同時に解決

ＥＣ強化と人手不足を

次の時代の市場予測に基づいて

２３年間バージョンアップを続けているショップサーブ

Ｄ２Ｃ専門で、ＧＭＶ１. ５兆円、累計１１万社のノウハウが凝縮

2022 年 10 月末現在のこれまでの顧客店累計、114,666 社、GMV 1,512,522 百万円

ＥＣ構築とマーケティングのＥストアー

経営課題とショップサーブ

い ま マ ー ケ ッ ト で 起 き て い る 事 と 未 来 へ の 対 処

「 拡大するデジタル社会 」

現在９％の国内Ｂ２ＣのＥＣ化率は、これから１０年掛け

回遊性の向上やカゴ落ち回避は当然ながら、トラフィック（通信量）増大

て２０％を超えて伸びるという予測でしたが、パンデミック

による、サイトやメールの反応、遅さが致命傷になる為、高速と安定とセキュ

で５倍の加速が確定したと言われています。デバイスの性能

リティーを最重視。システムの高速性は、人手不足の運営工数にも寄与しま

アップが手伝い、未曾有の通信爆発が起きています。

す。変化が激しいＶＵＣＡ社会には拡張の柔軟性が高い事も見逃せません。

「 運営の人手不足 」

専門職に経営依存しない

人口減少がトリガーである人手不足。こと企業のデジタル

一層進むＤＸ社会では、新たな分析手法が次々と発生。マーケターやアナ

営業のための人材は、デジタル社会が進むために、さらに不

リストの専任確保となると天文学的に採用困難なのが現状。基本的な事から

足することが明白です。このような中で、如何に経営と事業

最先端の事まで、営業や業務といったジェネラル職によってカバーできる経

のＤＸ化を図ってゆくかが、大きな課題となっています。

営インフラが、ジレンマから脱却するキーと言えます。

「 広告が効かない 」

1

情報渋滞と失注防止に備える

広くでなく深い顧客創りを行う

事業者のＤＸ化が歴史的な拡大で進んでいる今、広告の奪

人口減という単純で大きな原因からは、顧客を広げる事よりも、顧客を深

い合いや、希薄化が起きるのは当然で、実際にこの数年、加

堀するのがシンプルに素直ではないでしょうか。ＡＲＰＵやＬＴＶの経営が

速度的に費用対効果が急速に低減しています。そこに人口減

理に叶っており、マーケティングで言えばＣＲＭ、集客だと「他人による他

少が重なり、顧客の拡大は矛盾をはらむ戦いと言えます。

メディアからの発信」つまりＳＮＳとの接続性が良いシステムが重要です。

2

ショップサーブの特徴

い ま マ ー ケ ッ ト で 起 き て い る 事 と 未 来 へ の 対 処

デジタル社会で、指数関数
的にあがるトラフィックの
予測から、高速安定が何よ
り重要と考え、低離脱・失
注回避を実現。高速コンパ

ネで時間工数も大幅に削減。

時代をしっかりグリップできるショップサーブ

拡大するデジタル社会
運営の人手不足
広告が効かない

経営変化にも、ビジネス成
長にもストレスがない業界
最多を誇るＡＰＩと、膨大
なサードパーティー連携。

最高水準の高速安定とセキュリティ

プレミアム回線

フルＳＳＤディスク

ＣＭＳ分離画像サーバー
国産ＳＳＬ

PCI DSS 準拠

高度ＥＶ証明書対応

キャッシングＣＤＮ

超高速センドグリッドメール
証明書付ＴＬＳメール
オートスケーリング

強力な連携と柔軟なカスタマイズ
業界最大級のＡＰＩ数

必要部分だけのカスタマイズ

豊富なサードパーティー連携
ＲＦＰ不要のＳａａＳ

部分的専用構築による高度
なカスタマイズも可能。

向こう数十年増えることの
ない人口減少課題に対応。
専門家不要に運営できる

ノーコードのＣＲＭで、ワ

ントゥーワンマーケティング

に対応。

3

顧客リピートとＬＴＶを上げるＣＲＭ

ＳＱＬ不要のＣＲＭ

すべてで効果測定が可能

随時追加される豊富なテンプレート

アナリストいらずのレポーティング

クエリー抽出でアナログＤＭにも対応

4

最高水準の高速安定とセキュリティー

Premium Internet, Full SSD disk, Hi-speed Sendgrit , and more

プレミアム回線

超高速
センドグリッドメール

フルＳＳＤディスク

セコムルートＳＳＬ

キャッシングＣＤＮ

高度ＥＶ証明書対応

ＣＭＳ分離
画像サーバー

証明書付
ＴＬＳメール

ＰＣＩ ＤＳＳ準拠

※

国内最速のプレミアムインターネット回線
を使用。データストレージは高速で故障が
少ないＳＳＤ仮想ディスクを全域で採用。
ＣＤＮにより精細な画像や動画をキャッシ

ング。ＣＭＳにそのまま画像を置かず別サー
バーに配備する事で高速表示を実現。カー
ド決済は毎年厳しい監査をクリアしている

オートスケーリング

越境ＥＣ

オムニチャネル

自社内ＵＧＣ

コンビニ受け取り

定期・頒布会

レコメンド

標準ペイメント

証明書付で到達率の高いＴＬＳ方式、さら
サイト証明書はセコムルートの国産ＳＳＬ

で、大手企業ニーズのＥＶ証明書にも対応。

末にオートスケーリング対応。

自社システムの運用と比較して圧倒的に有利なのが、ＳａａＳシステムならではの運用監視
です。１次、２次監視と、それぞれダブルバックアップで、９９. ９９％稼働を誇ります。

不正受注アラート、３Ｄセキュア２. ０に対応

過去データからの怪しい受注を検知し受注画面でお知らせ。カード不正の防止は業界最初に
対応した３Ｄセキュア２. ０が稼働。不正疑い時だけ働くチェック機構で失注が激減します。

商品の一括登録、一括更新

会員ランク

ポイント・クーポン

ＬＰカート

在庫引当タイミング

担当者別ログイン権限

EC 外注文取り込み

タイムセール

予約販売

Word Press

マルチフォーム

クレカ料率持込可能

自社ＥＣの蓄積財産「顧客リスト」は、受注台帳を基幹に細やかな検
索条件でセグメント抽出でき保存できるので、運用効率化はもとより、
ＣＲＭやＤＭなどの具現的施策に威力を発揮します。

商品ごと、３温度帯設定と発送準備期間設定

サイズと重量設定のほか、常温・冷凍・冷蔵と、商品ごとに温度帯設
定でき、送料自動計算に反映できます。発送準備期間も商品ごと設定
が可能で、アナログ人手による再計算対応が不要になります。

ＨＴＭＬ、ＣＳＳ、Javascript、プロモーションタグ編集

自由編集ページはもちろん、テンプレート内のコードもコーダー不要
に自社で記述編集できます。インターフェース、デザイン、表現に細
心のカスタマイズが可能で、痒いところに手が届くと好評です。

ＳＥＯタグ詳細設定、商品データフィードも作成可能

トップページやお店全体ではなく、カテゴリーごと、商品別に
ＳＥＯタグの設定管理が可能。検索クローラーに対し、最適で
正確な商品伝達され、Googleのレーティングもアップ。

季節や生産、調達による運営負荷に対応、ＣＳＶ形式での商品一斉入れ替えが出来、業界最
高速を誇ります。カタログスペックで比較しづらい、大切な運営負荷軽減に拘っています。

カゴ保持時間の設定や、在庫の減算タイミングを、きめ細やかに設定可能です。
この組み合わせによって、自社独自の入出庫や調達のタイミングに柔軟な対応が可能です。

5

シークレットセール

ノベルティ同梱設定

セグメンテーションで活用できる顧客リスト

（※）２０２３年春にセンドグリッド、２０２３年

２４時間３６５日 ２段階有人監視、トラフィックスパイクには優先割当を実施

こまやかな在庫の期限と割当タイミング

ＥＦＯ

アソート

ＰＣＩ ＤＳＳを認証。メール配信はすべて
に超高速配信のセンドグリッド（※）を使用。

※

ＧＡ４対応済

決済も入金消込も、ひとつのコンパネで完結

くわしくは、別冊の「 詳細 カタログ」をご参照下さい。

クレカ、コンビニはもとより、商機を増やす最新の電子決済の多くを
標準装備し、自社の決済も追加可能。膨大な各種決済の消し込みが一
括処理できる事で、短時間でミスのない運用が手に入ります。

6

強力な連携と柔軟なカスタマイズ

API Connected with shopserve and flexible customising

業界最大級のＡＰＩ数
豊富なサードパーティー連携
専用開発・構築・保守
ＲＦＰ不要のＳａａＳ

業界最大級を誇るＡＰＩと豊富なサードパー

ティーツール連携で、殆どのニーズをカバー。
部分的な専用構築も、弊社とパートナー企業
で要件定義や構築・保守も行えます。
越境ＥＣ

Instagram
在庫連携

ＰＯＳ連携

ＯＭＯ

Twitter

多店舗連携
ＷＭＳ

ＵＧＣ

ＬＩＮＥ

ポイント連携
分析ツール

代表的なＡＰＩ
顧客関連

顧客情報更新
顧客会員化
顧客情報検索
ポイント
メールマガジン読者
商品レビューリスト
シークレットグループ
入荷連絡
ほか、
、
、
、
、

商品・在庫関連
商品構成
商品情報取得
商品紹介文
階層別商品カテゴリ
商品カテゴリ取得
商品バリエーション
商品オプション取得
商品表示制御設定
商品アピール情報
商品画像
在庫取得
ほか、
、
、
、
、

