2019 年 9 月 11 日

報道関係各位

GMO ペパボ株式会社

全国 4 万店超の頂点が決定！ 『カラーミーショップ大賞 2019』
ショユウ

大賞は、書道業界随一の品揃えを誇る「書遊Online」

GMO インターネットグループの GMO ペパボ株式会社（代表取締役社長：佐藤 健太郎

以下、GMO ペパボ）

（※1）

は、国内最大級

のネットショップ開業・作成サービス「カラーミーショップ byGMO ペパボ（以下、カラー

ミーショップ）」（URL：https://shop-pro.jp/）が主催する創意工夫を凝らしたネットショップを発掘し、表彰す
るコンテスト『カラーミーショップ大賞 2019』（URL：https://award.shop-pro.jp/2019/）において、2019 年 9 月
10 日（火）に各賞の受賞店舗（全 38 店舗）を発表するとともに、授賞式を執り行いました。
ショユウ

大賞を受賞した、書道業界で随一の品揃えを誇る「書遊Online」（奈良県）をはじめ、現代のライフスタイルに
合わせて地域文化や伝統技術を発信している店舗が多く選出されました。
また、この度の『カラーミーショップ大賞 2019』の開催を記念して、本日 2019 年 9 月 11 日（水）から 9 月
20 日（金）までの期間中に「カラーミーショップ」を新規でご契約いただいたショップを対象に、初期費用（3,240
円／税込）が無料になるキャンペーンを実施いたします。
（※1）2019 年 8 月末時点、自社調べ（国内有料オンラインショップ構築サービスの公表店舗数を比較）。

【『カラーミーショップ大賞』とは】
「カラーミーショップ」は、“低価格・高機能”をコンセプトに、個人から企業まで幅広いお客様にご利用いただ
いている、国内最大級の有料ネットショップ開業・作成サービスです。「カラーミーショップ」では、多彩なデザ
インや豊富な拡張機能を活用しながら、改良を重ね、売り上げを伸ばしているショップが数多く運営されていま
す。こうしたご利用店舗の中から、様々な視点で創意工夫を凝らしている店舗を発掘し、表彰するのが『カラーミ
ーショップ大賞』です。

■『カラーミーショップ大賞 2019』について
今年で 6 度目の開催となる『カラーミーショップ大賞 2019』は、昨年から採用している「カラーミーショップ」
をご利用の全 4 万超の店舗を一次審査の対象とする「オファー制」により、まずは「カラーミーショップ」が選
出した 500 店舗にオファーを行い、オファーを引き受けていただいた 277 店舗をノミネート店舗として公開。そ
の後、一般のインターネットユーザーによる投票を受け付け、その結果を踏まえた最終審査を実施しました。
そして最終審査の結果、優秀賞の中から最も優秀な 1 店舗に贈られる「大賞」をはじめ、
「優秀賞（10 店舗）」、
「地域賞（20 店舗）」、「特別賞（5 店舗）」、「にっぽん文化奨励賞（2 店舗）」、「Amazon Pay 賞（1 店
舗）」、さらに本年新設のサブスクリプション方式（※2）を導入している店舗に送られる「サブスク賞（1 店舗）」
の、全 38 店舗の受賞店舗を決定いたしました。
（※2）月額料金や定額プランなど、製品やサービスを利用した期間に応じて、料金を払う方式のこと。

■大賞：「書遊 Online」（https://shoyu-net.jp/）

＜店舗紹介＞
創業 100 年を迎える書道用品の専門店。書にまつわる道具を幅広く販売しています。製墨業を営む「大日本製墨」を前身
とし、江戸時代から現代まで、書道文化と共に長い歴史を歩んできました。

＜受賞のポイント＞
書道への親しみやすさ、商品の探しやすさを両立した見事なサイト設計。日々コツコツと洗練されつづけるサイトデザイ
ンは、今回ノミネートした数あるショップの中でも圧倒的 No.1 の評価となりました。お堅い稽古事とイメージされがちな
書道をよりカジュアルに楽しめるイベントの実施、読み物コンテンツの充実など、オンライン／オフラインを跨いだ挑戦的
な姿勢も高評価につながりました。

