
インターネットサービスと成長する喜びを、ともに。

株式会社ハンズは静岡県でネットショップ開業支援サービスや

iPhone、Androidなどのスマホアプリの開発、運営を行っている企業です。

( 株 ) ハンズの特徴や他社との違い

「ストックビジネスモデル」 とは継続的に収益を生み資産価値を上げ続ける仕組みです。

例えば、 インターネットのＡＳＰのように月額費用の掛かるサービス！

まさにこれが、 弊社が実施しているビジネスモデルとなっています。

自社で開発したシステムを継続的に利用してもらうことで収益を上げてゆく

ストックビジネスモデルを展開！

( 株 ) ハンズが提供するサービス

STEP②
購入者情報を入力！

STEP③
内容を確認して注文！

STEP④
これだけお買い物完了！

STEP①
「カゴに入れる」

ショッピングカート機能を提供しているネットショップ開業支援のクラウドサービス。

パソコン、スマホ、タブレット全ての端末に対応。全国で導入実績10,000店舗を獲得！

URL ： https://cart.e-shops.jp/

購入者の「カゴ落ち」対策に有効な

ゼロステップカートを実装！

モバイルファースト（レスポンシブデザイン）な

購入手続き画面も導入しています。

ここがポイント！

STEP①
スマホだけで操作！

STEP②
編集項目を選択！

STEP③
テキストや画像を追加！　

STEP④
その場でHPを公開！

URL ： https://crayon.e-shops.jp

自社開発のiPhone、Android対応のアプリ。その場でホームページが作成できます。

毎月7,000以上の方がDL！24言語に対応し全世界で35万ダウンロード達成！

ここがポイント！

スマホさえあればいつでもどこでも

簡単にホームページの作成・編集ができます。

SNSとは違ったホームページならではの

情報量の多いコンテンツを気軽に発信できます。　　　　



株式会社まえびー　（ https://maebe.jp ）

　事業内容

　　 ・ iPad アプリの企画 ・ 開発

　　 ・ iPhone アプリの企画 ・ 開発

　　 ・ Android アプリの企画 ・ 開発

　　 ・ WEB システム開発 ・ ソフト開発、 CMS 構築

三菱 UFJ 銀行 三島支店

三島信用金庫　清水町支店

静岡銀行　清水町支店

ふじのくに情報ネットワーク機構

グループ企業　

取引銀行　

所属団体　

提 携 企 業　

ヤフー株式会社

楽天株式会社

日本郵便株式会社

株式会社りそな銀行 PayPal Pte. Ltd.

ベリトランス株式会社

株式会社ゼウス

株式会社ファンコミュニケーションズ

株式会社ジャストシステム



1989 年　7 月　会社設立（総合建築業）

1990 年 10 月　資本金 1,000 万円に増資

1999 年　9 月　インターネット事業部設立

2000 年　9 月　e-shops 公開

2003 年　1 月　新社屋建設および本社移転

2003 年　2 月　長田敏彦　代表取締役就任

2003 年　6 月　レンタルカートサービス公開　（現 e-shops カート）

2005 年　4 月　カートサービスの名称を e-shops カートに変更

2006 年 11 月　ビジネスモデル特許取得（シンクロカゴ機能）

2008 年　9 月　資本金 1,500 万円に増資

2008 年 12 月　JPNIC　IP アドレス管理指定事業者認定

2009 年　6 月　Yahoo!JAPAN との業務提携により、Yahoo! ウォレットに対応（業界初）

2010 年　5 月　e-shops カート２公開

2010 年　8 月　楽天との業務提携により、楽天あんしん支払いサービスに対応

2011 年　6 月　e-shops カート 2 ネットショップ開業 CMS プラン公開

2012 年 12 月　e-shops ローカル　Yahoo! ロコとデータ提携

2014 年　9 月　e-shops crayon（クレヨン）提供開始

2014 年 12 月　本社社屋増築（延床 140 坪）

2015 年 12 月　日本郵便ファイナンスとの業務提携により、総合決済サービスに対応（Crayon）

2016 年　2 月　りそな銀行との業務提携により、決済サービス「りそな PayResort」に対応

2017 年　3 月　e-shops crayon（クレヨン）が 24 言語に対応　各国への配信開始

2017 年　9 月　「e-shops カート 2」「クレヨン」と日本郵便のコンビニ・郵便局窓口等受取サービスとの連携を開始

2017 年　9 月　資本金 2,000 万円に増資

2017 年 11 月　e-shops crayon（クレヨン）が全世界で１０万ダウンロード達成！

2018 年　9 月　e-shops crayon（クレヨン）が日本企業初の Plesk Extension( プレスクエクステンション ) として提供を開始

2019 年　1 月　「e-shops カート 2」を「スマホカゴ」を公開に伴い「e-shops カート S」に変更

2019 年　1 月　SB ペイメントサービスのキャリア決済「e-shops カート S」が連携開始

2019 年　3 月　ゼウスのクレジットカード決済サービスとハンズの EC サイト構築サービス「e-shops カート S」が連携

2019 年　5 月　株式会社ハンズのホームページ作成アプリ「Crayon」と GMO ペパボ株式会社提供の「ロリポップ！」が提携

2019 年　6 月　ホームページ作成アプリ「Crayon」が全世界で２０万ダウンロードを達成！

2019 年 12 月　ソニーペイメントサービス株式会社が提供する決済代行サービスと「e-shops カート S」が連動

2020 年　3 月　自社 EC 構築サービスとして初！ PayPay と「e-shops カート S」が決済連動を実装！

2020 年　4 月　ホームページ作成アプリ「Crayon」が全世界で３０万ダウンロードを達成！

2020 年　6 月　Zoom などを利用したウェビナー申込、PayPay 決済での支払いを e-shops カート S で開始！

2020 年　8 月　J3 アスルクラロ沼津　株式会社ハンズと EC プラットフォームパートナー契約を締結！

2020 年　8 月　「e-shops カート S」が「助ネコ在庫管理」とシステム連携を開始！

2020 年 10 月　ホームページ作成アプリ「Crayon」が全世界で３５万ダウンロードを達成！

特許・認定・資格

称　　　号　株式会社ハンズ（Hands,Inc.）　/　ＵＲＬ：https：//www.hands-inc.co.jp/

設　　　立　1989 年 7 月　/　資　本　金　2,000 万円

代表取締役　長田敏彦

所　在　地　本社：〒411-0901　静岡県駿東郡清水町新宿 823-1

事 業 内 容　インターネット付随サービスの提供

特許第３８８３１３５号　／　特許第４２９０２１９号

JPNIC IP アドレス管理指定事業者

一般第二種電気通信事業者　受理番号 C-15-1165

「e-shops カート S」

「e-shops crayon ( クレヨン )」

「e-shops( ネットショップランキング )」

「e-shops ローカル」

https://cart.e-shops.jp/

https://crayon.e-shops.jp/

https://www.e-shops.jp/ 

https://el.e-shops.jp/

（レンタルショッピングカート）

（ホームページ作成サービス）

（ショッピングモール）

（地域情報サイト）

会社概要

沿　　革
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