただくだけで、商品の撮影・説明文の作成、サイトへの掲載を

一貫して行います。

（ショップページ、商品ページの例）

サイト利用料は売り上げの１０%です！

▪ 売り上げ（商品代金＋送料；お客様が決済された金額）の１０％をサイト利用料として

いただきます。  

▪ お支払いは月末締めの翌月末払いです。
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■ 全体のフロー
契約から売上金のお受け取りまで流れを、３段階に分けてご説明します。

ご契約から販売開始まで

1． お問い合わせ

ホームページ https://www.pippoec.com/のお問い合わせフォームからどうぞ。

2． 契約の締結（郵送または対面）

ご契約書類を郵送します。ホームページの利用規約もご覧ください。

3． 商品・価格・送料などの決定

ご相談しながら決定できます。

4． 商品サンプルをPIPPOへ送付

・ 商品の写真撮影を希望される場合は、サンプル商品を送付いただきます

・ 食品等は開封して写真撮影するため返品できません。

・ サンプル商品の送料は実費です。

5． PIPPOにて写真撮影、ページ作成

・ 1点につき10枚以上の写真を撮影し、その中から数枚に厳選します。

・ 撮影の際は、商品の魅力が最大限に伝わるよう、また商品のお色が実物と近

くなるよう、撮影角度や背景や光源、光量などに配慮しています。

・ 商品の魅力が伝わるページを作成します。使用感や質感など、わかりやすい

説明文でお客様に説明します。

6． デモページのご確認

仮の状態でご確認いただき、修正点やご要望などをお伺いします。

7． 本ページへの掲載・販売開始

実際のページに掲載して、販売を開始します。
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ご注文から商品発送まで

1． お客様がＰＩＰＰＯでご注文

2． PIPPOからショップへご連絡
ショップへ納品書をメールで送付します。

3． ショップからお客様へ商品発送

納品書の内容に従いショップからお客様へ商品を発送していただきます。

　

4



売上金の受け取り

1． ＰＩＰＰＯからショップへご連絡

・売上金は月末に集計し、翌月の10日までに「売上明細書」をメールでお送りい

たします。

2． 振込申請

・売上金の振込のタイミングは1か月、3ヶ月、6ヶ月からお選びいただけます。

3． PIPPOからショップへお支払い
・売り上げ（商品代金＋送料＝お客様が決済された金額）から１０％を販売手数

料として引いた金額を、ショップにお支払いします。

・お支払いは月末締めの翌月末払いです。

・振込手数料はショップでご負担いただきます。

・振り込み金額が1000円に満たない場合は、翌月に繰り越します。
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■ オプションサポート
以下のオプションをご用意しています。ご要望の際に応じて、お申し出ください。

店頭・出張ディスプレイの制作

▪ お客様の年齢や動線に配慮し、維持しやすいディス

プレイを制作・提案します。   

▪ ご提案だけでなく、事業所様がお持ちの材料で、なる

べく費用をかけずにPIPPOが作業します。

▪ 電話又は現地にて、お見積もり。ご要望や店舗規模

等で料金は変動します。 

価格：1回3時間程度～：¥30,000～ （交通費実費）

パッケージのご提案と制作

▪ 希望の用途（吊り下げ／据え置き型、店頭／イベント陳列等）に合

わせた作成しやすいパッケージ案を作成し、試作品を納品します。

 廃材等も活用します 。

▪ 事業所内での作成に必要なマニュアルを作成します。

価格：提案・試作品作成（打ち合わせ含む）：¥10,000～　

マニュアル作成（実技指導含む１時間）:¥7,500～ 

フルセット：¥15,000～ （すべて交通費実費）

↑ロゴ・パッケージ作成例

ショップロゴの作成

▪ 商品のパッケージやプライスカードに貼るショップロゴを作成します。 

▪ ショップのコンセプトやイメージにあったロゴ案を数種ご提案。

▪ 決定したロゴはデータで納品しますので、繰り返し印刷してご活用できます。  

価格：¥15,000～ （A4サイズシール1枚プレゼント）
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オーダーメイドの受注サポート

▪ お客様からの手付金の入金確認や、お客様への残金の請求を行います。

▪ 基本的にお客様との打ち合わせにPIPPOは参加しませんが、サポートをご希望の場

合はご相談ください。（別途料金)

