
生産者/販売者様と消費者をつなぐ
食のライブコマース”foove”

生産者/販売者様向けサービス利用マニュアル

転載禁止
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操作方法

転載禁止



1. 登録方法
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 サービスサイトへアクセスします

fooveサービスサイト https://foove.jp



1. 登録方法
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TOPページ→ログインから
「配信したい方はこちら」を
選択

「新規配信者申請」を
選択 それぞれの情報を入力

中略

※パスワードは
英字数字8文字以上です。

※メールアドレスは
ログイン時に2段階認証で

必要です。

利用規約をご確認いただき同意後、
「確認へ進む」を選択
担当者よりご連絡させていただきます。



2. 事前準備 ～商品登録～
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中略

マイページ下部から
「商品管理」を選択

商品管理ページから
「商品登録」を選択

それぞれの情報を入力
登録例
ぜひあなたのこだわりをPRしましょう！

2022年6月時点では商品写真の上限が1MBとなっており
ます。上限値を超える場合は、オンラインの画像圧縮サイト
（例：https://compressjpeg.com/ja/）などで画
像を圧縮してください。



2. 事前準備 ～商品登録～
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商品登録時の注意点になります。

価格は送料込/税込で
設定してください

1MB以上のファイルは
アップロードできません

販売が可能な在庫数を
ご入力してください

実際にご利用になられる
配送業者を

ご入力してください
(例ヤマト運輸クール便)

発送可能な曜日と、
発送にかかる日数を
ご入力してください。

お届け日指定が
ご利用いただけます。

備考欄に希望時間帯を記載
いただくので、

指定配送可能な日付を
ご入力してください

※配送日指定不可でも構いません

酒類など商品の年齢確認を必
要にした場合、

年齢確認の承諾画面が消費者
に表示されます

配送日指定を可能とする場合、
必ず備考欄の記載は

「許可する」を選択してください



2. 事前準備 ～商品管理～
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マイページ下部から
「商品管理」を選択

商品情報の編集、複製、
削除が可能です

商品ステータスとは？

未出品
これからの配信で販売できる商品です。
新たに配信を始めるときには必ず作成してください。

出品済
現在配信中のライブ配信で販売している商品です。
新しく配信を始めるときに選択することができません。
販売終了
終了したライブ配信で販売した商品です。
新しく配信を始めるときに選択することができません。



2. 事前準備 ～配信登録～（配信者用）
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マイページ右下部から
「配信」を選択

それぞれの情報を
入力してください

※スケジュールは
「配信日を予約する」を

選択して視聴者へPR期間を
設けることがオススメです

※予め登録した未出品の
商品情報が表示されます

本手順の注意点
p6の未出品の商品があることを確認し、配信登録をお願いします
未出品の商品がない場合、配信登録ができません



3. 配信開始 ～配信の開始、各ボタンの操作～
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マイページ下部から
「配信予定」を選択

中略

事前登録した
配信スケジュールから選択

配信情報を確認し、
「配信画面へ」を選択

使うカメラとマイクを
選択して「配信開始」を選択する

と実際にライブが始まります



3. 配信開始 ～配信中画面の各ボタン操作～
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実際のライブ画面

視聴した累積視聴者数、
カートに入れた視聴者数の確認が

できます

視聴者のコメント、
購入の様子がリアルタイムで

表示されますので
ぜひリアクションしてみましょう！

ここにライブ配信の
様子が流れます

マイクのミュート、カメラON/OFFを
切り替えることができます

コメントの表示/非表示を
切り替えることができます

ライブ配信終了時は
ここを押してください

コメントを送信することができます。

トラブル時はこちらを押してください。
マイク/カメラがOFFになり、ユーザーから上記のように表示されます。

ユーザー側のライブ画面



4. 配信後 ～配送ステータスの処理～
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注文未確定

発送準備中

配送中

配送済み

「発送準備中」以降で
売買契約が確定します。

「発送準備中」ステータスから
各購入者との契約が確定になります。

注文ステータスの流れ

 購入者からの注文が来たときの初期ステータスです。
 まだ契約は確定してません。

注意事項
・契約確定（発送準備中）以降はキャンセル不
可になりますので在庫状況などを確認の上変更を
お願いします。
・購入日から1週間以内に「発送準備中」へのお
変更をお願いします。