顧客情報の取得、登録、更新、削除
非会員顧客を会員登録
顧客を検索し抽出
会員ポイント情報の取得、変更、履歴に対応
読者管理やアドレスの取得、更新、削除
レビューのレビュー取得
シークレットグループの取得
入荷連絡機能の設定と状況取得
商品新規登録、取得、更新、カテゴリ更新
商品名、商品価格などの情報を取得、検索も
商品紹介文の取得と更新
カテゴリの階層ごとや選択での一覧取得と更新
指定した商品が属しているカテゴリ情報を取得
情報取得、更新、削除、一括変更
商品のオプション情報を取得、更新、削除
公開設定、表示項目、自作ページ設定取得、更新
アピール情報、訴求パーツ取得、更新、制御
商品の画像情報の取得、登録、更新、削除
在庫の取得、更新、削除

販売・販促関連

人気ランキング取得
販売情報取得
定期購入
販売方法
予約販売
定期・頒布会
定期初回価格設定
商品ポイント還元率
商品特典情報取得
広告用データ取得
SEO 設定
広告データ
ほか、
、
、
、
、

人気ランキングの設定情報を取得
陣列・セール期間設定などの取得、更新
情報の取得、お届けサイクル取得、更新
商品の販売方法の取得、更新
予約販売情報の取得、更新
お届け回数、サイクル、価格設定の取得、更新
情報の取得、更新
商品ポイント還元率の設定状況の取得、更新
特典利用状況の取得、更新
広告用データの取得、更新
SEO 設定の取得、更新
Google や Criteo の広告データの取得、更新

注文情報
商品配送情報
注文者情報更新
注文届け先情報
請求書発行
決済グループ取得
決済依頼
商品決済グループ
ほか、
、
、
、
、

注文と入金の検索、取得、更新
商品配送情報の取得、更新
注文に関連する注文者の情報を更新できる
発送ステータス、配送業者、注文者住所取得更新
請求書発行の取得、更新
決済グループの取得
決済ステータスと決済依頼日の取得、更新
商品が属する、決済グループの取得、更新

決済・配送関連

代表的な連携ツール・サービス
ＣＲＭ

業界トップのＡＰＩ数

１００を超えるＡＰＩが自慢のショップサーブは、著名な各種ツール・サービスとも
ダイレクトに通信でき、ｈｔｔｐｓはもとより、ｓｆｔｐによる自由な運用ができ、
カスタマイズ開発すら不要に、貴社システムとの即時リアルタイム接続が可能です。

カスタマイズ（ＡＰＩ接続・専用構築・ネイティブアプリ）

貴社の業務・戦略・営業部門で運用中のＥＲＰ、ＳＡＰ、ＷＭＳ、ＢＩとの接続や、サー
ビス販売やリザベーション管理などの、貴社専用のスクラッチ開発が可能です。ショッ
プサーブＡＰＩを熟知した、弊社エンジニアによる開発受託を行っています。

H T M L , CS S , J S の ペ ー ジ 内 記 述 と タ グ の 設 置

セキュリティーエリアを除き、ＨＴＭＬ、ＣＳＳ、ＪＳ、そして各種データやりとり
と計測のタグを任意に記述可能。手軽かつ柔軟な運用が適います。
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カスタマイズは、営業部まで

カスタマーリングス（プラスアルファ・コンサルティング）
B-Dash（データ X）
うちでのこづち（E-Grant）
LTV-Lab（LTV-X）
WEBCAS（エイジア）

ＵＧＣ・接客・ＳＮＳ連携

STAFF START（バニッシュ・スタンダード）
visumo（visumo）
NaviPlus リタゲメール（ナビプラス）
ec コンシェル（NTT DOCOMO）
Wazzup!（FANATIC）
ザッピング（FANATIC）
LOKA（ロカリサーチ）
U-KOMI（サブスパイア）
AiDeal（Appier）

ライブコマース

ライコマ（The Unit）
firework（Firework Japan）
TagsAPI（Moffly）

越境ＥＣ

WorldShoppingBIZ（ジグザグ）
Buyee Connect（BeeCruise）

サイト内検索

GENIEE SEARCH（ビジネスサーチテクノロジ）
エクスプロージョンサーチ（エクスプロージョン）
sui-sei（神戸デジタル・ラボ）

お気軽にご相談ください。

アプリケーション

Yappli（Yappli）
さぶみっと！レコメンド（イー・エージェンシー）
shutto 翻訳（イー・エージェンシー）
EC レコメンダー（エクスプロージョン）

ＥＦＯ

EFO CUBE（エフ・コード）
EFOcats（エフカフェ）

チャット・ＱＡ

MailDealer（ラクス）
Re:lation（インゲージ）
Combeez（コンビーズ）
ChatPlus（チャットプラス）

受注・在庫・商品管理

NEXT ENGINE（Hamee）
CROSS MALL（アイル）
TEMPOSTAR（SAVAWAY）
タテンポガイド（オークファン）
助ネコ（アクアリーフ）
GoQSystem（GoQSystem）
特攻店長（キャプサー）
速販 UX（サイオ）
通販する蔵（ソフテル）

ポイント管理・顧客管理
CROSS POINT（アイル）
EC コネクター（久）

ＷＭＳ

e-LogiT（e-LogiT）
ロジレス（ロジレス）

ＰＯＳ

PowerPOS クラウド（タスネット）
Tab レジ（ユニエイム）
POSCO（ポスコ）

販売管理・ＥＲＰ

弥生販売（ビズライフサポート）
キャムマックス（キャム）

アフィリエイト

バリューコマース（バリューコマース）
A8（ファンコミュニケーションズ）
トラフィックゲート（リンクシェア・ジャパン）
JANet（アドウェイズ）
アクセストレード（インタースペース）
RENTRACKS（レントラックス）

広告・アクセス解析

Google 商品広告（Google）
criteo（criteo）
アドエビス（イルグルム）
EC Booster, DF PLUS（フィードフォース）
デクワス .RECO, デクワス .AD（サイジニア）
SiTest（グラッドキューブ）

ほか国産ツール多数に対応、、、
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顧客リピートとＬＴＶをあげるＣＲＭ

Customer direct marketing by CRM function

人口減とデジタルシフトが同時に進む今、

ＳＱＬ不要、ノーコード

単純にＥＣ化をすれば良いのではなく、情
報から販売まで一気通貫する事がカナメ。
なかでもロイヤルカスタマーを育むＣＲＭ

すべてで効果測定が可能

が成功の鍵。高売上店は必ずと言っても過
言ではなくやっているＣＲＭ。これが標準
運用できる事も、ショップサーブの特徴で

随時追加される豊富なテンプレート

す。弊社コンサルタントが過去実績に基づ
き、シナリオの策定・施策の実施・実施後

の分析までサポートいたします。※ コンパ

クエリー抽出でアナログＤＭにも対応

Ｂ２Ｂむけカフェグッズ店。休眠リストを使っ
て休眠掘り起こしを実施。半年以上の休眠カ
スタマー１１, ５４０社に、特典なしでリマイ
ンドメール。翌週だけでも２％ほどにあたる
１８４社のウェイクアップ（受注）に成功。

ポイントリマインド

購入にかかわらずに、会員登録したお客様への、特典提供を行えます。
コミュニケーションを開始できる事がＬＴＶ作りの第一歩。再来店を
促せるＣＲＭ鉄板施策その１です。

セカンドアップ

初回購入施策とも呼ばれるＣＲＭ定番施策その２は、２度目の来店＆
購入を促し、記憶を確実にするために、隣接商品や繰り返し品の特典
提供を行います。１度限りの顧客を減らす、とても重要な施策です。

ポイントリマインド

メールやＳＮＳなどのコミュニケーションや、ページ表示によって、
ポイント残高と有効期限をお知らせする施策。リマインド効果、ポイ
ント消費促進のどちらにも寄与する、ＣＲＭ王道施策その３です。

カートリカバリー

ＬＴＶアップ

アロマの専門店。クーポン付きのカートリカバ
リーメールを２, ９４０通配信。転換率１１％。
購入者のうち購入回数 3 回目以上の会員が、全
体の６４％を占めている中にありながらも、リ
ピーターのＬＴＶを更新しおおきく増収。

ウェイクアップ

ＣＲＭ事例

はとむぎ専門店。メルマガに「～様なら～ポ
イントお安く購入できます」とカスタマーご
とにオンデマンドで記載。購入経験４回以上
のカスタマーのポイント利用率が 6％上昇し、
リピーターの定着に大幅に貢献。

9

メンバーインセンティブ

ネへの機能実装は２０２３年３月

アナリストいらずのレポーティング

ウェイクアップ

定番ＣＲＭ施策から、高度ワントゥーワンまで、自社シナリオで実施可能

カートリカバリー

パワーストーンの専門店。カートリカバリー
をメールで 3 か月間実施。開封率５１. ５%、
クリック率１７. ３%、転換率５. ４％、リカバ
リーメール経由の売上だけで２, ３４４千円と
なり、自社ＥＣ全体売上の２％上昇を達成。

カゴ落ちレジ落ちした商品は、気に入っている事が確定していますの
で、メール、ページ表示、リターゲティングなどにより、お買い忘れ
をお知らせする効果は絶大。ＣＲＭ常套施策その４です。