商品ページお急ぎコース

▪ ご契約後または新商品追加の際に、商品サンプル・商品一覧到着後、約3週間で商品

ページ（デモページ）作成します。（通常3か月要する期間を1/3に短縮）商品数により期

間が短縮する場合がございます。

▪ 目安の料金は以下のとおりです。内容により金額が変動する場合がございます。

商品数 料金（税別）

1商品～ 10,000円～

5商品～ 40,000円～

10商品～ 70,000円～

▪ どうしても期限までに間に合わせたいというショップ様はご利用ください。

ご予算・ご要望に合わせてお見積りを作成致します。
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２．詳細を知る：ご出店マニュアル

■ ご契約の締結
以下のフローチャートに従い、PIPPOとの契約お手続きを進めてください。

A.契約書のみを送付する

1. 契約書を2部印刷し、両方にご署名・ご捺印の上、PIPPOに郵送して下さい。

2. 出店登録シートに必要事項を入力し、メールで送付して下さい。　　　　　　　　

※出店登録シートはメール送付を基本としておりますが、もしも難しい場合には、印刷・記入

の上、契約書と併せて郵送して下さい。
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B.契約書と商品サンプルを同時に送付する

＜郵送するもの＞

1. 「契約書」を2部印刷し、両方にご署名・ご捺印下さい。

2. 「商品サンプル」として、PIPPOで販売予定のすべての商品をご準備下さい。

※次ページの⚠商品サンプル送付時の注意を必ずご確認ください。

3. 上記１～２をPIPPOに郵送して下さい。

＜メールで送付するもの＞

１．「出店登録シート」に必要事項を入力して下さい。

２．「出品一覧（商品価格表）」に必要事項を入力して下さい。

　　※食品と、食品以外で使用するシートが異なりますのでご注意下さい。

３．商品が食品の場合には、「【食品】商品詳細」に必要事項を入力して下さい。

４．上記１～３をメールで送付してください。

※メール送付を基本としておりますが、もしも難しい場合には、それぞれ印刷・記入の上、契

約書・商品サンプルと併せて郵送して下さい。

上記ご対応いただいた後、PIPPOがお控えの契約書1部をショップ様に返送し、契約締結となり

ます。なお、お控えの契約書とサンプル商品の返送料は、PIPPOが負担します。
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⚠商品サンプル送付時の注意

▪ 販売時のパッケージに入れて送付ください。

▪ ギフト対応商品は、ギフト包装にしてください。

▪ 手提げ袋やギフトカードをつける場合は、同梱してください。

▪ １点物の商品はすべてお送りください。また、異なった規格（色やサイズなど）がある場合は規

格毎に送付ください。

▪ 配送時の破損事故防止のため、緩衝材などでしっかりと梱包してください。特に小さな商品や

壊れやすい商品を発送する際はご注意ください。

▪ アクセサリーなど、普通郵便やレターパックなど「天地無用」「下積み厳禁」「こわれもの」などの

記載ができない配送方法で発送されたときのサンプルの破損が多くなっております。梱包の際

には十分ご注意ください。

▪ 配送中の商品の破損はPIPPOで弁償は致しかねますことをご了承ください。

▪ 食品は開封しての撮影及びレビュー掲載のための試食をするため、返送はいたしません。

▪ 食品以外のサンプルの返却は、商品撮影後に行います。
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契約締結から販売開始まで

　契約が締結しましたら、PIPPOでショップページ・商品ページの作成を開始します。ショッ

プの皆様は、以下の手順でのご対応をお願いします。

１）ページ作成のために以下情報をご提供ください

・ショップの情報

下記のURLにアクセスし、各項目にご入力ください。

ショップページ作成フォーム：https://forms.gle/9QJ8YM7iuJ2czMJM9

・ロゴ画像、ショップの様子がわかる画像（３枚）

ショップのロゴ画像と、施設の様子・作業風景などがわかる写真をメールで送付ください。

・販売商品・販売価格・配送方法
※

・ PIPPOでの販売予定商品・販売予定価格・商品の配送方法を、出品一覧（商品価格表）

に記入し、メールまたは郵送ください。

・ 初回は10点までです。1点物やオーダーメイドの商品も販売可能です。。

・ 価格は送料込みの価格で決めてください。送料の設定が難しい場合は、PIPPO規定送料

を基準（Q&A参照）にして決定してください。

・ 配送方法は商品ごとに決定してください。配送業者ごとに配送方法・配送料が異なります

のでご注意ください。 配送業者と直接契約することにより、通常配送よりも料金が安くなる

場合がございますので、各ショップ様でご検討ください。

・商品写真または商品サンプル
※

・ 商品写真をメールで送付ください。

・ 写真の撮影をPIPPOに依頼される場合（無料）には、商品サンプルを郵送してください。

郵送の際には、前ページの⚠商品サンプル送付時の注意を必ずご確認ください。
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※契約締結前にご提供・送付されていない場合にのみご対応ください。

