
Square オンラインビジネスの設定方法

こちらの資料は、初めての方でも段階的にSquare オンラインビジネスでストアの設定をできるよう作
成されています。基本ステップは詳細記事へのリンクと共にハイライトされています。

Squareでオンライン販売をはじめる- 下記説明内容の概要
追加資料 (動画)

- Square オンラインビジネスを設定する -

Square データ
1. ご利用のSquareアカウントにログインし、 [オンラインビジネス] をクリックします。
2. ビジネスのカテゴリー（小売業、飲食業、サービス業、非営利）を選択し、[はじめる]をクリック
します。

3. オンラインで販売する商品を選択します。

https://www.youtube.com/watch?v=EYrqYDwN-yY


4. 商品のお届け方法を選択します。

5. サイトのテンプレート、[注文専用シングルページ][買い物機能付きInstagramページ] または
[フルサイト＋オンラインストア] のいずれかを選択し、 サイトに必要な基本設定を行います



a. すでにご自分のウェブサイトをお持ちで、そちらにSquare オンラインビジネスのオー
ダーページを接続する場合は、 [注文専用シングルページ] を選択してください。

Square オンラインビジネスの管理画面
商品、カテゴリの設定

6. 受け取り、自店舗によるデリバリー、セルフオーダーを提供する場合は、店舗で該当サービ
スを有効にします。

7. 商品、カテゴリの設定を行います。
8. カスタマイズ（必須の内容、最小/最大許容値）を編集します。
9. 商品のお届け方法と、サイト上で商品を表示するかどうか（表示/非表示）を設定します。これ
らの設定は一括で行うことも可能です。

オンラインストアの設定

10.発送の設定を行います。

Square オンラインビジネスのサイトエディタ
11. ウェブサイトの設定を行います。小売業向けのレイアウトをご希望の場合は「全ての商品」、
飲食業向けのメニューレイアウトをご希望の場合は、「オンライン注文」を選びます。

https://squareup.com/help/jp/ja/article/7444-use-square-online-with-an-existing-website
https://squareup.com/help/jp/ja/article/6866-in-store-and-curbside-pickup-with-square-online-store
https://squareup.com/help/jp/ja/article/6862-local-delivery-with-square-online-store
https://squareup.com/help/jp/ja/article/7142-set-up-self-serve-ordering-and-qr-codes-with-square-online
https://squareup.com/help/jp/ja/article/6875-adding-items-and-categories-to-square-online-store
https://squareup.com/help/jp/ja/article/6869-item-modifiers-in-square-online-store
https://squareup.com/help/jp/ja/article/6911-batch-edit-items-categories-and-coupons-with-square-online-store
https://squareup.com/help/jp/ja/article/6901-navigate-the-square-online-store-editor
https://squareup.com/help/jp/ja/article/6861-create-an-order-online-page-with-square-online-store


a. 商品の種類（例: メニューに載せている商品、その他の販売商品）ごとに別々のペー
ジを用意したい場合は、まず空白ページを作成して「おすすめ商品」セクションを追加

します。これにより、ご希望の種類の商品をまとめて1つのページに表示することがで
きます。

https://squareup.com/help/jp/ja/article/6898-display-featured-items-in-square-online-store


b. 複数のビジネスブランドを運営していて、ブランドごとに個別のお会計システムを用
意したい場合や、商品タイプ（例: 食品とその他の販売商品、受け取り商品と発送商
品）によってお会計を完全に分けたい場合は、2つ目のウェブサイトを作成することを
おすすめします。ちなみに、2つのサイトを連携させることも、メインサイトから個別に
リンクさせることも可能です。

注意: 2つのサイトを使用する場合、1つのサイトの商品をもう1つのサイトに追加して
1回のお会計でまとめて処理することはできません。 複数サイトの使用例はこちら

12. フッターを編集します。

https://squareup.com/help/jp/ja/article/7106-how-many-sites-can-i-have-and-how-do-i-delete-one
https://squareup.com/help/jp/ja/article/6902-changing-the-website-footer-in-square-online-store


13.ロゴを追加します。
14. Square オンラインビジネスのサイトアドレス（.square.siteのURL、または独自ドメインのいず
れか）を設定します。