絶対施策その５は、誕生日や記念日の特典付きお知らせです。あるい
は休眠リストからの掘り起こしも。単なるメルマガとは異なり、顧客
属性にあわせて提案できることがＣＲＭの強みです。

and more

バスケット分析、デシル分析、ＲＦＭ分析 、
、
、
、
、
ショップサーブ基本性能の強みのひとつが、顧客台帳の検索条件を細かくセグメントできる事。これを
CSV でダウンロードすることができるため、RFM 分析、バスケット分析などに利用する事が可能です。
自社 EC に蓄積される購買データを活用する事ができます。

くわしくは、別冊の「 詳細 カタログ」をご参照下さい。
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CASE STUDY

自社ＥＣサイトは、お客様が

ロイヤルカスタマーになっていただける場
デロンギ・ジャパン様
ジャンル：家電

アイテム数：約 1,200
元々自社 EC サイトでは製品のスペアパーツや消耗品のご案内をしていま

したが、サイト内導線を改善したりアウトレットコーナーなどの掲載面を
増やしたりと、基本的な内容を整備したことで売上を伸ばすことが出来る
ようになりました。弊社はメーカーとして、製品体験からブランドの信頼

自社 EC サイトを目指して
フランスベッド様
ジャンル：介護用品
アイテム数：約 700

を深めていただきたいと考えています。実際に利用している方の声で製品

EC サイトはお客様にとって便利な窓口という役割です。お住まいの場所に関係なく問い合わせ先はひとつとし、そこか

ご利用シーンの情報など、検討時に知りたいと思われる情報を EC サイト

多いので迅速な対応を心がけています。まずはメールでお答えしますが、伝わらない時はお電話でお話しすることも。

の良さが広がっていくのが理想の形ですので、使ってくださった生の声や、
に掲載することに注力しています。EC 運営面で大切なのは、いかに柔軟

に対応できるか、
というフレキシビリティだと思っています。スピーディー
に検討し、変更が必要であればまた手を加えていく。コンテンツ充実やシ
ステム整備など、泥臭い作業の連続ではありますが、お客様のためになる

11

真心が伝わるあたたかな

改善を大切にし、ロイヤルカスタマーを増やしていきたいです。

ら配送や組み立てを担当する営業所につなぐ利便性をご提供しています。介護用品は必要に迫られて探されている方が

顔が見えない EC だからこそ、あたたかさを感じてもらいたいですからね。使う人目線で便利になるアップデートも行っ

ています。例えばベッドを選ぶ延長で、オプションのマットや手すりも選べるようにしました。自然な流れの中でオプショ
ンを注文してくださるので、後からマットや手すりを注文し忘れていた、というトラブルも減り、注文単価も上がって

います。お客様の労力を最小限にする工夫に終わりはありません。これからも対面と同じようなサービスを意識してアッ
プデートしていきます。
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CASE STUDY

アイテムも EC サイトも

ベストを目指してフレッシュに進化し続ける
ミストラル・コスメティクス様
ジャンル：化粧品

アイテム数：約 20
もともと化粧品が大好きで数年かけて化粧水の開発を行った後、自分
が「欲しい！」と思える製品が完成したので、ゼロからブランドを立
ち上げて EC をスタートさせました。製品の特徴として、有用成分を

濃く配合して必要な分量が自然と入っていくように、という設計にし
ています。サイズ展開では全商品ミニサイズをご用意しています。も
ともとは旅行用の小さいサイズとして作りましたが、小さい方が新鮮
な状態で使い切ることが出来るので、普段使いでも実はメリットが大
きいですね。小さいからといってコストが抑えられるわけではありま
せんが、何度もご購入出来ることで喜んでいただけるお客様が多いの
で継続しています。お客様の為に進化し続けることは製品も EC サイ

トも同じです。美容以外のサイトから知見をためたり、リピーターさ
んからのご意見を伺ったり、もっともっと魅力的な EC サイトに進化
していきます。

13

ファンの方たちが繰り返し訪れる

「ブランド体験の場」を目指して
Queen 様

ジャンル：アクセサリー雑貨
アイテム数：約 2,700

若い方が気軽におしゃれを楽しめるプチプラアクセサリーですので、単価が安いことはもちろん、商品展開のスピー

ドも大切です。毎日 EC サイトで新商品をチェックしていただけることで、既存ユーザー方からのリピート率も上がっ
ています。商品力だけではなくマーケティングでさらに効率をあげています。意識しているのは CRM。API を活用し

て様々なシステムと連携を行い、受注処理業務の自動化や CRM ツールの導入を積極的に行っています。具体的には「あ
と○○円で送料無料」の表示をすることで、客単価アップや送料無料を認知してもらうことでの転換率アップの改善
効果が得られています。商品を手にとっていただける実店舗が全国にあるのはとても大きな強みですが、ファンの方
が気軽に繰り返し買っていただける EC サイトも、実店舗と同じくらい重要な場所になっています。
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専任コンサルティング

ショップサーブのサポート体制
オンラインマニュアル
ビジネスご相談

電話

メール

アウトソーシングのご相談

ＷＥＢ

テクニカルサポート

お客様交流

ゴール設定

チーム対応

ＢＰＯマネジメント

情報共有

ＰＤＣＡ

調査分析

レビュー

計画設計

テクニカルサポートとビジネスサポートは、オンラインに留まらず、電話やメールでの即時対応を有人で行っ

ＫＦＳやＫＰＩを共有し、業務改善やビジネス拡大をご一緒に実施する、貴社専任の担当チームの設置も承っ

クス接続・リアル店舗連携・モールを含む多店舗展開・運営代行アウトソーシング・パートナーご紹介）。

本的に解決できます。

ています。テクニカルサポートは勿論のこと、
ビジネスのご相談も承っています（データ移転・倉庫ロジスティ

マーケティング アウトソーシング

全国に膨大にある制作会社や運用型広告代理店との決定的な違いは、ショップサーブの機能を知り尽くして
いる事で、施策が無駄なく効果的になります。弊社と弊社パートナーで承っています。

クリエイティブ・制作代行

近年重要度が増しているクリエイティブ。
ページ制作や動画制作などを弊社やグルー
プ会社で代行、またはニーズに最適な事業
者様、貴社地元の事業者様をご紹介してい
ます。

プロモーション・集客代行

ロイヤルカスタマーを育むなど、どのよう
な時代であっても、顧客リストを増やす事
が基本です。ＧＡ４完全対応のショップ
サーブ、各種機能とも連携し、自動化を促
進できる運用型広告をはじめ、時代の推移
にあったＳＮＳ運用など、クリエイティブ
同様に運営代行、ご紹介を致します。

カスタマーリレーションの設計と運用

本店ＥＣの一丁目一番地であるＣＲＭは、
ＡＲＰＵとＬＴＶをアップする重要な施
策。顧客リストの分析から始め、施策の選
定と設計、運用成果を確認して、連続する
施策との接続を行っていきます。これのア
ドバイスや設計を行っています。
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専任ＰＭ

・ページ設計、ＬＰ設計
・ページデザイン
・ページコーディング
・撮影、ささげ
・動画制作
・パーツ、バナー制作など、
、
、

・ネット広告全般
・インフルエンス、サンプリング
・外部メディア投稿促進
・リターゲティング
・ＴＶ、ラジオ、雑誌などメディア
・設計、運用、施策のＰＤＣＡ
・定点観測、ボトルネック発掘など、
、
、

ています。デジタル経営のカナメである、システムとマーケティングの繋がりが出来上がり、人材不足も抜

貴社専任担当者として、チームで対応します。
普段のテクニカルサポートを始めとし、包括的に担当し、定期的な定点観測とお打ち合わせによって、
以下の様々なパートについて、ご要望とバジェットに基づいてコンサルティングと運用代行を行います。
３Ｃ＆４Ｐから始まる調査分析に注視し、ＫＰＩを共有して推進します。
・定点観測、収益性把握、これに基づく定期的レビュー
・ご方針に基づく、調査分析、企画ご提案、設計、運用、レビュー
・ショップサーブとロジスティクスの接続と改善
・ショップサーブと社内システムの接続と改善
・最適なサードパーティーツール選定と接続
・ショップサーブとリアル店舗、卸売チャネルの接続と改善、そのマーケティング調査、設計
・越境ＥＣの設計、かかわる現地国マーケティングの接続
・オムニチャネルとの導線設計
・モールプラットフォームとの導線設計
・自社プラットフォーム（自社ＳＮＳなど）との導線設計
・ショップサーブの機能を用いた施策設計
・ショップサーブの機能を活かした、
クリエイティブ、プロモーション、カスタマーリレーション
・商品企画、流通チャネルのご紹介、ご提案

・基本的５大ＣＲＭ施策
・デシルやＲＦＭなど高度施策
・運用に必要なコンテンツ作成
・特典設計、収益予測計算
・各施策の設計、運用、検証
・レポーティングとご説明
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ショップサーブの費用例

ショップサーブの費用総額は、決済実費を含み、おおむね売上額の２％前後が中心です。

お客様企業全体では０. １％〜４. １％、トラフィックやストレージ量、オプション利用で異なります。
商品単価、受注単価、顧客リスト数、リピート率が高いほど割安になる傾向です。

以下に実際の月間売上高とショップサーブの月間総費用を、お客様の事業内容とともにご紹介いたします。

記載の金額は、月次利用料、超過トラフィック、超過ストレージ、決済原価と代行料、オプションなどの全てが含まれています。
連携サードパーティーツールや、ビジネスサポートは含まれていません。