＜受賞者コメント＞
大賞ありがとうございます。まさか選ばれると思っていなかったので嬉しく思っています。
弊社は 100 年程前より墨作りからはじまり、今は“書くを楽しむ”をテーマに書道用品を販売しています。ネットショップ
には 4 年前から力を入れており、昨年の優秀賞受賞をきっかけに、より一層力を入れて日々ネットショップを運営していま
す。
さらに昨年からは、書くことで楽しく笑顔になってもらうため、商品を生むだけではなく、書道のワークショップをはじ
めています。ワークショップを通じて日本国内から海外まで幅広い方に書道を楽しむ機会を提供しています。
日本では、新たな書道分野の開拓含め、書を楽しんでいる方が増えています。今後は、インターネットを通じて日本だけ
でなく全世界に向けて書道の魅力を広めていきます。

■優秀賞（10 店舗）
「デザイン・PR・売上成長率」の 3 つの審査基準をバランスよく満たしている上位 10 店舗を選出。
店舗名

主な取り扱い商品

書遊 Online（https://shoyu-net.jp/）

書道用品

SOU・SOU netshop（https://www.sousou.co.jp/）

ファッション雑貨

かわしま屋（https://kawashima-ya.jp/）

調味料

びっくりカーテン（https://www.bicklycurtain.com/）

カーテン

革財布の山藤（https://shop-yamatou.com/）

財布

haluta（http://www.haluta.jp/）

ヴィンテージ家具

doinel（https://doinel.net/）

生活雑貨

山本食品オンラインショップ（https://yamamotofoods.shop-pro.jp/）

わさび

The Secret Bean（https://the-secret-bean.com/）

レディースファッション

職人醤油（https://s-kura.com/）

醤油

■地域賞（20 店舗）
国内 7 つのエリア（北海道・東北、関東（東京除く）、東京、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄）を代表す
る 20 店舗を選出。
地域

店舗名

主な取り扱い商品

山形県

TAKAHASHI BEEF FARM（http://takahashi-beef.jp/）

牛肉

東京都

Ramuda（http://ramuda-1946.com/）

傘

東京都

卒塔婆屋さん（https://sotouba.net/）

卒塔婆など

神奈川県

KITAKAMAKURASEIMAIJYO（http://www.kitakamakuraseimaijyo.jp/）

無農薬米など

新潟県

DRESS HERSELF（https://onlineshop.dressherself.com/）

シルク製品

福井県

兵左衛門オンラインショップ（https://hyozaemon.shop-pro.jp/）

箸

岐阜県

和 NAGOMI（https://eshop.mitsuboshi-cutlery.com/）

包丁

静岡県

浜名湖産直マーケット（https://www.daidarabocchi.jp/）

浜名湖うなぎなど

三重県

mogcook（https://mogcook.com/）

お魚の離乳食

三重県

花咲かりん（https://hanasaki-karin.co.jp/）

花咲かりん

京都府

洛中髙岡屋（https://takaokaya.shop-pro.jp/）

座布団

大阪府

Leather Craft Phoenix（https://l-phoenix.shop-pro.jp/）

レザークラフト材料

和歌山県

株式会社 北山正積商店（https://kitayamamasatsumu.com/）

たわし

香川県

tet.（https://store.te-t.jp/）

手袋

愛媛県

無茶々園（http://muchachaen.shop-pro.jp/）

みかん加工品

愛媛県

玄米おむすび 玄むす屋（https://genmusu.com/）

玄米おむすび

長崎県

たかしま農園（https://www.takashima-nouen.com/order/）

トマト

長崎県

aiyu（http://aiyu-hasami.com/）

波佐見焼

鹿児島県

イロドリ（https://irodori-store.com/）

作家さんのうつわ

沖縄県

壺屋焼窯元育陶園（http://shop.ikutouen.com/）

壷屋焼

■特別賞（全 5 賞・各 1 店舗）
ベスト店長賞、ベスト商品賞、ベストセレクト賞、ベストデザイン賞、サブスク賞の全 5 賞、各 1 店舗を選出。
賞

店舗名

主な取り扱い商品

ベスト店長賞

有限会社 猪飼弓具店（https://ikai-kyugu.jp/）

弓具

ベスト商品賞

布おむつのお店 kucca（https://www.kucca.jp/）

布おむつ

ベストセレクト賞

MERCI CAMPA（http://mercicampa.com/）

キッズファッション

ベストデザイン賞

石木花 オンラインストア（https://shop.sekibokka.jp/）

園芸

サブスク賞

麗ビューティーオンラインショップ（https://rei-shop.com/）

サプリメントなど

■にっぽん文化奨励賞（2 店舗）
地域から全国へ。日本から世界へ。オンラインショップを使い日本文化を発信している 2 店舗を選出。
会津 長門屋（https://shop.nagatoya.net/）
＜審査コメント＞マガジンハウス「コロカル」編集長 及川 卓也氏（以下同）
切り出すごとに少しずつ絵柄が変化する和菓子『Fly Me to The Moon 羊羹ファンタジア』。江戸時代から続く老舗が生
み出すエッジのきいたデザインと、世界に通用する美しさに、審査員全員が目を輝かせました。
小倉縞縞オンラインショップ（http://shimashima.shop-pro.jp/）
＜審査コメント＞
戦時中に失われた北九州伝統の「小倉織」を、わずか 10cm 四方の切れ端から再生。艶やかな光沢とシルクのような上質
な手触り、美しい縦縞模様を生かした、幅広い商品展開が高評価につながりました。