15.ご希望のタイミングでサイトを公開します。

品質管理
1. ビジネスの業種に合わせて、「オンライン注文」または「全ての商品」のレイアウトでサイトが
表示されていますか？

2. 店舗を選択すると、商品やカテゴリは表示されますか？
3. 時間ベースのカテゴリは正しく表示されますか？
4. QRコードを読み取ると、正しい商品やカテゴリが表示されますか？
5. カスタマイズは正しく設定されていますか？
6. ロゴのリンクは正しく機能していますか？
7. SNSへのリンクは正しく機能していますか？
8. サイトのアドレスは設定されていますか？
9. サイトのタイトルは設定されていますか？
10.テスト注文をする際:

a. 送料の計算に間違いはなく、正しい金額が表示されますか？
b. 正しく課税されていますか？

- 発送の設定と複数サイトの使用例 -

発送の設定:
1. [オンラインビジネス] > [お届け方法] >[発送] の順にアクセスします。
2. 発送元住所に間違いがないか確認します。発送元住所とは異なる店舗から発送する場合
は、[編集] をクリックして正しい住所を入力し、[保存] します。

発送対象の都道府県、国・地域を追加:
発送対象の国・地域は、発送元住所をもとに自動的に追加されます。 その他の都道府県、国への
発送に対応する場合は、追加の国・地域を設定可能です。 発送対象の都道府県、国・地域を編集・
追加するには、次の手順を行います。

1. 発送対象の都道府県の編集
a. 日本（Japan）横の[編集]をクリックします。

https://squareup.com/help/jp/ja/article/6908-add-a-logo-to-your-square-online-store
https://squareup.com/help/jp/ja/article/6916-connect-your-domain-with-square-online-store
https://squareup.com/help/jp/ja/article/7075-set-up-time-based-categories-in-your-square-online-store
https://squareup.com/help/jp/ja/article/6892-create-tax-rates-for-square-online-store


b. [地域の編集]をクリックします。

c. [県を選択]をクリックします。

d. デフォルトでは、すべての県が選択されていますので、除外する県を選択解除しま
す。



2. 発送対象の国・地域の追加
a. [地域を追加] をクリックします。

b. 入力を開始すると特定の場所が自動表示されます。または、ドロップダウンリストか
ら対象の地域を選択します。

c. 州（または県/国）を選択して特定の地域を除外することも可能です。 たとえば、ハワ
イ州への発送に対応できない場合は、リストからチェックを外します。



送料の設定:
送料を決定するうえで、どの料金オプションがあなたのビジネスにとって最適かは、 発送する商品の
内容や発送方法によって異なります。 そこで、あらかじめ送料の計算方法を複数用意しておけば、
お客さまのご希望にそった配送オプションをお選びいただけます。 [+別のレートを追加] をクリックす
るだけで、送料の計算方法をさらに追加できます。

一律料金

一律料金は、最も手軽でシンプルに送料を設定できます。 １つの決まった金額を送料として設定し、
オーダーごとまたは商品ごとに請求します。 どの商品にも同じ送料を適用することをご希望の場合
は、このシンプルな送料の設定方法をおすすめします。



1. 料金の名称を入力します。
2. 送料を入力します。
3. 一律料金を請求対象として、オーダーごと、または商品ごとのいずれかを選択します。
4. [完了] をクリックします。

送料無料

特定の重量や価格を超えるオーダーを対象に送料を無料にしたり、商品の内容や価格にかかわら

ず全オーダーの送料を無料にしたりすることができます。 この機能を他の送料オプションと組み合わ
せることで、一定額以上の購入をされたお客さまに送料割引を提供することも可能です（例:「5,000
円以上のご購入で送料無料！」など）。

1. 料金（送料）の名称を入力します。
2. 送料無料の条件（例: 注文合計、注文重量、すべての注文対象など）を選択します。
3. 送料無料が適用される注文合計額の最小値と最大値を入力します。
4. [完了] をクリックします。

注文重量

注文に含まれる全商品の合計重量に基づいて、送料を設定します。 このオプションでは、目的地ま
での距離や、運送業者が実際に請求する料金は考慮されないため、さまざまな目的地に商品を配