２）デモページをご確認ください

デモページ完成後、メールでご連絡しますので、修正箇所をご指摘ください。

▪ 契約締結からデモページの確認まで2～3か月かかります。

▪ お急ぎのショップ様は、オプションサポートのお急ぎコース（有償）をご利用ください。

▪ 画像内のデザインの変更やフォントの変更など、商品の内容に直接関係がない事項につ

いては、修正できない場合がございます。

▪ オリジナル・独自の画像や商品ページ作成を希望されるお客様は有償にて承りますので

PIPPOにご連絡ください。

商品ページが完成しましたら、販売開始です。特集ページやSNSなどで皆様の商品を紹

介していきます。

🙏ショップの皆様へのお願い　～積極的な宣伝を！～

▪ ネットショップの開設や通販サイトの開始を積極的に宣伝してください！PIPPOでももちろ

ん宣伝しますが、ショップのファンが最も多いのは、ショップ様の一番近くの方々です。

▪ 身近な人に広げていただくことが、売り上げをあげるのに最も効果的です。ホームページ・

名刺・ショップカード・チラシ・広報誌・メールの署名・SNSなどさまざまな場所にショップペー

ジのURLをリンクさせてください。
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■ 販売開始後
　販売が開始しましたら、注文をお待ちください。ショップの皆様に行っていただく受注後の

対応と売上金の受け取り方法をご説明します。

ご注文への対応（顧客への連絡と商品発送）

１）注文メールを確認する

▪ 商品が売れたらメールでお知らせいたします。

▪ 発送が遅れそうなときや注文どおりの商品が発送できないときなどは、すみやかにお客様

へご連絡ください。 お客様へのメールをお送りする際はCCにPIPPOをいれてください（

info@pippodonation.com）。 内容は以下の文例をご参照ください。

【✉発送遅延のご連絡の例】

○○○○さま
この度はPIPPOよりわたしどもの商品をご購入いただき、ありがとうございました。
注文番号 P○○○○○○○○○○○○○○○○○○（納品書に記載の18桁）の発送についてのご連絡です。
申し訳ございませんが、 XXXの理由により遅れが見込まれ、●月●日の発送となる予定です。
恐れ入りますが、今しばらくお待ちいただけますよう、 何卒よろしくお願いいたします。
ショップ名：

担当者：

電話番号：

【✉発送不可能時のご連絡の例】

○○○○さま
この度はPIPPOよりわたしどもの商品をご購入いただき、ありがとうございました。
注文番号 P○○○○○○○○○○○○○○○○○○（納品書に記載の18桁）についてご連絡いたしました。
申し訳ございませんが、XXXの理由により、 こちらの商品をお送りすることができません。
大変恐縮ではございますが、下記のいずれかをお選びくださいますよう、お願いいたします。
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１）代わりの商品をお送りする（商品名： ）
２）キャンセルとし、ご返金する

大変お手数ではございますが、どちらをご希望か、 本メールのご返信にてお知らせくださいますよう、お願
いいたします。

その他、ご不明な点などがございましたら、お知らせください。

ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。

ショップ名：

担当者：

電話番号：

▪ キャンセル・返金となった際には、PIPPOよりお客様へ返金いたします。 手数料と返金に

伴う実費を出店者にご負担いただきますので、予めご了承くださいませ。

▪ 発送に関するご不明な点等ございましたら、PIPPOまでご連絡ください。

🙏ショップの皆様へのお願い　～お客様に信頼いただくために～

直接顔を合わせることのないネット通販では、すみやかな連絡・発送により、お客様にでき

るだけ不安を与えないことが大切になります。お客様に信頼していただくことで、繰り返しの

ご利用にもつながります。気持ちよくお買い物をしていただけますように、ご配慮のほどをよ

ろしくお願いいたします。

２）納品書を印刷する

▪ 注文メールに添付されている納品書とチラシ（メッセージ欄やクーポン）を印刷して、商品に

同梱してください。いずれもA4サイズのPDFファイルです。
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３）商品と納品書を梱包する