■Amazon Pay 賞（1 店舗）
「Amazon Pay」を導入して、より多くの購入者に簡単・便利な購入体験の提供を実現した 1 店舗を選出。
育てるタオル®️ OnlineStore（https://at-az.com/）
＜審査コメント＞アマゾンジャパン合同会社 Amazon Pay 事業本部 事業部長 井野川 拓也氏
「育てるタオル®️ OnlineStore」では、ID 決済機能「Amazon Pay」導入後、多くのお客様がこの機能を利用して購入され
ており、それにより全体の売上も大きく躍進しています。ポップアップストアの展開やコンテンツマーケティングの実践な
どへの取り組み、そして、今後のさらなる成長に期待して今回の受賞決定に至りました。

【『カラーミーショップ大賞 2019』総評と今後の展開】
『カラーミーショップ大賞 2019』では、現代のライフスタイルに合わせて地域文化や伝統技術を発信している
店舗、また独自の視点と高いデザイン性により、魅力ある商品を開発・セレクトしている店舗が多く選出されま
した。
今後は、各受賞店舗を中心として、店舗や商品の紹介のみならずショップオーナーの魅力を伝える取材コンテ
ンツを、ネットショップ運営のヒントが見つかる Web メディア「よむよむカラーミー（URL：https://shoppro.jp/yomyom-colorme/）」で展開する予定です。また、今回の受賞店舗へ向けては、安心・安全なショップの普
及を推進する一環で、「常時 SSL 機能」導入キャンペーンの実施も検討しております。そのほか、ショップ運営
に役立つセミナーやショップオーナー同士の交流を図るイベントなど、ショップオーナー向けのイベント開催を
通じて、ショップオーナーの成長支援も引き続き行ってまいります。

■「カラーミーショップ大賞 2019」開催記念キャンペーンについて
「カラーミーショップ大賞 2019」の開催を記念して、期間中に新規で「カラーミーショップ」をご契約いただ
いたショップオーナーに初期費用が無料になるお得なキャンペーンを実施いたします。

＜キャンペーン概要＞
キャンペーン名

「カラーミーショップ大賞 2019」開催記念キャンペーン

キャンペーン期間

2019 年 9 月 11 日（水）〜2019 年 9 月 20 日（金）

対

者

期間中に「カラーミーショップ」を新規でご契約されたショップオーナー

容

初期費用（3,240 円／税込）が無料

Ｌ
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以上

【報道関係お問い合わせ先】
●GMO ペパボ株式会社 広報担当
TEL：03-5456-2614

【サービスに関するお問い合わせ先】
伊早坂・石川

●GMO ペパボ株式会社 EC 事業部

E-mail：pr@pepabo.com

カラーミーショップグループ

木川

E-mail：help@shop-pro.jp

●GMO インターネット株式会社
グループコミュニケーション部 広報担当 石井・高橋
TEL：03-5456-2695

E-mail：pr@gmo.jp

【GMO ペパボ株式会社】（URL：https://pepabo.com/）
会

社

名 GMO ペパボ株式会社（JASDAQ

所

在

地 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号

代

表

者 代表取締役社長

事

業

内

証券コード：3633）
セルリアンタワー

佐藤 健太郎

容 ■ホスティング事業

■EC 支援事業

■ハンドメイド事業
資

本

金 1 億 5,967 万円

【GMO インターネット株式会社】（URL：https://www.gmo.jp/）
会

社

名 GMO インターネット株式会社（東証第一部

所

在

地 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号

代

表

者 代表取締役会長兼社長・グループ代表

事

業

内

容 ■インターネットインフラ事業
■インターネット金融事業

資

本

金 50 億円

Copyright (C) 2019 GMO Pepabo, Inc. All Rights Reserved.

証券コード：9449）

セルリアンタワー
熊谷 正寿

■インターネット広告・メディア事業
■仮想通貨事業

