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基本方針等について
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グーペ利用の概要について
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グーペの概要について
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■会員事業者の方を新規登録する場合、以下のURLより登録してください。

全国連フリープラン用登録フォーム： https://goope.jp/shokokai/signup/
※令和元年10月1日より利用可能
※全国連版フリープランは上記のURLからの登録時のみ適用されます。

■以下バナーを商工会・県連HPのみ掲載可とします。

バナー画像のダウンロードはこちら： https://goope.jp/shokokai/banners/

横300px 縦250px 横250px 縦250px 横300px 縦100px
横175px×縦45px 横234px×縦60px
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全国連フリープラン申込用URL、バナーについて

※バナー画像イメージ2種類

https://goope.jp/shokokai/signup/
https://goope.jp/shokokai/banners/


会員事業者

会員事業者

商工会

①相談（巡回・窓口等）

①登録サポート ①アカウント発行

非会員等

②登録

②WEB②WEB

②アカウント発行 ②アカウント発行

グーペ利用開始における申し込み経路について

商工会が関与するケース（①）に加えて、WEBからの登録（②）が可能となっており、
SHIFT運営時と異なり、非会員等の流入も考えられる。
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グーペ利用者（非会員の取扱い）について

申し込み経路①と②いずれの場合も、登録時の所属商工会（グーペ版商工会ページ）に紐付け
られる為、利用状況について把握できる。
非会員の利用を把握した場合、当該事業者にグーペ（フリープラン）は会員限定サービスであ
り、商工会に加入しなければ有料プランに切り替えなければならない旨伝えること。
→商工会の会員になることを促し、会員増強などに活用する。

管理画面で所属している会員一覧
が確認できるので非会員を把握す
ることが可能。
管理画面の運用方法等については、
後述のページを参照

一般ユーザー（非会員）は本来、グーペを有料でしか使えません。フリープラン
は商工会員限定の特別プランですので、会員サービスの１つとして周知活用して
ください。
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グーペ導入推進に係る基本方針
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商工会の小規模事業者支援において、以下を基本方針としてホームページ作成サービス
「グーペ」の導入推進を図ります。

グーペ導入推進に係る基本方針について

1. グーペを、会員事業者等の商品・サービス・ブランドを効果的にPRし、売上(利益)やブラ
ンド力向上、伴走型支援における販路開拓・取引先拡大等の支援を実施するにあたっての、
商工会の新たな支援ツールとして位置づけ、活用を推進します。

2. グーペを活用した事業者支援の推進にあたっては、事業者が自主的・主体的にグーペを活
用することを原則とします。従来、「SHIFT」において散見された、「商工会職員が事業者
に代わってHPを管理する」という考え方とは異なるものとなります。
<狙い・背景>
・事業者のHP活用意識の向上による商品・サービス等のより効果的なPR
・商工会における業務量の増加・人員不足等の課題への対応
・「グーペ利用規約」上、契約主体である利用者(ユーザー)の運営責任に基づく利用が明確
に規定され、第三者の運営管理を前提としていない

3. 事業者の自主的・主体的なHP管理が困難な場合、
①事業者が各地の会員事業者等でHP管理支援を行っている事業者に依頼する。
②商工会が事業者のHP管理の代行支援を行う。

等の方法が考えられ、地域事業者や各商工会の業務状況等に応じた検討が必要です。

１．伴走型支援における販路開拓・取引先拡大支援での活用
２．事業者の自主的・主体的なホームページ管理の確立
３．適切な代行支援体制等の整備（受益者負担）
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SHIFTとグーペにおける支援体制の違いについて