▪ 商品の梱包の際は、下記の点を確認してください。

【☝発送前のチェックリスト】

□ 納品書は印刷しましたか？

□ チラシは印刷しましたか？

□ 商品に傷や汚れはありませんか？

□ パッケージの中にゴミや髪の毛などは入っていませんか？

□ パッケージの外側に汚れはありませんか？

□ 配送中に破損しないように商品を梱包しましたか？

□ 納品書は入れましたか？

□ チラシは入れましたか？

□ ショップの情報が載っているパンフレットやチラシを入れましたか？

▪ 納品書とチラシは、わかりやすいように商品の上においてください。

▪ 梱包資材は「新しく綺麗なもの」をお使いください！個人間取引ではないためリサイクル資

材の使用は避けてください。クレームの原因になります。
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４）発送する

▪ 各配送業者の発送伝票に必要事項を記入の上、発送してください。 宛名と発送元は以下

の通りです。特に発送元には十分ご注意ください！

●ご注文者とお届け先が異なる場合（主にギフト）

発送先：納品書の「お届け先」

発送元：納品書の「ご注文者様」

品物：品物とショップ様情報（ショップ名／ショップご住所／ショップ電話番号）

● ご注文者とお届け先が同じ場合

発送先：納品書の「お届け先」　　　　　　

発送元：施設（ショップ名） の情報
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５）PIPPOに発送通知を送る

▪ 商品を発送しましたら、下記の発送通知フォームにご入力いただき、送信してください。お

客様に発送完了のお知らせが送られます。

発送通知フォームhttps://goo.gl/forms/LsQILJXUG2rxD4cd2

🙏ショップの皆様へのお願い　～発送通知はすみやかに～

お忘れなきよう、商品発送後すみやかに発送通知を送信してください。お客様は、代金を支

払ったのにもかかわらず発送の連絡がないと、商品がきちんと届くのかがわからず不安を

感じます。

商品発送完了フォーム

メールアドレスのご入力について

ショップ様のメールアドレスを入力してください。

※誤ってお客様のメールアドレスを入力すると誤ったデータが送信され

てしましますのでご注意ください！！！
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追跡番号

普通郵便・定形外郵便以外の発送方法には、追跡番号が記載されいま

すので、ご入力をお願い致します。例）クリックポスト
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売上金のお受け取り

１）売上明細書を受け取る

▪ 売上金は月末に集計し、翌月の10日までにメールでご報告いたします。

▪ 売り上げ（商品代金＋送料＝お客様が決済された金額）から10％をサイト利用料として引

いた金額を、ショップにお支払いします。

２）振込依頼をする

▪ 売上金の振込のタイミングは1か月、3ヶ月、6ヶ月からお選びいただけます。

▪ お支払いは月末締めの翌月末払いです。

▪ 振込手数料はショップでご負担いただきます

▪ 振り込み金額が1000円に満たない場合は、翌月に繰り越します。
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３．Q&A

Q１．サイト利用料はいくらですか？

A１．売り上げ（商品代金＋送料＝お客様が決済された金額）の10％がサイト利用料となります。

サイト利用料を差し引いた金額をショップにお支払いします。お支払いは月末締めの翌月末払い

です。

Q２．出品できる商品数は何点までですか？

A２．初回の商品の出品は10点までです。人気のあるお品をお選びください。

Q３．販売価格はどのように決まりますか？

A３．商品価格にPIPPOが定めた送料を足した送料込みの価格が、PIPPOでの販売価格となりま

す。送料はショップのご契約宅配業者と交渉していただきます様お願い致します。配達量により通

常金額より割安になる場合がございます。送料一覧は下記をご確認ください。

送料一覧

区分 梱包時のサイズ（縦・横・高さの合計cm） 送料

特大 100サイズ以上 1200円

大 80サイズ以上 1000円

中 60サイズ以上 800円

小 レターパック、宅急便コンパクトなど 500円

極小
普通郵便、クリックポスト、レターパックライトなど大きさ

がA4サイズ、厚さ3センチ以下のもの
300円

Q４．新商品を追加したい

A４．新商品は随時追加できます。 PIPPOまでご連絡ください。

Q５．PIPPOで撮影した商品画像を宣伝のチラシなどに使用したい

A５．無料でデータをお送りしますので、PIPPOまでご連絡ください。
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Q６．商品の企画開発について相談したい。

