
宝飾業界のための

B2B オンラインマーケットプレイス

ジュエリービジネス



PERIDOTのミッション

宝飾業界にマッチングした機能を網羅

グローバルでリアルタイムな取引を可能にする

B2B オンラインマーケットプレイス

ジュエリービジネス



購入者販売者

PERIDOTとは

宝飾業界に特化した機能を網羅
様々な「商品」や「サービス」の売買をPERIDOTで実現

▶ 商品販売
▶ サービス提供
▶ 商品委託
▶ オークション販売
▶ ライブ販売

▶ 商品購入
▶ サービス購入
▶ 商品受託
▶ オークション購入
▶ ライブ購入

販売者 購入者

ジュエリービジネス



PERIDOTのサービス

宝飾業界にマッチングした必要な機能を提供
様々な取引方法を通じてビジネス機会の最大化を支援

販売者（セラー）

従来の企業間取引における課題であった「時間」と「場所」の制約なく
24時間365日、どこにいてもリアルビジネスと同等の取引が可能

購入者（バイヤー）

24時間365日のオンライン販売
販売機会と取引先獲得を最大化

ライブ販売で
リアルタイム取引

オークション販売で
利益を最大化

どこにいても商品やサービスへアクセス
新規調達ルートやビジネス支援先を検索

委託オファーによる
商品受託を実現

ライブ視聴で
リアルタイム交渉

ジュエリービジネス



PERIDOTでできること ー 販売者

オンライン販売

多彩な販売機能を提供
リアルタイム取引で販売機会と利益最大化を支援

ライブ販売 オークション販売

▶ 24時間365日常に商品を販売
販売機会を最大化

▶ リアルタイムで商品を紹介
顧客との直接商談が可能

▶ 入札形式のオンライン販売で
売上利益を最大化

PERIDOTに掲載可能な商品・サービス(例)