会員事業者 商工会

これまで（SHIFT作成支援）

これから（販路開拓支援）

お店のHPを
持ちたい！

ID発行・管理、HP作成や更新の代行からの脱却

ID発行・
管理

利用意思 ID発行

会員事業者

利用開始

商工会

SHIFTの
作成代行

HPの本格運用の際には、別サービスや
デザイナーによるHP作成に頼らざるを
得ない。（SHIFTの限界）

別サービス利用等

商工会の支援が届きにくい

会員事業者

お店のHPを
持ちたい！

②直接WEB経由で申込み

①相談

商工会

①登録サポート

①商工会経由または②直接会員が申込む

会員事業者

ID発行

ID・Pass
HP管理主体

利用開始

商工会

自立運営支援
相談

移行フェーズ

サービス周知・導入フェーズ

販路開拓支援フェーズ

ツール活用支援 販路開拓支援

※会員の要求レベルに段階的に対応可能なツールとして活用

伴走型支援の実行（常に関与できる環境の構築）

自立運営

販路開拓支援のツールとしてグーペを活用、成果に繋がる支援の実行

管理・代理投稿等の運営管理から経営支援に力点を移す

支援内容により
専門家等活用

支援内容により
専門家等活用

（SHIFTの限界）
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販路開拓支援におけるグーペ活用の基本方針について（支援イメージ）

移行フェーズ

サービス周知・導入フェーズ

販路開拓支援フェーズ

売上（利益）増加・集客・商品/サービスの周知・ブランド確立等

会員（事業者等）の目的

現状
HPを持つ
→WEB上にページを持つことに意義

販路開拓等の手段として認識
→HPを持つだけの意識からの脱却

販路開拓等の手段として活用
→HPを起点とした情報発信

SNS/ショップサービス等の活用
→HPを起点とした成果を求める体制構築

支
援
意
識
の
変
化
・
伴
走
支
援
の
実
行

会員（事業者等） 商工会
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販路開拓支援におけるグーペ活用の基本方針について（想定スケジュール／フェーズ）

R1年度 R2年度 R3年度

移行フェーズ

サービス周知・導入フェーズ

販路開拓支援フェーズ

R1年9月〜県連主催等職員研修対応等

R1年12月〜2月下旬SHIFTデータ移行

R1年10月〜グーペ新規登録開始

R2年1月〜グーペ運用推進モデル県連募集

R2年4月〜推進モデル県連支援（会員向け支援等）

R2年4月〜県連主催等職員研修対応等

R2年4月〜支援モデルの検討（支援のあり方について）

R2年4月〜販路開拓支援活用事例等の収集・共有

フェーズ

スケジュール

現状

ショップサイト活用等による販路開拓の成果を求める活用

SNS連携・有料プランへの切替等による販路開拓支援ツールとして活用

フリープラン導入による支援
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各支援フェーズにおけるグーペ（HP）の使用機能のイメージ

フリープランで活用できる機能
(ホームページの基本機能が中心)

移行フェーズ

※フリープランでは
上限3ページ

※タイムライン表示は
有料プランで対応可

※項目のカスタマイズは
有料プランで対応可

サービス周知・導入フェーズ

有料プランで活用できる機能＝選択肢の増加
(ホームページでの集客ツールが使用可能に)

販路開拓支援フェーズ

SNS/ショップサービスの活用
（販路開拓の手段の多様化と連携）

その他ショップサービス等の例
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HP開設
・商品、サービス、ブランドの周知
・売上拡大（販路開拓支援）
・企業情報の周知

瞬間的（リアルタイム）な情報発信
（キャンペーン情報等の拡散性）

ブランド認知向上に関する情報発信
（ブランドイメージ＝世界観の発信）

（利用シーンなどの訴求などによる共感）

広報（オフシャル）な情報発信
（イベント・企業プレスリリース等の拡散）

流動的な情報（SNSの活用）固定的な情報

情報連携

ユーザー

ユーザー

ユーザー

動画によるブランドイメージの発信
(ブランドイメージの視覚化）

ユーザー

情報連携

販路開拓に向けた自社のブランド・商品・サービスを
周知するためのSNS活用イメージ

販路開拓支援
フェーズ
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HP開設
・商品、サービス、ブランドの周知
・売上拡大（販路開拓支援）
・企業情報の周知

動画によるブランドイメージの発信
(ブランドイメージの視覚化）

ユーザー

情報連携

無料のカートサービス等の例

商工会会員向け優遇プランあり
自社ショップページを開設
直販のため利益率が高い。
多様な決済手段を選択可能。
自社のブランド力・WEB集客力が必要

R2年度会員向け事業の検討
ハンドメイド分野に強み
食品の取扱いも開始（今後拡大予定）
多様な決済手段を選択可能。
作品（商品）の世界観への共感が必要
小ロットでの出店が可能