送するのにかかるコストをあらかじめ把握し、それに基づいて料金を設定する必要があります。 前述
の通り、送料の計算に距離は考慮されないため、発送元からお届け先までの距離が近いか遠いか



に関わらず同じ送料が請求されます。 このオプションを選択する場合、すべての商品の重量を登録
する必要があるため、設定に少し手間がかかります。

注文重量で配送する場合、最も軽い商品から最も重い商品まで、カートに入る可能性のあるすべて

の商品に対応できるよう、複数の料金を設定する必要があります。 たとえば、全商品の中で一番重
い商品を複数点購入するお客さまがいらっしゃる可能性がある場合は、総重量を想定して料金を設

定する必要があります。

注意: 念のために「代替料金」を設定することをおすすめします。お客さまのカートの合計が作成した
ルールの範囲外になった場合でも、代替料金を設定しておけば、自動的に該当の送料が請求されま

す。

1. 料金（送料）の名称を入力します。
2. 請求したい金額を入力します。
3. 料金に対応する重量範囲を入力します。
4. 幅広い注文重量に対応するために、必要に応じて他にも重量範囲を追加してください。
5. 代替料金の金額を入力します。
6. [完了] をクリックします。

注文合計

注文合計では文字通り、注文の合計額に基づいて送料が決定されます。 一度の注文で特定の金額
以上の買い物をしたお客さまを対象に、送料の割引サービスを提供したい場合は、このオプションが

役に立ちます。



このオプションで商品を発送する場合、最も安価な商品から最も高価な商品まで、カートに入る可能

性のあるすべての商品に対応できるよう、複数の料金を作成する必要があります。 たとえば、全商
品の中で一番高価な商品を複数点購入するお客さまがいらっしゃる可能性がある場合は、注文合計

金額を想定して料金を設定する必要があります。

注意: 念のために「代替料金」を設定することをおすすめします。お客さまのカートの合計が作成した
ルールの範囲外になった場合でも、代替料金を設定しておけば、自動的に該当の送料が請求されま

す。

1. 料金（送料）の名称を入力します。
2. 請求したい金額を入力します。
3. この料金が適用される注文金額（価格）の範囲を入力してください。
4. さまざまな注文合計に対応するために、必要に応じて料金範囲を追加してください。
5. 代替料金の金額を入力します。
6. [完了] をクリックします。

品目数

注文に含まれる商品の数（品目数）に基づいて送料を請求します。 販売している商品のサイズや重
量がほぼ同じで、発送する商品数が多くなると送料が高くなる場合に、このオプションが役に立ちま

す。 このオプションでは、目的地までの距離や、運送業者が実際に請求する料金は考慮されないた
め、さまざまな目的地に商品を配送するのにかかるコストをあらかじめ把握し、それに基づいて料金

を設定する必要があります。

このオプションで商品を発送する場合、商品数1から、取扱可能な最大商品数まで、あらゆるシナリ
オを想定して、複数の料金を作成する必要があります。 たとえば、一度に商品を10点購入するお客
さまがいらっしゃる可能性がある場合は、商品数10点に対応する料金を設定する必要があります。



注意: 念のために「代替料金」を設定することをおすすめします。お客さまのカートの合計が作成した
ルールの範囲外になった場合でも、代替料金を設定しておけば、自動的に該当の送料が請求されま

す。

1. 料金（送料）の名称を入力します。
2. 請求したい金額を入力します。
3. この料金が適用される商品数の範囲を入力します。
4. さまざまな注文に対応するために、必要に応じて注文数の範囲を追加してください。
5. 代替料金の金額を入力します。
6. [完了] をクリックします。

配送例:
複数の送料が設定されている場合は、お会計時にすべてのオプションが表示され、お客さまのご希

望の送料を選択することができます。

送り状の印刷:
Square オンラインビジネスはShip&Coと提携しているため、手軽でスムーズに送り状を印刷するこ
とができます。

1. [Square データ] > [オーダー] の順にアクセスします。
2. 注文をクリックすると、注文に関する詳細が表示されます。



3. [アクション] >[送り状を作成] をクリックします。
4. 「送り状を作成」ページの上部には、お客さまの配送先情報をはじめ、注文の商品数や商品
の重量などの情報が表示されます。