A６．商品の企画開発、販売方法のご提案はご希望に応じて有償にて行っております。商品につ

いてご意見をお求めの際は、お問い合わせください。

Q７．個人での出店は可能ですか？

A７．個人事業でのご出店の際は、契約書と合わせて下記をご提出いただいております。

・直近3ヶ月以内の住民票の写し

・顔写真付き身分証明書の写し

・商品のお写真

・もしあれば、商品と価格の一覧

個人取引の際は 情報開示や、商品取引などに不安を感じる購入者さまが多くおられます。 その

ため、商品ページに「個人の出品である」ことを明示させていただいております。 あらかじめご了

承ください。

Q８．発送や在庫管理が難しいが、どうすればよいでしょうか？

A８．商品の発送が難しい方や在庫管理が難しい方へは、PIPPOが商品を発送する委託販売を

行っております。販売手数料が30％になります。梱包資材、送料などご負担することなく、商品を

販売することができます。ご利用ご希望の方は、PIPPOまでご連絡ください。（買取ではありませ

ん。）
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４．書類一覧（リンク）

PIPPOホームページにまとめて掲載しています。

出店をご希望の方＞出店手続きはこちら：https://www.pippoec.com/html/page6.html

以下リンクからも入手いただけます。

・契約書

　　　 契約書PDF　 契約書ワード 契約書 記入方法

・出店登録シート　

　　　 出店登録シートPDF 出店登録シートエクセル

・出品一覧（商品価格表）

　　　 出品一覧（商品価格表）PDF 出品一覧（商品価格表）エクセル

５．書類・商品サンプル送付先
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https://gigaplus.makeshop.jp/pippo/_assets/downloadfile/%E5%87%BA%E5%BA%97%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E5%87%BA%E5%93%81%E4%B8%80%E8%A6%A7.xlsx
https://gigaplus.makeshop.jp/pippo/_assets/downloadfile/%E5%87%BA%E5%93%81%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf
https://gigaplus.makeshop.jp/pippo/_assets/downloadfile/%E5%87%BA%E5%BA%97%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E5%87%BA%E5%93%81%E4%B8%80%E8%A6%A7.xlsx


まずはご相談ください

日頃の製品販売でお悩みはありませんか？ 課題は、事業所様によって様々です。

・・・という事業所様は是非、PIPPOへご相談ください！

PIPPOでは、事業所様とご相談しながら手軽に、すぐに取り組める方法で、今抱えている

お悩みを解決するお手伝いをします。

メールでのご相談は無料です。お悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

PIPPOホームページ https://www.pippoec.com/

メールはこちら：info@pippodonation.com
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食品販売に関する注意

目次
1. 食品表示について
2. 賞味期限について
3. パッケージについて
4. 返品規約について

１．食品表示について

食品表示は、購入者が食品選択する際の大切な役割を担っています。

特に食物アレルギーや疾病をお持ちの方にとっては、食品表示は食品を安全に摂取するため
の重要な情報源です。

食品表示のミスや不徹底は、お客様の健康に影響する事故に繋がる可能性があります。

そのため、食品表示基準を守らないときには「業務停止命令」「商品の回収」「罰金」
などが発生する場合があり、施設の運営自体にも支障をきたします。
また、結果的に作り手の仕事を奪ってしまうことになり、PIPPOで出店しているショップ全体の信
頼や「福祉」製品全体の信頼を失うことにもつながります。

一方、正しく透明性のある食品表示は、お客様の安心と、商品への信頼性向上につながります
ので、食品表示基準の徹底をお願いいたします。

近年、さまざまな表示基準の改正がありましたので、参考資料をご参照いただく、自治体の窓口
へご相談いただくなどの上、今一度ご確認をお願いいたします！

食品の表示については食品表示法に定めがあり、具体的な表示のルールが食品表示基準で規定
されています。食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者（食品関連事業者等）は、この基準を
遵守することが義務付けられています。

そのため、食品表示基準を遵守していない食品はPIPPOではお取り扱いを致しません。各商
品の表示内容が最新の基準に則っているか、商品登録前に必ずご確認をお願いいたします。
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菓子や飲料など、容器包装に入れられた加工食品については、特に以下をご確認下さい。