ユーザー

ユーザー

ユーザー

全国連×GMOペパボ包括連携協定締結
会員向けサービスの充実

販路開拓に向けた自社のブランド・商品・サービスを
販売するためのショップサイト活用

販路開拓支援
フェーズ
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グーペ版県連・商工会HPについて
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＜グーペ版県連・商工会ページ提供の目的＞
HP作成支援ツールを「SHIFT」から「グーペ」に移行するにあたり、県連・商工会のHP運用においても

「グーペ」を活用し、会員事業者HPとの情報連携や職員利用を進めることで、業務効率の向上を図ります。

また、グーペのWEBからの登録ルートを設置していることで、非会員によるグーペ商工会フリープランの
利用の可能性がありますが、グーペ版商工会ページでの管理機能により非会員の登録状況を把握し、商工会
への加入勧奨に活用する等、「グーペ」をきっかけとした組織強化への活用も期待しています。

なお、県連・商工会にて運営しているHPにおいて「SHIFT」が提供する「窓枠」、「会員一覧」機能等を
活用している場合、令和2年度以降利用ができなくなり、HP改修の必要性が生じますが、グーペ版県連・商工
会ページは、県連・商工会が運営する既存HPの「窓枠」、「会員一覧」の改修に必要な参照元となる機能の
提供という役割も担っており、その活用方法は多岐に渡ります。

提供対象：47都道府県商工会連合会
1,652商工会（平成31年4月1日時点）

※注意事項※
・提供するHPは新規作成されたもので、既存のS H I F Tの商工会ページを移行したものではありません。
※本資料で使用している画像はテストサイトの画像のため提供されるものと異なりますのでご了承ください。

・提供時点では、ほとんどの項目について情報が入力されていませんので、公開前に編集を行なってから公開するようにしてく
ださい。

・商工会ページについては、提供時点で会員情報が入っていない場合がありますが、移行完了前は、フリープラン登録フォーム
から新規で登録された方のみが表示されています。SHIFTからの移行者に関しては移行が完了した後に自動的に表示されます
のでご安心ください。

・提供時のU R Lは以下のルールで決定・割り当てられています。
【県連】 https://r.goope.jp/srp-県コード
【商工会】 https://r.goope.jp/srb-県コード-ブロックコード
※これらのURLの下線部分については、管理画面で変更することができます。

・今回提供するグーペ版県連・商工会ページについては、プランアップ（有料化）については制限させていただいています。
※独自ドメインでの運用を希望する場合については、別途実施する希望調査にて県単位にご回答をお願いいたします。

・使用できるテンプレートは窓枠を設置する都合上、提供時は１種類、令和元年度中に全３種類に拡充する予定です。

グーペ版県連・商工会ホームページの提供について
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グーペ版県連・商工会ホームページの役割について

商工会の運営面

商工会のHP運営をグーペに統一することで、職員間の知識格差が狭まり、商工会としてのHP運用が効率化で
き、担当業務等の情報をタイムリーに発信することができる。

WORDPRESS、ホームページビルダー等特定の職員等でないとHPを管理できない、という業務の偏重を解消す
るとともに、組織的なHPの活用・情報発信を促進する。

商工会HP

特定の職員等

編集・操作
投稿等

A商工会

商工会HP

特定の職員等

編集・操作
投稿等

B商工会

ホームページビルダー等

人事異動等

特定の職員等に依存するHPの運営方法では、商工会としての
情報発信が適切に行えなくなる可能性があり、組織としての
HP運営が困難になる可能性が高い。

A県

商工会HP

編集・操作
投稿等

A商工会

商工会HP

編集・操作
投稿等

B商工会

人事異動等

A県

商工会職員商工会職員

所属する職員が等しく関与できるHPの運営体制が構築できるこ
とで、人事異動等による影響も軽減できる。また、職員が日々
操作することで会員事業者からのグーペ利用に関する質問等に
も特定の職員に依存することなく対応が可能となり、経営発達
支援事業における面的支援が可能な体制となる。

例：ツールが商工会毎に異なる現状からグーペに切り替えた場合
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会員支援の面