5. ページを下にスクロールし、利用する配送業者を選択します。 お客さまに請求された送料
が、「お客さまが選択した送料」の下に表示されます。

6. 既定サイズの箱が自動的に選択されますが、必要に応じてドロップダウンから別の配送用箱
を選択することも可能です。

注意: 箱のサイズを既定サイズから変更すると、送料も変更されるため、お客さまが支払った送料よ
りも多く支払うことになる可能性があります。

7. ページを下にスクロールし、ご希望の送り状に対応する発送タイプを選択します。
8. 送り状を印刷し、[完了] をクリックすると「オーダーページ」に戻ります。 すると注文ステータ
スが更新され、「準備完了」と表示されます。

9. 注文詳細ページが更新され、発送日と追跡情報が表示されます。 [編集] をクリックすると、
追加情報を確認でき、必要に応じて送り状の払い戻しができます。 印刷がまだの場合は、こ
こから梱包票と送り状を印刷することもできます。

複数サイトの使用例

ビジネスの形態によっては、複数のサイトを開設して活用することが役立つ例もあります。たとえ

ば、1つのブランド内でさまざまなコンセプトを展開している場合や、同じアカウント内で複数店舗
を経営し、それぞれ異なるブランディングを行っている場合、小売業と飲食業を兼業している場

合、チェーン店を展開している場合などには、複数のサイトを開設することをおすすめします。

シナリオ 1: 1つの店舗で複数のサイトを使用する場合
1つのビジネスで複数のビジネスコンセプトを同時に展開している場合に、複数サイトを開設してい
ることが多く見受けられます。 たとえば、レストランを所有しているビジネスで、配送可能な商品な
ども販売している場合などです。 このように複数のビジネスコンセプトを同時に展開している場合、
オンライン注文テンプレートを使用して、より飲食業に適した注文ページを提供しながら、小売業に

特化した商品ページも同時に開設することができます。 また、1つの調理場で2つのビジネスコンセ
プトのメニューに対応しているレストランも、複数サイトの活用が有効です。 これにより、すべての
オーダーが1つのデバイスに送信されるため、一元管理が可能になります。 それでは、複数サイト
を活用したオーダー管理の仕組みについて詳しく見てみましょう。



注意: 1つの店舗が複数のサイトに接続されている場合、加盟店さまは1つのデバイスからその店舗に関連する
すべてのサイトを何から何まで管理することができます。

シナリオ2: 複数のサイトを複数の店舗に接続している場合
Squareアカウント内で複数の店舗を登録しており、店舗によってビジネスコンセプトがまったく
異なる場合に、店舗の数に合わせて複数サイトを開設することがよくあります。 たとえば、レス
トランを経営しているビジネスが、レストランとは個別の小売業も営んでいる場合などです。 ま
たは、複数のレストランを経営していて、それぞれのレストランのブランディングがまったく異な

る場合もこれにあたります。 フードホールやゴーストキッチン型の運営をしているレストランでも
同様に、複数のサイトを活用することがあります。 複数の店舗で複数のサイトを活用する場合
は、どの店舗にログインしているかに基づいて、複数のデバイスでオーダーが管理されます。

複数店舗で複数のサイトを活用する際の、オーダー管理の仕組みは以下の図のとおりです。



注意: 2つのサイト（店舗）で受け付けた注文（商品）を、1台のプリンターでまとめて印刷したいというご要望もお寄
せいただいております。 もしイーサネットプリンターをご利用で、各店舗のPOSレジがイーサネットプリンターと同じ
ネットワーク上にある場合は、1台のプリンター（イーサネットプリンター）でまとめて印刷が可能です。

【ご留意ください】
● 複数のサイトを運営するアカウントでは、「サイトの表示設定」によって、複数あるサイトのうち

どのサイトで商品を表示するかが決まるため、細心の注意を払ってサイトの表示設定を行う

必要があります。 サイトの表示設定を行うには、[商品] > [サイトの商品] の順に進みます。
● アカウント上で複数のサイトをお持ちで、セルフオーダーのみを提供する店舗が必要な場