 注文情報を確認し在庫に問題なければ「発送準備中」ステータスへ変更してください。
 購入者と配信者との売買契約が確定します。
 変更すると購入者へ【注文確定しました】という旨のメールが送信されます。

 発送が完了しましたら「配送中」ステータスへ変更してください。
 変更すると購入者へ【発送しました】という旨のメールが送信されます。

 ステータス変更の必要はありません

配送状況に応じて配送ステータスを変更してください。
「配送中」が最終ステータスです。



4. 配信後 ～配送ステータスの処理～
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マイページ下部から
「注文管理」を選択

発送処理に応じて
ステータスを変更してください

※一括変更の場合は次ページ参照

配送日指定の場合は、
こちらに要望が表示されます

配送日指定にした方で、
ヤマト運輸の送り状発行システムB2クラウドを

ご利用の場合は、次ページの注意点をご覧ください。



（配送日指定にした方向け）ヤマト運輸の送り状発行システムB2クラウドについて

14

ダウンロードしたCSVを取り込む際、
編集せずに取り込みを行ってください。エラーになる場合がございます。

配送日指定の場合、
CSVを取り込んだあとに、配送日時を入力してください。

P5で配送日を「指定可」にした場合の注意点になります。
配送日はCSVを編集して登録しないようお願いします。



4. 配信後 ～一括での配送ステータス処理～
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チェックボックスを選択し、「配送状況の一括変更」から
ステータスを変更してください



4. 配信後 ～CSVダウンロード～
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ステータスを配送準備中にしましたら、注文情報のCSVダウンロードが
可能です。

※ヤマト宅急便用のCSVは「クロネコヤマト用」を選択ください



4. 配信後 ～キャンセルの場合～
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マイページ下部から
「注文管理」を選択

注文ステータスをキャンセルに変更してください

万が一、在庫が無い/突然の天候不良で発送ができなくなった場合、
ユーザーからの注文をキャンセルすることができます

注意事項
・契約確定（発送準備中）以降のキャンセルは
不可になります。

キャンセルされても自動で購入者へは通知されないため、
次ページの注文履歴のチャットより、必ずキャンセルの旨をご連絡ください。



4. 配信後 ～消費者とのチャットについて～
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マイページ下部から
「注文管理」を選択

チャットしたい視聴者を
選択

画面右下部
「お問合せ」を選択

チャットしたいメッセージを
入力して「送信」を選択



5. 出金準備 ～口座情報の登録～
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マイページ右上バーから
「振込先の管理」を選択

決済サービスへ
接続されます

個人情報の入力 ビジネス情報を入力 口座情報を入力



6. 振込申請 ～振り込み申請～

confidential
20

マイページ右上バーから
「振込申請」を選択

販売者様へお振込み可能
な金額が表示されますので
「振込申請」を選択

振込申請から30日以内にお振込みが完了します。
決済サービス上からお振込みした金額を確認すること
もできます

ここに金額が表示されます。

ここに金額が表示されます。



７. その他 ～fooveサポートについて～
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操作方法のご不明点や、返金に関するお問い合わせは
ページ最下部「お問い合わせ」を選択いただく もしくは直接サポート担当へご連絡をお願いします。

NTTスマートコネクト株式会社 foove担当
電子メールアドレス：foove_support@nttsmc.com
受付時間：月-金 10:00-17:00(祝日・年末年始を除く) 

