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報道関係各位 

 

  

 株式会社 SynaBiz（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武永修一、株式会社オークファンの 100％子会社。 

以下「SynaBiz」）は、SynaBiz が運営する BtoB 卸モール『NETSEA』にて、2016 年 11 月と 2017 年 3 月の 

2 度にわたり「創業 10 周年記念セール」を実施しました。過去最大の１日あたり流通額を大幅更新し、大盛況の 

うちに幕を閉じることができました。この度は、親会社である株式会社オークファンの設立 10 周年キャンペーンと連動し、

永年のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、2017 年 6 月 21 日（水）より創業 10 周年記念セールの第 3 弾を実施

いたします。 

 

■NETSEA 創業 10 周年記念セール第３弾概要 

●開催期間： 

2017 年 6 月 21 日（水）12：00 から 

2017 年 6 月 27 日（火）12：00 まで 

●開催ページ：     

http://www.netsea.jp/sp/sougyo1706/ 

（開催期間中のみアクセス可。右画像はイメージです。） 

●セール対象商品数： 140,000 品以上 

●参加サプライヤー数： 80 社以上 

 

●10 周年記念特典： 

１．セール期間限定クーポン 

6 種類のクーポンを日程に応じて公開いたします。 

（開幕祭限定クーポン、スペシャルクーポン DAY 限定クーポン、THE FINAL 限定クーポンを各 2 種） 

２．W チャンスクーポン 

10 周年記念セール期間中に一度のご注文で 20 万円（送料含まず）以上購入頂いた方に、10,000 円割引 

クーポンを付与いたします。 

※本クーポンの付与は 7 月上旬を予定しています。 

３．開幕祭 DAY1 / DAY2 ・ THE FINAL 

セールの特定期間中に、サプライヤーを限定して通常以上の特別セールを実施いたします。トップサプライヤーから 

大人気商品が特別価格で多数出品されます。 

 

国内最大級の BtoB 卸サイト 『NETSEA』創業 10 周年記念セール第 3 弾 

オークファンと W10 周年につき、規模を拡大し 6 月 21 日(水)より開催！ 
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■参加予定サプライヤー一覧 （一部抜粋、順不同） 

・開幕祭 DAY1 

Attag i r l／パルマート株式会社／KG market／金石衛材株式会社／株式会社クレエ／ 

Only Sweet Nail／株式会社ハニークリーパー／有限会社ジェイサプライ 

・開幕祭 DAY2 

森川産業株式会社／株式会社イチオク／Kamakura Sunglass／JOYBANK corporation／ 

      株式会社パッショーネ／株式会社さくら／株式会社 SEKIKON／株式会社渡辺栄松商店 

・THE FINAL 

サカベ株式会社／株式会社ブライエンタープライズ／株式会社ユメコウショ☆LoveR ich☆／ 

ハリマ共和物産株式会社／株式会社白菊／株式会社あまの／トーストコーポレーション株式会社／ 

株式会社 L&A corporation 

 

※10 周年記念セール第３弾概要は、6 月 20 日現在の情報です。セール内容は予告なく変更になる場合が 

ございます。 

※クーポンの詳細については、記念セールページをご確認ください（http://www.netsea.jp/sp/sougyo1706/） 

 

 

■『NETSEA』の概要 

『NETSEA』は、大手企業様から中小企業様まで、あらゆる法人様向けにサービスを提供している BtoB 卸モールです。

年間流通額約 70 億円、登録バイヤー数 30～40 万と国内でも最大規模の BtoB サイトを運営しております。 

・ 商品内容：定常販売品、セール品、余剰在庫など 

・ 商品カテゴリ：アパレル、家具・インテリア、雑貨、スポーツ用品、工具、ゲーム、玩具、メディアなど 

・ バイヤー属性：小売店、ネットストア、個人事業主、輸出事業者など 
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メーカー
卸売業者

登録業種

5,000社

利用メリット

✓ 手間なく販路拡大
✓ 口座開設不要
✓ 取引は承認制
✓ 出品数無制限
✓ 販促は基本無料

【 月額2万円 】

小売(リアル/ネット)

非小売(業務使用)

登録業種

約30～40万社

利用メリット

✓ 手間なく仕入れ拡大
✓ 仕入れの隙間埋め
✓ 1個から仕入れ可
✓ クレカ仕入れ可
✓ 買掛も可能（要審査）

①取引申請

②承認/否認
（卸価格開示）

③受注

④発送

『 NETSEA 』サービス概要

サプライヤー バイヤー

【 登録無料 】

http://netsea.jp/
http://revalue.jp/
http://synabiz.co.jp/
http://www.netsea.jp/sp/sougyo1706/?_press
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＜株式会社 SynaBiz 会社概要＞ 

会 社 名：株式会社SynaBiz 

Ｕ Ｒ Ｌ：http://synabiz.co.jp 

所 在 地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目14番6号 ヒューマックス渋谷ビル6階 

設   立：2016年９月30日 

資 本 金：2,500万円 

代表取締役社長：武永 修一 

事業内容 ： 

【NETSEA事業】 インターネット卸・仕入れモール「NETSEA(ネッシー)」の運営 

【リバリュー事業】企業が抱える滞留在庫の流動化・キャッシュ化支援 

http://netsea.jp/
http://revalue.jp/
http://synabiz.co.jp/