１）一括表示
①名称、②原材料名、③添加物（②の欄内で区分して記載することも可）、④賞味期限又は消
費期限、⑤内容量、⑥保存方法、⑦食品関連事業者の名称及び住所（製造者・販売者・加工者
など）、⑧製造所等の所在地及び製造者等の名称（⑦と同一の場合には省略可）の記載が漏
れなく、正しく記載されていますか？

２）特定原材料
食物アレルギーの観点から、特定原材料7品目は表示義務であり、特定原材料に順ずる21品
目は表示が推奨されています。原材料名の欄に正しく表示がされていますか？

３）原料原産地
原材料のうち、重量割合が最も高いものは原産地表示が必要です。正しくされていますか？

４）遺伝子組み換え食品
原材料で遺伝子組み換え食品を使用している場合、基準に則った表示をしていますか？

５）栄養成分表示
「栄養成分表示」と記載の上、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の順に記載して
いますか？
また、栄養成分表示は、一括表示とは別の枠で記載していますか？

※小規模企業者が販売するもの、容器包装の表示可能面積が極めて小さいもの、コーヒー・お
茶など栄養が少ないもの等、栄養成分表示を省略できる場合があります。詳細は参考資料を
ご確認下さい。
※省略できる場合に該当しても、あえて表示する場合には基準に則る必要があります。

６）栄養成分表示の許容差について
栄養成分を表示する場合、賞味期限内はすべての商品で表示値の「許容差の範囲（主な栄養
素は±20％）」内である必要があります。守られていますか？
栄養成分にバラツキがある場合など、「合理的な推定により得られた一定の値」を表示する場
合には、「推定値」「この表示値は、目安です。」のいずれかを表示していますか？

７）表示する文字の大きさ
食品表示の文字の大きさにも決まりがあります。正しいサイズで表示されていますか？

なお、申請いただいた内容に不足や不備があると思われる場合には、PIPPOよりお問い合わせさ
せていただくことがあります。予めご了承ください。

＜参考資料＞
■【消費者庁】早わかり食品表示ガイド 令和２年11月
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/assets/02_h-foodlabelling_202011.pdf

■【東京都保健福祉局】食品表示法食品表示基準手引編
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouji/kyouzai/files/tebiki_tougouban.pdf

■【東京都福祉保健局】栄養成分表示ハンドブック
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouji/kyouzai/files/eiyouseibun_handbook.pdf

２．賞味期限について
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到着時に賞味期限が切れている、短すぎるなどのトラブルを回避するとともに、ギフト購入時など
にもお客様に安心して購入いただけるよう、以下の内容を商品ページに記載いたします。商品登
録時に必ず正しく申告をお願いいたします。

＜商品登録時の申告内容＞
①賞味期限は、製造日から何日で設定しているか
②商品発送時に、賞味期限を何日以上保証するか

＜商品ページ記載例＞
■賞味期限：製造日から30日
※こちらの商品は、発送日から25日以上あるものをお届けします

＜参考＞
■食品の期限設定の考え方と実例について
https://www.maff.go.jp/j/study/syoku_loss/02/pdf/ref_data2.pdf
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３．パッケージについて

食品を包装する資材については下記の基準をお守りください。

①食品衛生法法上の規格基準を守った包装資材を使っている
②表示された消費期限・賞味期限が客観的指標を基に決定されている

モールなどで留めただけの包装ではなく、シーラーなどで圧着し、中に乾燥剤や脱酸素剤などを
入れてください。

焼き菓子に関するパッケージの注意点
焼菓子などの食品劣化の大きな原因は「酸素」「湿気」「温度」です。
モールやテープでただ止めたような状態では、「酸素」と「湿気」が入ってきます。
また、配送途中は温度状態のコントロールができません。
酸素に触れ続ければ、原料中のバターなどに含まれる油脂が酸化し風味が大きく劣化しますし、
商品によっては包装が甘いと湿気の影響によるカビが発生します。

シーラーで密閉するだけでは中に空気や湿気が存在してしまうので、クッキーなどは乾燥材を、マ
ドレーヌなどは酸素透過性の低い袋を使用し脱酸素剤を入れるなどの対策をしてください。

【パッケージのご相談】
PIPPOでは食品の場合ギフト需要が多く、手作り感も大切ですが、賞味期限内しっかりと美味しさ
を含めた品質を維持することや、衛生面にも配慮した包装の方がリピートしてご購入いただけま
す。