お問い合わせフォーム
ページ最下部にございます

fooveサポート連絡先

mailto:foove_support@nttsmc.com


＜主な重要事項・禁止事項＞

 他のECサイトや自社ECサイトに誘導するような行為、発言、記載は禁止しております。

ライブ配信から商品販売（決済）まで、当サービス内で完結するようお願いいたします。

（商品に関わる内容かつ商品の購入ができないWEBサイトの掲載は可能です）

 商品に関する虚偽の発言や誇大表現は禁止です。

 訳アリ品や規格外品も出品可能ですが、トラブルになりやすいため、必ず消費者に詳細がわかるように表示してください。

 生産者/販売者様による注文確定後は売買契約が成立するため、その後のキャンセルは原則不可となりますので、

必ず注文確定前に注文数と出荷可能数をご確認ください。

 購入者の個人情報の取り扱いには十分注意し、規約の利用目的以外での利用や第三者への提供は禁止しております。

 その他、利用規約第9条の禁止行為に該当する行為は禁止しております。

 注文や商品、配送に関する問い合わせは基本的に生産者/販売者様と購入者間で直接やりとりをお願いします。

主な重要事項・禁止事項
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当サービスでの重要事項および禁止事項です。サービス利用前に必ずご確認ください。詳細はサービス規約をご確認ください。



ライブ配信のポイント

転載禁止



Tips ライブ配信のポイント
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コミュニケーションを意識
商品説明のシナリオを読むのではなく
視聴者と対面販売で会話するように

コミュニケーションをとることを意識しましょう。

特別感のある配信を
どこでも買えてしまう印象になってしまうと
ライブコマースの魅力が活かしきれません。

値段の理由やこだわりや想いなど
あなたにしか伝えられないことをお話することをオススメします。

購入方法のアナウンス
欲しい！と思ってもらっても、

買い方が分からなければわざわざ調べてやってみる・・・
となると購入意欲が下がります。

ライブ配信中に購入方法をアナウンスすると
視聴者の購入意欲の背中を押すことができます。

終了タイミングのアナウンス
急にライブ配信が終了してしまうと

買おうと思っていた人が焦って操作が間に合わないとなることがあります。
おおよそ5分前に終了タイミングをアナウンスすることをオススメします。

コメントに対するリアクション
飛んできたコメントへ名前呼びとありがとうを伝えて答えてあげると

視聴者側は繋がっている気分になれます。
喋る内容が詰まったときは視聴者への逆質問もOK

購入した後のワクワクを…
その場でしか聞けないライブコマースならではの

情報をいれてひきつけましょう
（おまけ付きでお届け、農家メシ、意外な食べ方、
実際に料理・調理を見せる、食レポ、、などなど）



Tips ライブ配信のポイント
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視聴者から多い質問

• 他の●●と違うこだわりや特徴はありますか？

• 品種によってどう違いますか？

• どれくらいの量が届きますか？

• 食べきれなかった場合、どうしたらよいでしょうか？

• 生以外に食べ方のおすすめはありますか？

• どれくらい保存できますか？保存方法はどうしたらよいですか？

• どのような地域で育てているのですか？

• なぜ●●農家になったのですか？

0:00

0:30

0:05

0:25

 自己紹介
お名前・場所・生産品

 商品説明
視聴者への投げかけ

食材の説明

 実食・食べ方説明
食べるところを見せれるとよい

実食できない場合も
食べている様子を想像できる内容

 届いてから
届く状態を見せられるとよい

保存方法の説明
購入した気持ちにさせる

質問対応

質問対応

質問対応

 クロージング
商品のまとめ、最後のひと押し

次回の案内

ライブ配信の盛り上がりの一番のポイントはコメント数です！

• 配信のはじめのほうで、誰でも答えやすい質問を投げかける

→コメントの練習をさせる

• どんな小さな反応もできるだけ拾ってあげる

• ユーザー名を読んであげることで、自分が呼ばれる楽しさや特別感を与えまたコメントさせる
終了後3分ほど配信終了せずに
カメラ・マイクだけ切っておき
買い忘れた人を待つ