化粧品販売 Q 社様
SALES

shopserve

月商３９５万円、 月間５２０受注、 受注単価７, ６００円、２５ＳＫＵ

shopserve

SALES

shopserve

shopserve

フード＆ビバレッジ

月商１, １００万円、 月間１, ９５０受注、 受注単価５, ６００円、１１９ＳＫＵ
月総額４０万円（売上対費用３. ７％）

趣味機器メーカー K 社様

ホビー＆エデュケーション

月商３, ５４０万円、 月間４２０受注、 受注単価８４, ３００円、４, ４８８ＳＫＵ
月総額６８万円（売上対費用１. ９％）

リビングセレクトショップ N 社様
SALES

月総額１２万円（売上対費用３. ０％）

洋菓子店 E 社様
SALES

ヘルス＆ビューティー

月商１億１, ９００万円、 月間４, ０２０受注、 受注単価２９, ６００円、１８, ７４０ＳＫＵ
月総額２８４万円（売上対費用２. ４％）

学習教材 T 社様
SALES

shopserve

shopserve

ホビー＆エデュケーション

月商２億６, ９００万円、 月間２, ９５０受注、 受注単価９１, ２００円、１, ６３２ＳＫＵ
月総額５２０万円（売上対費用１. ９％）

食品プロデュース S 社様
SALES

リビング＆ガーデン

フード＆ビバレッジ

月商１８億２, ０００万円、 月間１１５, ７００受注、 受注単価１５, ７００円、３２３ＳＫＵ
月総額３, ３００万円（売上対費用１. ８％）

ご相談・お見積り

ご要望の施策や課題、月次や年間のお取り引きボリューム、リファレンスサイト、
バジェット、ＫＦＳやゴール設定など、お気軽にご相談ください。お見積りに留
まらず、膨大な事例に基づいて、オプションやカスタマイズの適切な組み合わせ

と展開手順、マーケティングの費用対効果などの、ご案内も差し上げております。
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年に１度のネットショップ大賞 ® では、ゼロスタート１年で年商３億円に達した新人賞から、１００億円超えの大賞まで、

19

世相を現す特徴的なお店や、ユニファイドチャネルの成功例など、ますます多様な展開で大成長されています。

20

ご相談・ご商談

お問合せフォーム

shopserve.Estore.jp
平日 10:00-18:00

03-3595-2150
通販売上高ランキング
ＴＯＰ５００のうち
３０社が

弊社のお客様企業です

sales.sp@Estore.co.jp
お問い合わせ、お見積もり、データ移転などのご相談
ご訪問、ご来社、お電話、WEB ミーティングなど

アマゾン、アスクル、ジャパネットから始ま

お気軽にお申し付けください

る、国内ＴＯＰ５００、日本流通産業新聞

２０２２データより（国内のネットショップ
は４１８万店／ＥＣＣＬａｂ２０２１）

紙カタログもご用意しています、必要部数をご請求ください
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東京都港区虎ノ門 1-3-1

https://Estore.co.jp/

東京証券取引所 4304

札幌市中央区北１条西 2-9

東京虎ノ門グローバルスクエア

オーク札幌ビル

大阪市中央区南船場 3-11-18 郵政福祉心斎橋ビル
福岡市博多区博多駅前 1-4-4 東京建物博多ビル

この冊子は２０２２年１１月現在のものです
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Payment link

決済代行
Customizing overview

カスタマイズ概要
Application program interface

API
External collaboration tool

連携サードパーティーツール
Support system

運営サポート

04

06

14

15

16
21

22

基本スペック・料金
ご契約時にかかる開通料と、
毎月のご利用に応じてかかる利用料で構成される
サブスクリプションモデルですので、
常に貴社事業のスケールにフィットします。
必要なストレージ、
トラフィック、
決済会社への手数料支払などを含めた総額イメージは、
概ね貴社ＥＣ売上高の１〜３％になります。

開通料

※1

15,000 円＋税
利用料

※２

月額サブスクリプション

22,000 円＋税〜

例示は青カタログをご参照ください。

（年払いも可能です）

商品台帳
商品登録数

顧客台帳
顧客登録数

ストレージ

データディスク容量

トラフィック
アクセス転送量

※１ 「年払い」は銀行振込、「月払い」はクレジットカードまたは銀行振込をご利用いただけます。

※２ 「年払い」は開通料と年額利用料を銀行振込で事前にお支払いいただきます。サブスクリプション超過料金、注文処理手数料、オプション利用料は月々のお支払いとなります。
※2

「月払い」はクレジットカード、口座振替、請求書払いでお支払いいただけます。請求書払いは別途、手続代 455 円 + 税 / 月がかかります。お支払い方法は後日変更が可能です。
最短ご利用期間は、ご利用開始月を含み「年払い」は 12 ヶ月「月払い」は 7 ヵ月間です。

最大値

基本

無制限

3,000 商品

無制限

無制限

顧客台帳の顧客数（ならびに顧客に含まれる登録メンバー数）です。さらにこの中にメールマガジン登録フラグが入ります。

無制限

10 GB

１０ＧＢ以上は、お見積り。実際の必要ストレージ量は、青カタログのショップサーブ費用例をご参照下さい。

無制限

200 GB／月

備考
１商品あたり５０種 ５０種 １０種のバリエーション設定。
３,０００商品以上は、１０,０００商品追加ごと１０,０００円＋税。

２００ＧＢ以上３ＴＢ以下は、２５０ＧＢごと１０,０００円＋税。
３ＴＢ以上は、５００ＧＢごと１０,０００円＋税 実際の必要トラフィック量は、青カタログの実例をご参照下さい。
: セコム パスポート For Web EV2.0

企業実在認証（ＥＶ）
常時ＳＳＬ

企業認証/企業実在認証
（OV / EV 証明書）

サーバードメイン認証
（DV証明書）

オプション

標準実装

CMS

各種タグや台帳データベースに適した独自システム ＋ WordPress に自動連動

メルマガ配信数

1,000,000 通／月

100,000 通／月

: デジサート セキュア・サーバＩＤ
グローバルサイン 企業認証型ＳＳＬ
セコム パスポート For Web ＳＲ3.0
JPRS
サーバードメイン認証（DV）: 標準で実装
企業認証 （ＯＶ）

年間利用料 135,000 円＋税 ご請求は月額 11,250 円＋税
年間利用料
年間利用料
年間利用料
年間利用料

85,834
59,800
55,000
48,000

円＋税
円＋税
円＋税
円＋税

ご請求は月額
ご請求は月額
ご請求は月額
ご請求は月額

7,153 円＋税
4,983 円＋税
4,583 円＋税
4,000 円＋税

WordPress 標準実装（料金に含まれています）
メルマガ送信数上限アップオプションのお申し込みで配信数を増やすことができます。メルマガを送信した月のみ、送信数に応じて、
100,001〜４00,000 通までは２,000 円＋税／月、４00,001〜1,100,000 通までは 10,000 円＋税／月

代金決済にかかる料金

※ ドメインの取得、管理費も基本料金に含まれています（持込も可）。

種類

各種決済事業者様の 月額基本料

決済手数料

クレジットカード

利用料に含まれています

VISA/MASTER : 3.57％／受注

後払い（コンビニ、郵便局、銀行）

利用料に含まれています

2.8％〜

後払い（NP後払い）

お見積りいたします

2.9％〜５％ ＋

コンビニ（番号端末式）
・銀行ATM・ネットバンキング

利用料に含まれています

回収代金 8,999円以下 : 300円＋税／受注

コンビニ（払込票式）

利用料に含まれています

350円＋税／受注

ビットコイン

0円

0円 ※暗号資産（仮想通貨）の思想を支持し取引所様が手数料無料としています。

楽天ペイ

利用料に含まれています

4.0％／受注

PayPay

利用料に含まれています

3.8％／受注

d払い

1,000円＋税

6.0％／受注

auPAY（ネット支払い）

利用料に含まれています

5.0％／受注

Amazon Pay

3,000円＋税

3.9％／受注

あと払い（ペイディ）

利用料に含まれています

3.75％／受注

楽天銀行決済

利用料に含まれています

3.8％／受注

オーソリ、
アクワイアリング（受注処理料）

利用料に含まれています

３４円＋税 ／受注（上記のすべてに掛かります） ※ 各種決済の与信、承認、決済、キャンセルなどの通信手続き料金（受注処理手数料）です。

＋

JCB/AMEX/Diner : 4.58％／受注

※ 3Dセキュア2.0に対応（p.11）

204円＋税／受注
190円＋税／受注 （NP後払いwizは取引ごと85円＋税）
回収代金 9,000円以上 : 3.5％／受注

※楽天スーパーポイント付与原資１％・クレジットカード決済手数料を含む。

※デジタルコンテンツの販売は4.5％、決済手数料はAmazon Payの基準に準ずる。

決済手数料は課税対象分に別途消費税がかかります。外部サービスの料金・手数料などを含み、すべて２０２２年１０月２７日現在です。為替や市況などにより、いずれも予告なく改訂される事があります。
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主 要 機 能 ・ サ ー ビ ス

会員機能

会員機能（メンバー登録）

顧客台帳の中で、メンバーシップ登録をされているカスタマーに対する機能です。
主に、
ＣＲＭ施策の基礎を司るものです。

顧 客は住 所やクレジットカード情 報を登 録でき、次 回 以 降 、よりスムーズに買い物できます。ポイント発 行や、
会員向けメルマガを発行することで、
リピーター醸成、販売力アップにもつながります。