グーペ版県連・商工会HPの役割について

商工会HPで会員HPを一覧化することで、会員HPに顧客を誘導する仕組みを今回の「グーペ版県連・商工会
HP」で再構築する。

しかしながら、SHIFTを活用した支援においては、「検索順位での強み」等構造的な側面で、利用を促してい
たが、商工会ページ自体の魅力を高めなければ、ポータルサイトの役割や事業者単独ではリーチできない
ユーザー層を誘引する等の効果は得にくいものとなり、情報連携の必要性について問われるものとなる。
グーペを活用することで、商工会サイトの運営においても充実したコンテンツ提供を行うことでユーザーの
拡大を図り組織として情報発信の強化を図るものとしていく役割を担うツールとして活用する。

商工会HP

事業者HP 事業者HP 事業者HP

ユーザー ユーザー ユーザー

訪問訪問訪問

ユーザー

訪問

訪問 訪問 訪問

商工会のHPを媒体として会員サイトに誘引でき
る仕組みとしてグーペ版商工会ページを活用する
ことで事業者の販路開拓支援を実施。

コンテンツの充実
情報発信頻度の向上

訪問ユーザー数が増加することで、
事業者の商品・サービス・ブランド
の認知度向上が図られる。
（販路開拓支援の土壌形成）
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商工会（グーペページ）の配布について

「窓枠機能」・「会員一覧」を搭載した
グーペのホームページを商工会に配布します。
こちらのページの中で商工会のアカウントのみ
搭載されている機能について以下に説明します。

窓枠

会員のお知らせが表示
されます。
※管理画面で「表示」
設定されたアカウント
のみ

窓枠機能
RSSを基にソースコード
を生成して、外部
のページに表示させる
ことができます。

所属する会員の一覧が
表示されます。
※管理画面で「表示」
設定されたアカウント
のみ
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～令和2年3月31日

令和2年4月1日～

令和元年12月中旬以降～

グーペが発行するRSSを利用した、HP内の
お知らせ窓枠内表示を可能にする。
埋め込みソースコードのご提供予定。
【有償：地域振興総合研究所】
ページの書換え等の作業は別途必要。
→地域総研非対応部分

基本機能・操作は事業者ページと同じ。

会員一覧ページを既存のHPに掲載したい
場合は、リンクを貼ることでのみ対応可能。

グーペ版県連・商工会のHPでは、所属会員
事業者ページの窓枠での表示管理が行える。
所属する会員事業者ページは初期設定では、
非表示設定となっている。表示する場合は、
管理画面で承認する作業が必要。

改修対応後

RSS

RSS

ソースコード
の生成改修

商工会（グーペページ）の配布による窓枠改修の場合対応イメージ
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RSSの取得に係る注意事項

・グーペ版商工会・県連ページのURLが変更された場合は
各々のページから取得しているRSSも変更となります

・グーペ版県連ページのURLが変更された場合は、
所属する商工会のRSS（グーペ版商工会ページのRSS）もURLが変更となります。

→グーペ版商工会・県連ページURLの変更は独自ドメインでの運用も含め慎重に
行ってください。（特に既にグーペ版県連・商工会ページからRSSを取得しグーペ
版県連・商工会ページではない他サイトの改修等を行っている場合）

※「URLの変更」は以下の2パターンです。
・独自ドメイン運用を行う場合
・独自ドメイン運用を行わず “r.goope.jp/”以下を変更する場合

・グーペ版県連ページが非公開の場合は、非公開となった県連に所属する商工会の
グーペ版ページから取得できるRSSも非表示となります。



商工会（グーペページ）に登録される事業者について

この登録フォームでで登録された情報を基に
商工会（グーペページ）に会員ページが紐付けされます。

申込時に商工会を選択しない場合でも
登録は可能です。
但し、15日以内に所属商工会を選択
しないとアカウントが停止されます。

登録時に所属商工会を選択した
場合は所属情報が記載されています。

あとで設定するを選択した場合は
こちらが空欄になっており、登録
フォームと同様に所属を選択でき
るようになっています。
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商工会・県連（グーペページ）の管理画面

商工会ページの管理画面イメージ
商工会（グーペページ）の特別機能

その他の管理画面のメニューについては、
フリープランと同様の機能がご利用いただけます。
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商工会・県連（グーペページ）の管理画面