3. SNSを活用した集客

転載禁止



ライブコマースで顧客のファン化を目指そう！

値段にかかわらず
買ってくれる人が増える

リピート率が高まる
クチコミで他のお客様を
呼び込んでくれる

ファンは、新たなお客さんとして
知り合いを紹介してくれやすいです。
ファンを一人でも多く作ることは
新しいお客さんを呼び込むことにも
繋がります！

あなたのビジネスに
愛着を持っているお客さんは、
他店よりも値段が多少高くても
「あなたのお店から買いたい！」
と思ってくれます。

顧客の“ファン化”にがもたらすメリットとは…

ファンは、繰り返し購入してくれる
「リピート」の傾向が他の一般的な
顧客より高くなるため、
集客にかける時間と労力を
徐々に減らすことができます。



一度きりの配信では、なかなか
伝えきれないこともあるはず。
何度も足を運んでもらい
ファン化に近づけましょう！

来てくれたお客様には
しっかりとおもてなしをしましょう！

顧客のファン化までの3ステップ

ファン化

fooveはあなたのお店でもあります
できるだけ多くの人に
足を運んでもらえるよう
SNSを活用して宣伝しましょう！

リピート集客 接客



fooveライブ配信を成功させる3カ条

SNSを活用した事前告知 コメントには即座に反応 定期的・継続的な配信

フォロワーに向けて
ライブ配信の事前告知をしましょう！

ポイントは3つ！
①フィード投稿で概要を周知
②ストーリーズでリマインド
③foove公式SNSへの誘導と

fooveの無料会員登録

「fooveの日」等を活用して
定期的・継続的なライブ配信を
行うことで、ファンも増えていきます！

他の配信者の方をお誘いして
コラボ配信も◎

視聴者の方から
「ハート」や「コメント」をもらったら
すぐに反応しましょう！

双方向のコミュニケーションをとることで
視聴者の「ファン化」につながります！



事前告知方法①【Instagram】

①フィード投稿でライブ配信の概要を周知

フォロワーに向けてライブ配信の事前告知をしましょう！

告知する内容は..．

①配信日・時間帯
②紹介する商品・こだわり
③foove公式アカウントのメンション【@foove.jp】
④foove URL 【http://foove.jp】
⑤ハッシュタグ 【#〇〇】を入れる。

※投稿時は、fooveの公式アカウント【＠foove.jp】の
タグ付け・メンションを必ずお願いします！

ライブ配信を見るためには、会員登録(無料)が必要なので
フォロワーの方が登録しやすいように
foove公式アカウントにアクセスできるようにしておきましょう！

※タグ付け・メンションの方法は次頁参照

【フィード投稿とは？】通常投稿のことで複数枚の写真や動画をコメントと共に投稿できる機能



フィード投稿の方法

シェアする写真を選んだ後
[タグ付け]をタップ

写真をタップして
fooveの公式アカウント
「foove.jp」を検索・選択後、
右上にある Done (Android)
または[完了] (iPhone)をタップ

投稿の本文に
「＠foove.jp」と記載して
青文字のリンクになっていれば
メンション完了

① ②

④

その他SNSをご活用の場合は
以下のfoove公式サイトURLの記載を
お願いします！

【https://foove.jp/】

写真をタップして の表示、
「foove.jp」の があれば
タグ付け完了

③

https://foove.jp/】


事前告知方法②【Instagram】

②ストーリーズを活用して配信前日のリマインド

ライブ配信前日にはストーリーズを活用して直前告知をしましょう！

告知する内容は..．

①フィード投稿の引用
②ライブ配信に向けた意気込みや見どころ
③foove公式アカウントのメンション【@foove.jp】

※投稿時は、fooveの公式アカウント【＠foove.jp】の
メンションを必ずお願いします！

ライブ配信を見るためには、会員登録(無料)が必要なので
フォロワーの方が登録しやすいように
foove公式アカウントにアクセスできるようにしておきましょう！

※ストーリーズでのメンションの方法は次頁参照

【ストーリーズとは？】写真やショート動画を24時間限定で投稿できるインスタグラムの機能



ストーリーズ投稿の方法

シェアする写真を選んだ後
紙飛行機マークをタップ

右上部の四角い顔マークをタップ

スタンプの一覧が表示されたら
〔@メンション〕を選択

① ②

④

fooveの公式アカウント 「foove.jp」を
入力・選択し、右上にある Done 
または[完了] をタップ

〔ストーリーズに投稿を追加〕の
文字をタップ

③

⑤

⑤

フォロワーへの
メッセージや
配信の見どころ等を
記載したら〔➡〕を
タップして投稿完了