販促機能

より販売を促進するための機能群です。

とくにＣＲＭに関わる、顧客ごと個別対応に主眼を置いた設計になっています。

メルマガ配信
（テキスト／ＨＴＭＬ）

解析ツールと併用することでクリック率や購入率も計測できますが、
内部ツールなので人手を介さずにページ施策に対応で
きます。

クーポン発行
顧客セグメント機能

購入履歴、頻度、会員・非会員など、顧客の属性に合わせてメルマガを配信できるので、読み手の興味や関心のある最適
な情報を発信できます。
メルマガ読者の管理は、CSVファイルを一括登録・出力できます。
グーグルアナリティクスなどの

過去購入してくれた顧客や、会員登録してくれた顧客のデータが管理できます。会員IDや顧客の名前、
メールアドレスや

特定の顧客に期間設定で利用できるクーポンを自由に発行できます。
新規会員獲得やリピート対策など、
カスタマーリレー
ションに必須の機能です。

電話番号、
お知らせの受け取り可否、都道府県や購入回数、
メモ欄に入力した情報など、様々な条件で検索できます。
検索した顧客データは、保存しメール配信リストとして活用可能です。

割引設定

「5万円以上の購入で20％OFF」
のように、設定金額を超える注文の場合、
自動的に割引計算できます。
さらに、設定金額
未満の注文者に対して
「あと、1,000円の購入で20％引き」
とカート画面に表示でき、顧客のお得感を刺激し客単価アッ
プを図れます。

新規会員登録の重複ブロック

新規会員登録、顧客台帳、代理注文登録時に、登録済みメールアドレスで重複登録を「許可する」
「 許可しない」を
選べます。

レコメンド
（アップセル・クロスセル設定）

カートにはいった商品にあわせて最適なレコメンド商品を提示し、
カート画面から遷移することなく商品の追加や変更が
できるため、有効なアップセリングが叶います。

消耗品など、定期的に購入される商品を決まったサイクルで継続的に自動受注できます。
オススメワインセレクションや

ログイン状態保持機能

一度ログインした会員がブラウザを閉じ、後日再びお店に訪れた時にログイン済みの状態から始められるようにするか、
もう一度ログインをし直してもらうかを選べます。

Eストアーリピート
（定期購入・頒布会）

産直野菜など、
バラエティの頒布会はファン作りに最適です。［オプション］
開通料4,565 円＋税 月額利用料4,565 円＋税

ポイント発行

購入の際に、ポイント
（1ポイント＝1円）
を付与・還元します。ポイント還元率は商品ごと、決済手段ごとに細かく設定
でき、ボーナスポイントも追加できます。
また、ポイントの有効期限切れを自動メールでお知らせすることで、
リピート機

アソート機能

顧客がよりどり詰め合わせした商品を、
アソートセットとして販売できます。それぞれの商品の在庫管理が可能です。
販売価格は、
どの商品を選んでも固定のまま、
または選んだ商品に応じて価格を積み上げる設定ができます。

会を作れます。

まとめ買い

会員ランク機能

会員を購入状況別にランク分けし、ランクごとに特典をつけて優待できる機能です。購入金額もしくは回数で、
最大１０段階のランク分けができます。ランクごとに特別割引・ポイント率の差別化・送料無料などが設定できる
のはもちろん、自動でランクのアップダウンや、
ランク別に特典をメールでご連絡など、細かな接客ができます。

まとめ割引

合わせ買い
ソーシャルＩＤ連携
（シングルサインオン）

会員アンケート機能

お気に入り機能

商品一覧ページから、最大40商品を一度にショッピングカートに入れられます。商品ごとに購入ページに遷移する必要
がないので、
顧客はスムーズに買い物できます。
また、複数商品の購入を促すことで、
客単価のアップにつながります。

顧客が商品をまとめて購入すると、
自動で割引できるようにします。
「よりどり3足1,000円」
や
「2着目半額」
など多彩な
販促ができるようになり、売上アップを狙えます。

合わせて購入する事で、利便性や送料などがお得になる商品を設定できる機能です。客単価アップが狙え、関連商品
表示と組み合わせて使えばさらに効果が見込めます。

顧客がECサイトに登録したＩＤ・パスワード以外にもLINE、Facebook、Twitter、Yahoo!、Amazonのアカウントで
会員ログインできます。会員ＩＤ・パスワードでログインできない場合でも、他サイトＩＤでログインできるので、離脱
を防ぐことができます。

新規会員登録を行う際、
「フリー項目」
をアンケートとして利用できます。
「バースデイ」
や
「お好み」
などCRM項目の収得に有効です。

顧客が気になる商品を「お気に入り登録」できます。さらに、その商品を会員専用ページで見返すこともできます。

ノベルティ
（プレゼント）
同梱設定

ントできます。
価格ではない価格設定で、真のお得意様に対応できます。

タイムセール機能

と購入率アップにつながります。
商品ごとにセール開始・終了時刻を設定し、
自動でする事ができます。

タナ陳列期間

キャンペーン期間中や対象商品の購入、
または商品合計の金額などの条件を満たした設定に対して、購入特典をプレゼ

期間セール、
タイムセールなどの限定販売でお得感と限定性をアピールできます。
ライブコマースを演出できるので、集客

商品ページの公開・非公開日を指定できます。新商品発売日に、商品ページを公開したり、期間限定セールに対応。
受注生産や在庫コントロールにも活用されています。

管理画面で、商品別のお気に入り登録件数や登録した顧客情報の確認もでき、分析や販促に活かせます。
購入者の商品レビューを、お客様の声ページ・商品ページに掲載できます。
レビューが集まりやすいように、会員が

商品レビュー

シークレットセール機能
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レビューを投稿するとポイントが自動発行される機能も付いています。
さらに、Googleの検索結果ページに、
ユーザー
評価の星印やレビュー件数を表示できるGoogleリッチスニペットにも対応しています。

非公開の商品グル―プや商品ページを作れます。非公開ページには、任意に発行したＩＤでログインできるので、
会員限定セールやお得意様優待、
ＶＩＰセールなどのオリジナル施策で、
ロイヤルカスタマーに対応します。

オプション表示の設定
（のし、
ラッピング）

オプション機能を利用すると、商品に対して付属品（付属サービス）
と追加金額を設定できます。
のし・名入れ・手提げ袋、
メッセージカード、
ラッピングなどのサービス利用可否を注文商品ごとに確認する際にも便利です。
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主 要 機 能 ・ サ ー ビ ス

運営機能

店舗の運営に関わる機能群です。

日々毎日のこと、生産時間に関わりますので、高速性とＵＩ／ＵＸに最大配慮しています。

比較経験あるお客様からは、
カタログスペックには表れない高速性能が快適だとおっしゃって下さいます。

受注管理

決済一括処理機能

代理注文機能

受注、入金、入金消し込み、配送状況などを一括で管理。
ステータスがアイコンで表示され、処理の状況を瞬時に把握で
き、作業漏れを防ぎます。決済処理、各種メールの送信もここから操作できます。

オプション価格設定

決済代行の注文に関して、受注台帳から一括で処理ステータスの変更が可能です。銀行振込、代引業者など、絞り込み
対応で、
運営部門、会計部門、倉庫業務などとの連携が自在です。

バリエーション表示の設定

ブラックリスト機能

クスの2種類の表示を使い分けられます。

英語版のカートを設定ができます。また、顧客に送るメールテンプレートも英語で設定できるので受注後の処理も

商品画像は、
メイン画像1枚、
サブ画像9枚の合計10枚を登録できます。多角度、詳細部分、色違い、柄違いなどの画像の
掲載で、購買意欲アップを期待できます。
※商品説明エリアへの画像挿入数は無制限です。

同時対応します。徴税管理も国内の注文と分けて行えます。

予約販売
配送業者・
お問い合わせ番号一括登録機能

1つの商品に対して、色やサイズ、柄などバリエーションがある場合、2万5000通り
（3項目 50×50×10）
のバリエー
ションを設定できます。在庫や販売価格もバリエーション別に管理できます。運用スタイルにあわせて、
プルダウン、
マトリ

電話やＦＡＸからの注文や、
リアル店で直接管理画面に注文を出すことができます。コールセンター、複数の注文
チャネルの受注を一元管理でき、特別なオムニツールが不要に、オムニチャネル展開が可能です。

複数商品画像登録
海外販売機能

商品ごとにオプション価格を設定可能。顧客のニーズに合わせた柔軟な注文受付ができます。付帯サービスや付属品を
オプション価格に設定できるので客単価アップが期待できます。
また、
商品価格に
「マイナスする」設定も登録可能です。

配送業者の「お問い合わせ番号」を受注データにＣＳＶファイルで一括で登録することができます。

受注生産品や希少在庫に対応。計画的均等デリバリーによるプライスコントロールにも有効。また在庫切れによる
機会損失を防ぎ、在庫過剰のリスクも軽減でき、
生産の計画も立てやすくなります。

※対応配送業者：日本郵便、
ヤマト運輸、佐川急便、福山通運、西濃運輸、
エコ配、
その他

不正注文者や過去にトラブルのあったような注意を払いたい顧客をブラックリスト登録する事で、
該当者から注文が入っ

関連商品表示

1商品に対し、関連する商品をＰＣは最大40件、それ以外は最大12件まで設定し、商品ページに表示できます。
関連商品を表示することで、サイトの回遊性が上がり、ARPU向上が見込めます。