県連ページの管理画面イメージ

その他の管理画面のメニューについては、
フリープランと同様の機能がご利用いただけます。

県連（グーペページ）の特別機能

－24－



商工会（グーペページ）特別機能について

商工会に所属している会員の
店舗名、住所が表記されています

商工会のトップページの
「会員からのお知らせ」、
「会員一覧」に表示するか
非表示にするか選択できます。

－25－



商工会管理画面での非会員の判定について

「非会員フラグ」機能について
当機能は、非会員等が所属会員一覧リストに挙がっている場合、「非会員フラグ」にチェックを入れることで、対象ユーザーの
管理画面上に警告文を通知することができます。（次ページ参照）
対象ユーザーについては、チェックを入れてから30日後、①有料プランへの切り替え、②商工会会員に加入（フリープランの継続）
いずれかの状態にならなければ、アカウントが停止となります。

①の場合：当ページの管理画面のリストから削除されます。（後日会員になってもフリープランには戻せません。）
②の場合：非会員フラグを再度クリックしてチェックを外すことで継続してフリープランの適用を受けることが可能です。
※商工会に加入する意思がある場合等の状況により、フラグを外すなどの対応を行うことは可能です。
また、誤って「非会員フラグ」をチェックしてしまった場合は、再度チェックすることでフラグを外すことができます。
一度チェックしたフラグを外すと、アカウント停止までの30日間の有効期限はリセットされ、再度30日をカウントし直します。
有効期限を経過し、アカウントが停止すると対象ユーザーにフリープランが適用できませんのでご注意ください。
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非会員フラグの判定を受けた事業者ページの反映について

商工会より「非会員フラグ」の判定を受けた事業者のページには、「フリープランを利用するには〜
プランアップしてください。」との上記警告文が表示されるようになります。
事業者がプランアップを実施するまで、警告文は表示され続けます。
有効期限は30日で、期限内にプランアップをしないとアカウントが停止されます。
有効期限の表記は、残り日数に応じて減っていく仕様です。

※これまでは、商工会管理画面で非会員を「非表示」と選択しても、商工会のページからは表示が消える
ものの、事業者のページ自体は公開されたままでした。

※画像はイメージです。
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管理画面の会員一覧で表示にしたこと
で所属している会員のページで入力された
お知らせが、グーペ版商工会ページに
自動的に表示されるようになります。
トップページの表示件数は5件となります。
→5件以降についてはメニュータブの
「会員からのお知らせ」に一覧表示されます。
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商工会（グーペページ）に非会員事業者等を表示させない場合について

表示設定を非表示にします。
非表示にすることで窓枠・会員一覧
に表示されなくなります。

※ここでの表示・非表示機能は商工会（グーペ）ページ内での表示・非表示を
アカウント権限で行うものであり、事業者のページの停止・編集などが行う
機能ではありません。
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非表示設定にした場合のページの反映について

非表示後

非表示後

管理画面で非表示の選択をした場合、「会員一覧」と「会員からのお知らせ」に表示されなくなります。
管理機能については、商工会会員以外の表示をさせないための運用上の機能となっています。

※対象のページを非表示設定にしても、対象ページが非公開になるという機能ではございません。
－30－



商工会フリープランの登録フォームから新規で事業者が登録された場合について

新規で登録された事業者については、会員情報の上位に表示されます。
表示設定については、初期状態では表示・非表示の選択がされていません。
この状態では、商工会（グーペページ）に表示されていませんのでご注意ください。
会員の方については表示設定に変更するようにお願いします。
※注意事項※
商工会フリープランで商工会内部（青年部・女性部・部会等）のページを作成することは
可能ですが、このように商工会の会員として分類されますので運用上は非表示にした上での
運用が望ましいです。
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新規登録されたユーザーを表示設定にした場合のページの反映について

表示設定にすることで反映されます

－32－



ユーザーを表示設定にした場合のページの反映について
（ユーザー側で工事中・非公開に設定している場合）

商工会の管理画面で表示設定
にしている場合でも、会員の
ページが公開設定になっていない
場合はページに表示されません。

会員のページの状態

－33－



県連（グーペページ）の配布について

「窓枠機能」・「会員一覧」・「商工会一覧」を搭載した
グーペのホームページを県連に配布します。
こちらのページの中で県連のアカウントのみ
搭載されている機能について以下に説明します。