合、その店舗にサイトが表示されるよう設定するために、たとえ受け取りもデリバリーも必要

ない場合でも、まずその店舗で受け取りまたはデリバリーを有効にする必要があります。 サ
イト表示設定が完了したら、受け取り/デリバリーをオフに切り替えます。



● フランチャイズのエコシステムへの影響 - Square オンラインビジネスではスタッフのアクセ
ス権限を細かく設定できないため、企業がサイトを所有するのが最適です。 そのため、あ
らゆるフランチャイズ加盟者がお互いの情報にアクセスしても問題ない場合を除き、フラン

チャイズ型ビジネスで複数サイトを導入するのは難しいでしょう。

● 複数のサイトでアップグレード機能が必要な場合は、それぞれのサイトを個別にアップ

グレードする必要があります。

複数のサイトを運営するアカウントでの共有設定

● 複数のサイトで共有されている商品においては、お届け方法と表示/非表示に関する 設定
がサイト間で共有されます。 1つのサイトで商品のいずれかの設定を変更すると、その商品
を共有している他のサイトにも同じ設定が適用されます。

● 一般設定（商品セールバッジ、単位、画像比など）はすべてのサイトで共有されます。

● 支払い方法に関する設定（Visa、MasterCard、AmericanExpressなど）はすべてのサイトに
適用されます。 ご利用のプランによって、一部のサイトでは決済手数料が異なる場合があ
ります。

● 【ギフトカード】 ギフトカードを有効化すると、どのウェブサイトでもeギフトカードの販売がで
きるのはもちろんのこと、お会計時にギフトカードを利用できるようになります。

● 【クーポン】 ギフトカード同様、Square オンラインビジネスで作成したクーポンは、すべての
ウェブサイトで利用可能です。

● 【カゴ落ち対策メール】 この機能を有効化すると、本機能を含むプランのすべてのウェブサイ
トで、カゴ落ち対策メールをご利用いただけるようになります。 カゴ落ちメールでは、サイトご
とに異なる事業情報やブランディングを用いる送信元プロフィールを設定できます。また、こ

のプロフィールはすべてのサイトで使用するメール（注文確認メールなど）にも適用されます。

● 【商品レビュー】 商品レビュー機能を有効にすると、この機能を含むプランのすべてのウェ
ブサイトで商品レビュー機能をご利用いただけるようになります。 お客さまからのレビュー
は、店舗ごとに絞り込みされません。つまり、複数のサイトで購入可能な商品に関するレ

ビューが寄せられた場合は、購入した店舗別に表示されるのではなく、すべてのレビューが

まとめて表示されます。

● 【発送、受け取り、デリバリー設定について】 これらの設定はすべてのウェブサイトで共
有されます。ただし、配送元の店舗を選択したり、受け取りやデリバリーへの対応を表示

するかをサイトレベルで選択したりすることも可能です。

● 【税金】  税金に関する設定やルールは、すべてのサイト間で共有されます。

複数サイトを活用しているアカウントの例
● https://biritebottleshop.square.site/ - さまざまなコンセプトが展開されており、複数店舗に複
数のサイトが接続されています。 すべての店舗で、それぞれ3つの異なるコンセプト（マー
ケット、アイスクリームショップ、ワインショップ）が設定されています。 各サイトは、ナビゲー
ションバーに表示されます。

● https://www.teaandsympathy.com/ - さまざまなビジネスコンセプトが混在するサイトの例。
1つの店舗に2つのサイトが接続されています。 サイトナビゲーションには、商品販売用の
ショップページへのリンクも、食品注文用のオンライン注文ページへのリンクもあります。

追加資料

https://biritebottleshop.square.site/
https://www.teaandsympathy.com/


参考動画

Squareで飲食店用のオンラインストアを作る
Squareで小売向けのオンラインストアを作る
Square オンラインビジネスでの店内および店外での受け取り

https://www.youtube.com/watch?v=Fp7OMqu9Rsg
https://www.youtube.com/watch?v=tYhS0D3jyZI
https://squareup.com/help/jp/ja/article/6866-in-store-and-curbside-pickup-with-square-online-store