た場合、受注台帳にアラートを表示。未回収リスクを低減できます。

重量別送料設定

商品ごとに設定した重量の合計値で都道府県別に送料を指定した金額で計算できます。

地域別送料設定

都道府県別に送料を指定した金額で計算できます。

店舗メール

注 文があったことを知らせる「 注 文 確 認メール」や「 問い合わせメール」など、E Cサイト運 営に関わるメールは
「店舗メール」で確認できます。

５０アドレス
（ＰＯＰ形式）

メールアドレス数
(店舗メール)

これは店舗と顧客の連絡アドレスになります。
それ専用で利用するケースが想定されています。既存の自社ドメイン
と別管理する性質ですので、店舗ドメインをサブドメインにするなど、
ご契約時にどういう運用設計がよいかなど、
ご
相談ください。
※既存の自社ドメインでのメール運用が通常と思われますので、以下の転送をご利用する事を推奨し
ています。

商品個別送料設定

商品ごとに個別に送料を設定できます。

クール便「冷凍・冷蔵」対応

送料自動計算において、温度帯区分に応じた細かな設定をすることが可能です。

メール便対応

メール便を利用できる商品をショッピングカートに入れた際、配送方法を「メール便」
と
「通常配送」
から選択できます。

メール転送

独自ドメイン

指定のメールアドレスへ転送できます。

「.com」
「 .net」
「 .org」
「 .biz」
「 .info」
「 .jp」
「 or.jp」
「 ne.jp」
「 gr.jp」
「 ac.jp」
「 ed.jp」
「 go.jp」のドメインを使用し、
貴社ＥＣサイトオリジナルのURLが付けられます。
ショップサーブ利用後に、管理画面から申し込め、手続きはＥスト
アーがすべて代行します。

商品を全国61,000以上のコンビニ、
ヤマト運輸直営店、郵便局※、宅配受取ロッカーなどで受け取れます。配送会社

コンビニ受取

のお届けできる時間帯に在宅していない顧客が商品を受け取りやすくなる為、
購入を促します。
※ 事前に日本郵便との配送契約と、
ゆうパックプリントＲ
（ゆうプリＲ）
のインストールが必要です。
※ サービス申し込み後、
日本郵便の審査があります。
お取り扱い商材によってはご利用いただけない場合があります。

例えば、
すでに他社で管理しているコーポレートサイトの独自ドメインがあれば、
サブドメインを取得していただくこ

サブドメイン

とで、
ショップサーブで運営するECサイトに利用することが可能です。 [オプション]
DNSレコード登録設定料

商品管理

システムからの移転や大規模ショップでも安心です。商品情報のうち、必要な項目だけ一括変更することもできるの
で、細やかで柔軟に運営できます。

在庫管理
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10,000円 + 税

商品データはＣＳＶファイルで一括登録や一括変更が可能です。大量の商品取扱でも効率良く運営でき、他社

商品ごと、
バリエーションごとに在庫数を登録でき、商品が購入で、
自動的に在庫減産する為、
日々の調整、製造管理に役
立ちます。
また、在庫の一括登録、一括変更もＣＳＶファイルを使って複数の商品を管理できます。

担当別ログイン権限

管理画面にログインするアカウント
（IDとパスワード）
を、担当者ごとに最大30個追加できます。制作、運営、受注
処理など作業別（営業・コールセンター・経理・倉庫など）に、別々の権限設定されたアカウントを持てるので、
個人情報の漏えいやデータの改ざんを防ぎます。
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主 要 機 能 ・ サ ー ビ ス

集客機能

サイトと商品の、
認知、
広報、広宣に関わる機能です。

内部施策と、
外部施策の両面よりアプローチしています。

大前提となるネットワーク上の存在認知であるＩＴＰには先んじて対応しています。

コンバージョンタグ
アクセス解析用タグ

セキュリティー機能

ＰＣＩＤＳＳ、
ＳＳＬ、
３Ｄセキュアをはじめ、
すべてにおいて業界最先端で対応してきています。

このような対応が自動で行われ続けることも、ＳａａＳシステムであるショップサーブのメリットです。

近年クロムやサファリなどのブラウザ側で
「このサイトは安全ではありません」
など表示され、
フィッシングなどの防止が

Google広告、Yahoo!広告、
その他多数のマーケティングサービス用のタグを挿入できるので、広告の効果を測定でき
ます。
また、Google Analyticsなど、他社で提供しているアクセス解析用タグも挿入できます。

今後ずっと一層高まっていくセキュリティー機能です。

ＳＳＬ暗号通信

強化されていますが、
ＳＳＬ証明書のインストールにより暗号化通信がショップページとの間で確立され、
この表示がさ
れなくなります。
このセキュリティー強化は今後いっそう強まっていくことが予測されていますので、
ショップサーブでは
標準実装されています
（サーバードメイン認証）。企業やビジネスの規模に応じて、
より認証レベルの高い（ブラウザの
鍵マークの色による視覚的にも）
ＯＶやＥＶ認証も用意されています。

企業実在認証タイプのSSLサーバー証明書（セコム パスポート For Web EV2.0）がご利用いただけます。

「タイトルタグ」
「キーワードタグ」
「ディスクリプションタグ」
を管理画面に入力するだけで設定できます。
トップページだけ

SEO設定

でなく、
商品ページごとにも設定でき、
よりSEOを強化することが可能です。
スマホサイトとPCサイトを同時に運営する場合も
「canonicalタグ」
や
「alternateタグ」
が自動で記述されるので、
検索エ

企業実在認証（EV）

個人情報を扱うサイトでは最高セキュリティの証となります。 [オプション]

ンジンが嫌う重複ページへの対策も万全です。

セコム パスポート For Web EV2.0

商品ページに、
Twitter、
Facebook、
LINE、Instagramのボタンを設置できます。

ム パスポート For Web ＳＲ3.0、
JPRS）
から選択頂けます。 [オプション]

年間利用料 135,000円＋税 ご請求は月額 11,250円＋税

企業認証タイプのSSLサーバー証明書
（デジサート セキュア・サーバＩＤ、
グローバルサイン 企業認証型ＳＳＬ、
セコ

SNS連携

企業認証（OV）

Instagram「Shop Now」

Criteo広告対応

商品名や価格などのタグを付与したInstagramの投稿から、
商品ページへ直接遷移できる機能です。
Instagramで商品
に興味を持った顧客を、
自社ECサイトへシームレスに誘導できるようになります。

登録している商品情報を元にCriteo（クリテオ）広告用のデータフィードを生成できます。
サイト訪問後に離脱してしまっ

ドメイン認証（DV）

た顧客の閲覧・購買履歴に基づいて最適な広告でトラッキング（リマーケティング）
します。
買い忘れや興味品のリマイン

年間利用料 85,834円＋税 ご請求は月額

7,153円＋税

年間利用料 59,800円＋税 ご請求は月額

4,983円＋税

セコム パスポート For Web ＳＲ3.0

年間利用料 55,000円＋税 ご請求は月額

4,583円＋税

JPRS

年間利用料 48,000円＋税 ご請求は月額

4,000円＋税

個人情報入力ページはもとより、ECサイト全体がSSLで暗号化されます。スマホやＰＣのブラウザ側で「危
険サイト」の表示がされない為の、基本ＳＳＬです。 [標準実装]

ドに効果的です。

ＰＣＩ ＤＳＳ準拠

Googleショッピング広告

デジサート セキュア・サーバＩＤ
グローバルサイン 企業認証型ＳＳＬ

国際カードブランド５社（American Express、
Discover、JCB、MasterCard、
VISA）
が共同で策定した
「PCI DSS」
に
完全準拠。年に1度の定期監査をクリアした運用会社のみが認証を得ることのできる、クレジッカード業界の最高
セキュリティ基準です。

商品台帳に登録されたデータを専用のデータに自動変換し、Googleショッピングに自動で掲載できます。商品画像、
商品名、価格、店舗名を表示し、視覚的な情報で広告掲載できるため、
CV効果を高めることができます。
顧客が入力する注文情報をもとに、過去の不正利用の傾向や類似を照合、検知して警告を表示します。
さらに専門

不正注文シグナル

Google
動的リマーケティング広告対応

登録している商品情報を元にGoogle動的リマーケティングの商品マスタデータを生成できます。
ユーザーの過去の行

のパトロールチームが 巡 回し、不自然な大 量 注 文や詐 欺 行 為と思 われる受 注をダブルチェックしています。
クレジットカードの不正利用や詐欺被害を未然に防ぎます。

3Dセキュアで認証されたクレジットカード決済は、不正利用によるチャージバック(代金回収不能)リスクがなくなり、決

動履歴をもとに閲覧経験があったり、
関連性の高い商品を含む商品を自動判別し広告表示し、訴求します。

済前にカード会社に確認を求める
「属性確認」
（当社で代行：任意：有償）
も不要です。
「2.0」
は従来の
「1.0」
と比べて、不

３Ｄセキュア２.０

正リスクが高くない限りID確認などが決済プロセスに入らないため、
カゴ落ちリスクを最小化できる特徴を有します。
[オプション]
１回の処理ごとに１０円 + 税

デクワス対応
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登録している商品情報を元にデクワスの商品マスタデータを生成できます。
デクワスは、
ユーザーの行動履歴に近い人が
次に何を購入しているか、
どんな情報を見ているのかなどの行動履歴をもとに、
その人が欲しいと思われる情報を表示す
るため、
転換率アップを図れます。

ＩＰ制限

サイトやページに、
アクセス可能なＩＰアドレスを設定可能です。
これにより、
ログインなどの認証が不要の、
Ｂ２Ｂの卸
売専用や、会員制サイトなどを実現します。社販やチェーン店の本部への仕入れ調達などにも活用いただいておりま
す。
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主 要 機 能 ・ サ ー ビ ス