きちんと包装すると「コストが・・」と感じると思いますが、包装は品質のイメージに直結するので、
パッケージをきちんとすることで、【価値が上がる＝価格を上げる】ことができます。

パッケージ・包装にお悩みの方は、PIPPOまでお気軽にご連絡ください。

＜参考＞
■株式会社サンコー商事　食品包装基礎講座
https://www.sanko-shoji.jp/lecture/cn3/pg128318.html
■コッタ
https://www.cotta.jp/special/wrapping/freshness_keeping_agent.php

27



４．返品規約について

PIPPOで食品の販売をする場合、お客様の都合による返品は不可としております。

ただし、お客様のお手元に届いた商品に品質や包装に関する不都合があった場合には、各ショッ
プにてお客様のお手元にある商品の返送依頼と、商品の交換対応をお願いいたします。

各商品ページに以下の返品規約を掲載いたします。

＜商品ページに掲載する返品規約＞

商品の特性上、お客様のご都合（ご注文間違い、お気に召さないなど）による商品発送後の返
品・交換は承っておりません。
商品発送後のお客様のご都合によるキャンセルや保管期限までに商品をお受け取りいただけ
なかった場合は、商品はショップへ引き戻しとなりますが、返金は出来かねますのでご了承下さ
い。
到着後の商品に関するお問合せは、商品到着後７日以内にお願いいたします。
商品の品質・包装には万全を期しておりますが、万一不都合がございましたら、お手数ですが
商品到着後７日以内にショップまでご連絡ください。確認の上、返送先等をご案内させて頂きま
す。

なお、商品に不都合があった場合にお客様がご連絡を下さるのは、「このショップなら対応してくれ
る」「改善されれば、今後も購入し続けたい」と期待し、信頼して下さっているからです。大切なお
客様の信頼を裏切らないよう、以下に留意して誠実な対応をお願いいたします。

＜商品に不都合があった場合の対応について＞

１）交換対応だけでなく、不都合があった商品を返送いただき状況確認を行う

お客様のお申し出内容を確認し、商品に何らかの不都合があった場合には新しい商品への交
換（新しい商品の在庫がない場合等、状況によっては返金）をお願いいたします。

その際、お客様のお手元にある商品を返送いただき、不都合が生じた原因の究明、また、再発
防止に努めて下さい。

また、万が一、商品に重大な欠陥が判明した場合には、商品ページの非公開対応や同一商品
を購入されたお客様へ周知をする必要がございますので、速やかにPIPPOへご連絡下さい。

２）お客様から返送された商品の再販売は不可

お客様から返送された商品の一部、または全部が未開封だった場合にも、再梱包しての販売
等は避けるようお願いいたします。

一見未開封のようでも一度開封していたり、保管環境がよくなかったりする場合があり、再販売
はトラブルや事故の原因となりますのでご注意ください。
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サイズ表示とサイズの測り方について

目次

１．衣服等の計測箇所

２．バッグ・雑貨の計測箇所

３．アクセサリーの計測箇所

４．注記
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１．衣服等の計測箇所

【トップス】                                                              【スカート】

【靴下】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ニット帽】
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【マフラー・ストール】　　　　                                  【手袋】

　　　　

２．バッグ・雑貨の計測箇所

【バッグ】　　　　　　　　　　　　　　　　　【リュック/バックパック】
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【巾着袋】　　　　　　　　　　　　　　　【財布】　　　

　　

【キーホルダー】　　　　　　　　　　　　　【マスク】
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３．アクセサリーの計測箇所

【ネックレス】　　　　　　　　　　　　　【ピアス・イヤリング】
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４．注記

（１）ECサイト商品ページ内のサイズに関する注記について

ECサイト商品ページでは、全てのサイズに「約」と入れます。また、「商品詳細」の本体サイ
ズ記載欄には以下の注記をいたします。

--------------------------------------
＜本体サイズについて＞

※採寸時に、商品によっては若干の誤差が発生する場合がございます。予めご了承くださ

い。

※ハンドメイドのため誤差がある場合がございます。

--------------------------------------

（２）商品名について

ECサイトにご出品いただく商品名は以下に統一してください。

・バッグ

・さをり織り

（３）その他

ポケットがある場合は、ポケットの数やサイズを記載ください。
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