商品 サービス

ジュエリー

パール

ルース ブランド時計

地金・素材 パーツ

リフォーム・修理

委託業務

デザイン 鑑定・鑑別

システム開発 出版・広告



オンライン購入

オンラインで商機を掴む
24時間 365日グローバルなビジネス展開が可能

ライブ購入 商品委託

▶時間と場所の制約から解放
商機を掴みビジネスを加速

▶ リアルタイムで販売先と交渉
ライブ映像で詳細を確認

▶ 購入以外に委託取引が可能
ビジネスの幅を広げます

その他、PERIDOTの特長的な機能

最適化された商品・サービス検索 商品リクエストや価格交渉が可能

▶ 商品別に整理されたカテゴリと検索条件項目で
目的の商品を探す手続きを最小限に短縮

▶ 未掲載商品を直接リクエストし販売元とマッチング

▶ 宝飾業界に関連する各サービス販売にも対応
加工先やデザイナーなど新規取引先を獲得

▶ 価格交渉、ボリュームディスカウント機能も網羅

▶ 販売元への問合せはチャットでスムーズに

PERIDOTでできること ー 購入者



※画面は開発中のイメージです

PERIDOTの機能 ー オンライン販売

オンライン購入

▶ 宝飾業界向けに整理されたカテゴリと
商品別に定義された検索条件項目で
目的の商品を探す手続きを最小限に

オンライン販売

▶ 時間と場所の制約からビジネスを解放
オンライン販売でデジタルデータを活用し
新たなビジネスを加速します

▶ 商品の詳細情報は画像と文字で確認
問い合わせは販売元へ直接チャット
ダイレクトな企業間取引を実現

▶ 24時間365日、常に商品掲載することで
販売機会を最大化
労働集約型の営業モデル脱却を支援



PERIDOTの機能 ー ライブ販売

イベント設定 商品選択 イベント一覧 ライブ開始ライブ販売

▶ ライブ配信でリアルタイムに商品紹介
視聴者へ同時配信することで
商品販売、営業を効率化

▶ シンプル操作でライブ配信手続きが可能
配信中はチャット機能を用いて顧客と
ダイレクトな交渉を実現

イベントチェック ライブ視聴・購入 イベント一覧

ライブ視聴、購入

▶ ライブ視聴でリアルに商品詳細を確認
チャット機能で直接販売元へ連絡
商品購入の意思決定で活用

▶ ライブ視聴は任意に参加が可能
どこからでも販売元と繋がることで
新しいビジネスモデルを実現

※画面は開発中のイメージです



PERIDOTの機能 ー オークション販売、委託取引

※画面は開発中のイメージです

委託取引

▶ オンラインによる商品の委託取引に対応
ジュエリービジネスの商慣習を網羅した
画期的なオンラインビジネスを提供

▶ 商品委託は委託先のデポジットで保障
デポジットはPERIDOTが一元管理
オンラインで安心・安全な取引を実現

オークション販売

▶ 入札（競り）形式による商品販売に対応
開始～最低落札価格の設定が可能
利益の最大化と利益確保を支援

▶ 一般的なB2Bオンライン販売とは異なり
オークションでの購入が可能となるため
仕入コストを抑えた調達を実現



PERIDOTの機能 ー 販売者向けの特別な機能

※画面は開発中のイメージです

簡単に多言語、多通貨切替

▶ オンラインページや販売者用の管理画面は
簡単な設定で多言語へ切替が可能
▶ オンラインページでは多通貨切替にも対応

顧客に応じた柔軟な価格設定

▶ リアルな企業間取引と同様に
顧客別に応じた柔軟な価格設定が可能

キャンペーン、クーポン機能

▶ 特定の顧客に対し特別なキャンペーンや
クーポンを簡単に設定して販売が可能

AIによる顧客分析
▶ キャンペーンやクーポンの利用状況を分析
AIが顧客グループを構成、営業効率を実現



PERIDOTご入会の流れ

購入（バイヤー）でご入会

(*1) ・・・免許証、パスポートなど 政府発行の顔写真付き身分証明書となります
(*2) ・・・共に契約開始日より3ヶ月以内に発行されたものが必要となります
(*3) ・・・過去90日間に発行されたものが必要となります

１．銀行口座情報
２．PERIDOT審査書類
３．代表者の身分証明書(*1)

WEBにてご入会申し込み
http://www.peridotb2b.com/

Step
１

Step
２

手続き

完了
PERIDOTにて購入可能

ご提出内容確認
次Stepのご案内

お申込み内容確認
次Stepのご案内

Step
１

販売（セラー）でご入会

Step
２

Step
３

Step
４

手続き

完了

WEBにてご入会申し込み
http://www.peridotb2b.com/

１．銀行口座情報
２．PERIDOT審査書類
３．代表者の身分証明書(*1)

４．住民票・印鑑証明(*2)

５．銀行取引明細通帳(*3)

６．登記簿謄本(法人のみ必須)

７．古物商許可証

貴社へご訪問

PERIDOT店舗開設手続き

PERIDOTにて販売可能

店舗開設サポート

3か月の運営状況
モニタリング実施



販売者

PERIDOTの店舗開設サポートとロードマップ

店舗開設から実業務や運用体制についてサポート
デジタル取引の不安をバックアップします

～1ヵ月 ～3ヵ月ご入会

※詳しい内容についてはPERIDOTへお問い合わせください

Step 3

社内体制にて運用

Step 2

各販売に応じた受注オペレーション

Support 3

オンライン、オークション、ライブなどの

各受注オペレーション業務を支援

運用体制構築を目的にヒアリング実施

Support 2

デジタルデータ化された

商品情報のPERIDOT
への掲載業務を支援

Step 1

対象商品のデジタルデータ作成、PERIDOT掲載

Support 1

画像撮影や編集方法

商品説明文の作成など

デジタル化業務を支援

お問合せ対応運営状況をモニタリングし、各種お問合せやご相談に対応

Support



PERIDOTのプランは3種類
ビジネスの成長に応じて最適なプランを選択

プランA
Premium

プランB
Standard

プランC
Basic

￥100,000 ￥50,000 ￥30,000

3％ 5％ 7％

1.5％ 2％ 3％

1.5％ 2％ 3％

3％ 5％ 7％

1％ 1.5％ 1.8％

基本出店費用

（月額）

※価格はすべて税抜

※2020年8月時点

項目

5％ 8％ 10％

販売成約手数料

（カテゴリ別）
ジュエリー

ブランド時計

天然

人工

貴金属

上記以外

PERIDOT料金表

3％ 5％ 7％パーツ

ダイヤ

おすすめ



PERIDOT よくある質問（Q&A）

PERIDOTへ入会し、B2B取引が
デジタル化されることで本当に売上
が上がるのでしょうか。

リアル取引のような売上が見込め
るでしょうか。

入会の手続きがわかりません。

どの料金プランを選べばよいか
教えてください。

取引先ごとに販売価格を変えて
販売することはできますか。

間違いなく売上は上がります。

ご入会の流れをご覧頂き、WEB申込をお願い致します。
ご不明な点はPERIDOTサポートへお気軽にお問い合わせください。

プランB（Standard）がおすすめです。
ジュエリーの場合、月間250万円の売り上げを目安にアップグレードをご検討ください。

Q1

Q3

Q4

Q5

ネット販売経験などが無くても
PERIDOTへ出店できますか？

問題なく出店可能です。
PERIDOT開設サポートもございますのでご安心ください。

Q2

PERIDOTはジュエリービジネスに特化した機能でリアル取引と同等のビジネス展開を可能にします。

一般的なB2Bオンライン取引では提供されていない「オークション」や「ライブ」機能はもちろんのこと、
ジュエリービジネスの商慣習である「委託取引」などをグローバルかつリアルタイムに実現します。

時間と場所に制約のない点において、リアル取引以上の効果を実感して頂けると確信しています。

人が営業するのではなく、デジタルデータが営業を担う時代はジュエリービジネスにおいても主流となり
そのためのグローバルビジネスを支援することがPERIDOTのミッションです。

柔軟な価格体系をビジネスに合わせて設定可能です。
お取引先様へぜひPERIDOTの購入（バイヤー）メンバー入会をご紹介ください。



ご不明な点についてお気軽にお問い合わせください

info@peridotb2b.com

24時間 365日受付

代表取締役社長 Roni Xu

PERIDOTお問合せ先