カート機能

入力アシスト機能

番地抜け防止機能

クレジットカード情報保持機能

ショッピングカートにかかわる機能群

購入促進と離脱防止が、随所に埋め込まれています。

フロントエンド機能

ショッピングカート内の情報入力の際、不備がある項目に自動でエラーを表示したり、入力形式に合わせてデータを自動
変換することで、
カゴ落ち防止に有効です。

ショップCMS

自由度の高いデザインカスタマイズで、
世界観やイメージ訴求も自由に表現。
企業・商品の魅力を最大限に表現できる環境を提供しています。

このＣＭＳが商品ＤＢ、
受注ＤＢ、
顧客ＤＢと自動連動します。
ショップページのデータや画像、
レイアウトを一元管理し、
テ
ンプレートに沿って構築できます。
ページ更新も効率的にできます。

お届先を入力の際、番地の入力漏れがないか、任意のメッセージを表示し注意を促すことができます。番地が未入力の
場合は、次のページへ進めなくなるため、
不完全な受注を未然に防ぎ、
確認対応を軽減できます。

レスポンシブデザイン
テンプレート

レスポンシブデザインテンプレートの利用で、
１つのＨＴＭＬでＰＣに対してもスマートフォンに対してもサイトを自動で最
適化して表示できます。

会員登録をするとクレジットカード情報を保存することができ、購入転換率アップが期待できます。

ショップサーブＣＭＳと自動で連携し、
サイトのサブディレクトリ・サブドメインにてWordPressでコンテンツページを生

WordPress連携
あと○円で送料無料

在庫引当タイミング

ラッピング・のし設定

複数送付先対応

クイック購入

ショッピングカートに入れた商品の合計を計算し、
「あと○円で送料無料」
と表示させることができます。客単価アップと

成できます。
サーバー容量はプログラム、
コンテンツ、
データベース含め 5GB です。
ショップサーブのサーバー容量とは別
になります。
※ショップサーブと WordPress の容量を合わせて使うことはできません。
サーバー容量を増やすには別途
お見積り。

顧客へのお得感を図ります。

在庫引当のタイミングを、
「カートに入れた時点」
か
「注文を完了した時点」
か
「設定時間自動」
かの選択ができます。

フリーＨＴＭＬ対応

ページデザインのCSS編集や、
フリーエリアを使ったHTMLの編集ができます。

BtoB、卸売、
会員制サイト構築機能

BtoBや社販、卸売用の非公開ECサイトを構築できます。IDとパスワードで、ECサイト全体に認証がかけられるので、

「のし」
や
「ラッピング」
の選択ができ、追加料金を自動で計算するため、
プレゼントや進物などの需要に対応できます。
また、
サイズやバリエーションの亜種設定にも使えます。
特定の相手だけに販売できます。

1回の購入手続きで複数住所への配送など、顧客の複雑なニーズに対応できます。
もちろん発送件数ごとに送料が計算
されます。最大100カ所まで設定できますので、贈答品や中元・歳暮などの定期進物に有効です。

会員登録により、注文情報の入力を短縮できる機能で、
カゴ落ち防止と転換率アップができます。

ＥストアーＬＰカート
（ランディングページ内に
注文フォーム機能）

ランディングページ内に注文フォームを設置することができます。
ワンショットで購入を完了することができるため、
Ｓ
ＮＳや広告からのリンクにより、ページ遷移によるカゴ落ちを大幅に低減させ、
コンバージョン率アップを図れます。
[オプション]
開通料10,000円 + 税 月額利用料19,800円 + 税

消費税の設定

商品価格は
「総額表示」
の他に、
「税抜表示」
も可能です。
また、商品券などの非課税対象商品も
「非課税」
と表示すること
ができます。商品は
「税抜価格」
でも、
「税込価格」
でも登録でき、
お店の運営方針や国外対応などに合わせられます。

マルチフォーム作成
アンケート項目の必須設定

12

お客様アンケート、
お問い合わせ、
プレゼント企画などさまざまな用途に利用できるフォームを作成することができます。
フォームの項目は、入力式、選択など、
自由に設定できます。

注文の際、
アンケートの各項目を回答必須に設定できます。商品の確定、
サイズの確認、発送時の留意点など、必要とな
る項目の入力漏れを防いだり、年齢確認や特典設定、
ＣＲＭに活用できます。
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決 済 代 行 ・ カ ス タ マ イ ズ

決済代行

ショップサーブには、
多くの決済サービスが標準で内包されています。
各社契約手続きの手間や、費用のアドバンテージはもちろんの事、

入金消込の作業が一括で管理できる事で膨大なコスト削減が叶います。

[決済手数料] VISA/MASTER : 3.675％／受注

※ 3Dセキュア2.0対応（p.11）

クレジットカード

JCB/AMEX/Diner : 4.725％／受注

※ 貴社の、
自社料率をお持ち込み頂くことも可能です、
ご相談ください（接続の構築費用ならびに、オーソリ・アクワ

カスタマイズ

ショップサーブＡＰＩ

イアリング等は別途かかります）。
自社料率お持ち込みの場合でも、
ショップサーブ運用管理システムで決済指示や

サードパーティーのツールや、
自社の基幹システム、
ＷＭＳとの接続機能。
多くのＡＰＩにより、柔軟なカスタマイズが可能です。

３ＰＴは、
カスタマイズすら不要に直接接続できるツールも多数。

ショップサーブ管理画面のＵＩに依存しない独自の受注台帳の開発や、複数店舗間の在庫数をリアルタイムで連動さ
せるなど、
ＥCサイトごとの希望を叶えるオリジナル機能やサービスをつくれます。受注情報や在庫情報、商品情報や
会員情報といった各種データは、
ＡＰＩを通して無償公開しています。

入金消し込みが一元管理できます。料率持込でなくサードパーティー決済に接続したい場合はご相談ください。

受注メールに記載される番号をコンビニ端末を含む、ゆうちょ、銀行などのＡＴＭ端末で支払う方式です。多くの銀行

コンビニ決済（番号端末式）

受注管理関連ＡＰＩ

ＡＴＭ、
ゆうちょＡＴＭ、
ネットバンキングにも対応している為、地域を幅広くカバー出来ます。
[決済手数料] 回収代金 9,000円未満 : 300円＋税／受注

文届け先発送情報更新ＡＰＩ／請求発行日更新ＡＰＩ／別住所用注文届け先情報更新ＡＰＩ／フォルダ移動ＡＰＩ／
注文者用注文届け先情報更新ＡＰＩ

回収代金 9,000円以上 : 3.85％／受注
商品新規構成ＡＰＩ／商品基本情報更新ＡＰＩ／商品カテゴリ設定ＡＰＩ／商品基本情報取得ＡＰＩ／商品検索ＡＰ

受注や発送の確定により別送される郵便ハガキを、
コンビニレジでスキャンして払う方式です。
セブンイレブン、
ローソン、

コンビニ決済（払込票式）

注文情報順次取得ＡＰＩ／注文情報検索ＡＰＩ／決済依頼ＡＰＩ／注文状態更新ＡＰＩ／注文者情報更新ＡＰＩ／注

ファミリーマートなど主要コンビニ9社に対応。
[決済手数料] 300円＋税／受注（郵便代を含む）

Ｉ／商品削除ＡＰＩ／ＰＣ用商品紹介文更新ＡＰＩ／商品バリエーション情報更新ＡＰＩ／商品バリエーション属性

商品関連ＡＰＩ

更新ＡＰＩ／商品バリエーション情報削除ＡＰＩ／商品バリエーション情報取得ＡＰＩ／商品バリエーション情報更
新ＡＰＩ／製造情報更新ＡＰＩ／ＳＥＯ設定更新ＡＰＩ／商品オプション情報更新ＡＰＩ／商品スペック情報取得ＡＰ
Ｉ／商品バリエーション情報取得ＡＰＩ／商品バリエーション属性更新ＡＰＩ／Google広告用データ更新ＡＰＩ／商

後払い決済（コンビニ、郵便局、銀行）

品成約情報更新ＡＰＩ／Criteo広告用データ更新ＡＰＩ／商品配送情報取得ＡＰＩ

Ｅストアーが未回収リスクを負担するので、未払いによる損失が発生しません。顧客にとっても、商品の受取り後に
コンビニ、郵便局、
銀行で支払えるので利便性が高く、人気の決済です。
[決済手数料] 2.8％〜

＋

169円＋税／受注

在庫関連ＡＰＩ
ネットプロテクションズ社が提供する後払い決済サービス
「ＮＰ後払い」
をショップサーブの管理画面で決済処理し、

後払い決済（ＮＰ後払い）

[決済手数料] 2.9％〜５％ ＋

190円＋税／受注

顧客会員関連ＡＰＩ
顧客が支払ったビットコインを日本円に換算して入金するので、
ビットコインの口座を所有していなくても利用でき

楽天スーパーポイントが使えて貯まる楽天ペイ
（オンライン決済）
を導入することで、楽天会員にもアプローチ。
モール店
の顧客を囲い込むことで集客の幅が広がり、購入率アップ、購入単価アップも期待できます。
[決済手数料] 4.4％／受注