窓枠

【商工会一覧】
表示設定した商工会が表示
されます。
【会員一覧】
商工会ページで表示設定された
会員の一覧が表示されます。
県連ページで会員の表示管理は
できません。 －34－



県連（グーペページ）特別機能について

県連に所属している商工会が
表記されています。
※SHIFTのデータの構成上、商工会以外
のアカウントが表示されている場合が
ありますので、その際は非表示にする
等の対応をお願いいたします。

県連のトップページの
「商工会のお知らせ」、
「会員からのお知らせ」、
「会員一覧」に表示するか
非表示にするか選択できます。

商工会の管理画面で設定されている
情報を基に表示されます。
県連ページの管理画面では、商工会
単位での表示・非表示の設定のみ
可能となります。

※対象のページを非表示設定にしても、対象ページが非公開になるという機能ではございません。
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商工会（県連）としての運用イメージ①

－36－

新設される商工会のグーペHP（窓枠あり）

会員事業者と同じ企
業ページとしてデー
タ移行。

移行

SHIFTの商工会ページ グーペの商工会ページ

既存の商工会メインHP

RSS

RSS

①窓枠を改修して既存HPを主として運用

②新設されたHPを主として運用

新設される商工会のグーペHP（窓枠あり）
にはSHIFTの商工会ページのデータは
移行されていません。

既存ホームページと新設される商工会のグーペHP（窓
枠あり）
の2つの商工会サイトがWEB上に存在することになる。

新設される商工会のグーペHPに運用を切
替える
際は既存のドメインが使用できないことが
あります。
（例：or.jp 等）

①新設されたHPへ記事を転記して再掲載
②過去記事の参照先として活用。その場合
最大3つの商工会サイトが存在することにな

る
③必要項目を転記後、移行したアカウントを削
除する 対応例

SHIFTの会員ページ

移行グーペにデータ
移行

グーペの会員ページ

移行されたグーペの商工会ページ
でのお知らせはココに表示されません
(会員からのお知らせに表示される)

グーペの会員ページ

グーペで新規登
録
(フリープランの
み)

会
員
か
ら
の
お
知
ら
せ
（
窓
枠
）
に
反
映
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商工会（県連）としての運用イメージ②

SHIFTで青年部・女性部などのページを作成していた場合（グーペフリープランで作成も含む）

移行

SHIFTの青年部ページ等
グーペに移行（または新規作成された）
青年部ページ等

【移行の場合】
ID・Passは移行事業者と同じタイミングで
配布します。（2月上旬）
このページの運営管理は前述のID・Passで
のみ
管理することができます。
グーペ版商工会ページのID・Passの管理画
面で
操作することはできません。
【新規作成の場合】
作成したIDでの運用となります。新設される商工会のグーペHP

（窓枠あり）

②外部リンクとして移行（または新規作成された）
したページのURLを設定するとメニューバーに表示される。
クリックするとリンク設定した青年部ページが表示されます。

④グーペの青年部ページで記事を投稿した場合
直接的には表示できませんのでリンクを貼るなどの
工夫が必要です。
例
〇〇商工会青年部から2月セミナー開催の案内
（該当ページのURLをリンク先として設定する）

①会員表示・非表示管理機能でグーペの青年部ページを非表示設定にする
→グーペの青年部ページで記事を投稿しても会員からのお知らせに表示されなくなる
新設された商工会のグーペHPに表示されないだけで、WEB上には残ります。

③お知らせの投稿
例
実践的な販路開拓セミナーの
開催の案内

⑤投稿した記事のリンク先を設定することで
ページへの誘導が可能となります。



参考：商工会（グーペページ）の活用イメージ

https://r.goope.jp/srb-48-01/t_551288

参考：県連（グーペページ）の活用イメージ

https://r.goope.jp/srp-48/t_552724

参考：会員等（フリープラン）の活用イメージ

https://r.goope.jp/testzenkoku2/t_551208

https://r.goope.jp/testzenkoku3/t_553129

※各ページについては閲覧のタイミングにより、表示内容が異なる場合があります。
テストページですので、参考としてご覧ください。
指定したURLで表示されない場合は、t_数字の部分を削除して閲覧してください。
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