報更新ＡＰＩ／顧客情報検索ＡＰＩ／会員ポイントログ取得ＡＰＩ

店舗からのお知らせ取得ＡＰＩ／メールマガジン用メールアドレス新規登録更新ＡＰＩ／メールマガジン用メールアド

サイト運営関連ＡＰＩ

PayPayによるオンライン決済。画面に表示されるＱＲをスマホでスキャンする事で、
リアルのPayPay同様の決済が即座
に完了します。

Amazon Pay

できる決済です。情報入力の負担軽減を図れ、購買率アップや新規会員登録率の改善も期待できます。

実店舗オムニ連携

[決済手数料] 4.18％／受注

レス削除ＡＰＩ／入荷連絡登録ＡＰＩ／人気ランキング取得ＡＰＩ／商品レビューリスト取得ＡＰＩ／管理者一括更
新ＡＰＩ／お届けサイクル取得ＡＰＩ／店舗商品カテゴリリスト取得ＡＰＩ／メールマガジン読者リスト取得ＡＰＩ／
シークレットグループ取得ＡＰＩ／決済グループ取得ＡＰＩ

※楽天スーパーポイント付与原資１％・クレジットカード決済手数料を含む。

PayPay

楽天銀行決済

会員ポイント操作ＡＰＩ／顧客登録ＡＰＩ／顧客会員化ＡＰＩ／顧客削除ＡＰＩ／会員ポイント取得ＡＰＩ／顧客情

ます。
[決済手数料] 0円 ※暗号資産（仮想通貨）の思想を支持し取引所様が手数料無料としています。

楽天ペイ

入荷連絡情報更新ＡＰＩ／入荷連絡情報取得ＡＰＩ

請求書発行依頼を行えます。
ご利用には、別途「ＮＰ後払い」
、及び
「ＮＰコネクトプロ」
のご契約が必要です。
[オプション] NP後払いwizは取引ごと85円＋税

ビットコイン決済

在庫調整ＡＰＩ／在庫取得ＡＰＩ／商品在庫管理情報更新ＡＰＩ／在庫更新ＡＰＩ／商品在庫管理情報取得ＡＰＩ／

実店舗とポイントや顧客情報を連携できる、
クロスポイントなどを導入できます。
詳細はp.21の連携ツールをご覧ください。

Amazonアカウントに登録したクレジットカード番号や配送先情報などをそのまま利用して、
スピーディーに商品購入
[決済手数料] 3.9％／受注

※デジタルコンテンツの販売は4.5％、決済手数料はAmazon Payの基準に準ずる。

CROSS MALLやNEXT ENGINEなどの多店舗管理ツールに標準対応しているので、注文・商品・在庫など、モール

多店舗運営ツール

楽天銀行の口座を持っている顧客が面倒な入力なしで即時決済ができます。店舗さん側で楽天銀行の口座を開く必要

店と自社サイトのデータを一元管理できます。各ショップのデータは相互変換できるため、スムーズに複数ショップ
を運営できます。

はありません。初期費用、
月額利用料は無料です。
[決済手数料] 4.18％／受注

ＡＰＩとサードパーティーツールの詳細は後章をご覧ください（p.16〜p.21）

決済代行サービスで回収した代金は、標準で３０〜４５日後にご指定の口座に振り込まれます。入金のタイミングは、運
営スタイルに合わせて
「月1回、
月2回、
月6回」
の3つのサイクルから選べます。
月6回のスピード入金は、締日から最短5営

回収代金早期入金（レンディング）

連携するサードパーティーツールや、
ＡＰＩ接続で可能なカスタマイズ範囲を超える場合は、既存ＡＰＩの利用または、

業日後に入金されます。(要審査)

新規ＡＰＩの提供による、以下のような完全自由なカスタマイズが可能です。
当社または開発パートナー会社、
あるいは

３０日サイクル： 月1回振り込みの場合の手数料 …（標準）
１５日サイクル： 月2回振込の場合の手数料 … 回収代金の 0.525％
５日サイクル： 月6回振り込みの場合の手数料 … 回収金額の 1.3%

貴社による開発（弊社は、必要な専用ＡＰＩ開発）が可能です。要件定義、設計、開発、運用いずれにも対応致します。
ご

専用構築（特別インターフェース）

相談ください。
飲食店、飲食チェーン、
あるいは興行会社のイベントやステージ、座席の予約、変更、
キャンセルとの連携、、航空会社や

代金回収レポート
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決済代行で回収した代金、手数料など、代金回収の状況を縦覧できます。
ＣＳＶ形式でダウンロードができる為、貴社の
運営にあわせて回収管理できます。

宿泊業における、
マイレージやコイン、
カスタマークラスとの連携、
デジタルコンテンツの販売と管理。
これらに関わる特
別なインターフェースの開発。
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A P I

運営関連ＡＰＩ

ＡＰＩのご利用により、専用カスタマイズまで行わなくても、

既存の貴社管理システムや、ＷＭＳなどの倉庫管理などと接続が可能です。

また、
ＳＦＴＰによるファイル受け渡しでの連携も可能ですので、高い柔軟性を確保できます。

シークレットグループ

登録済みのシークレットグループを取得。

商品販売方法

商品の販売方法を更新。

お届けサイクル

登録済みのお届けサイクルを取得。

通常販売情報

陣列・セール期間設定など、通常販売の情報を取得。

決済グループ

お店で設定した決済グループを取得。

定期購入情報

定期購入の情報を取得。

商品新規構成

商品レコードを生成。最低限の情報で生成するため、更新系のＡＰＩと併用の必要あり。

定期購入お届けサイクル

定期購入のお届けサイクルを更新。

商品決済グループ

商品が属する、
決済グループを取得／更新。

サービス設定

商品基本情報

商品

取得の際、商品価格にバリエーションが設定されている場合は最も低い価格を返却する。

商品カテゴリ設定

商品に設定されているカテゴリを更新。

予約販売情報

陣列期間・価格設定など、
予約販売の情報を取得。

PC用商品紹介文

PC用の商品紹介文を更新。

通常販売情報

商品の通常販売情報を更新。

商品バリエーション情報

商品のバリエーション情報を取得／更新／削除。

定期購入初回価格設定

定期購入の初回価格設定を更新。

商品バリエーション属性

商品のバリエーション価格や商品枝番号を取得／更新。

商品販売方法

商品の販売方法を取得。

商品制約情報取得

商品販売制約に関する情報を取得。

商品ポイント還元率

商品に付与されているポイント還元率の設定を取得／更新。

商品カテゴリ取得

指定した商品が属しているカテゴリ情報を取得。

頒布会お届け回数

頒布会のお届け回数を更新。

商品制約情報

商品販売制約に関する情報を更新。

頒布会お届けサイクル

頒布会のお届けサイクルを更新。

ＰＣ用商品紹介文

ＰＣ用の商品紹介文を取得。

頒布会価格設定

頒布会の価格設定を更新。

スマートフォン用商品紹介文

スマートフォン用の商品紹介文を取得／更新。

商品特典情報

商品の特典利用状況を取得／更新。

商品配送情報

商品配送情報を取得／更新。

商品オプション情報

商品のオプション情報を取得／更新／削除。

商品画像

特定商品の画像情報を取得。

商品画像

商品に登録した画像情報を削除。

商品画像登録

特定商品の画像を登録・上書き更新。

商品検索

検索条件を指定して商品リストを取得。

商品表示制御設定

商品自体の公開設定や商品ページの表示項目、
自作商品ページURLなどの設定を取得／更新。

予約販売情報

商品の予約販売情報を更新。

商品備考欄

商品の備考欄情報を取得／更新。

頒布会情報
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商品の基本情報を取得／更新。

頒布会の情報を取得。

商品

（ 次頁に続く ）
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商品訴求パーツ設定

商品画面の訴求パーツの制御設定を取得／更新。

注文状態

注文の確認ステータス、
入金ステータスを更新。

商品アピール情報

商品のアピール情報を取得／更新。

注文情報

受注順に注文を順次取得。

ショップサーブ広告用データ

ショップサーブの広告用データを取得／更新。

注文情報検索

特定の注文情報項目を使って検索し、
注文情報を取得。

SEO設定

SEO設定を取得／更新。

注文者情報

注文に関連する注文者の情報を更新。

Google広告用データ

Googleの広告用データを取得／更新。

注文者用注文届け先情報

注文に関連する届け先住所の情報を、
注文者の住所で書き換え。

注文

商品
Criteo広告用データ

Criteoの広告用データを取得／更新。

別住所用注文届け先情報

注文に関連する届け先住所等の情報を更新。

商品削除

登録済みの商品を削除。

注文届け先発送情報

注文の発送ステータスや配送業者の情報など、
お届けに関する情報を更新。

製造情報

製造情報を取得／更新。

決済依頼

決済依頼をすると決済ステータスと決済依頼日を更新。

商品バリエーション価格統一

バリエーションを持つ商品の価格を一括で更新。

請求書発行日

請求書発行日を更新。

商品オプション管理情報

商品に関連したオプション情報を取得。

フォルダ移動

注文を取引完了フォルダに移動。

階層別商品カテゴリ一覧

店舗が保持する全商品のカテゴリを階層ごとの一覧で取得。

メールマガジン読者リスト

読者管理に登録されているメルマガ読者のメールアドレスを取得。

商品在庫

在庫情報を取得／更新／在庫数を指定した数だけ増減。

商品関係
その他

繰り返し回数の多い処理や、
異なる複数のAPIを運用する時、
個別毎回送信ではなく、
1回の送信指示でＡＰＩを稼働させる事が出来ます。

商品在庫

商品在庫管理情報

バリエーションを設定している商品の在庫設定を取得／更新。

注文関連

注文状態更新／注文届け先発送情報更新／決済依頼／フォルダ移動／請求書発行日更新／注文者情報更新／別住所用注文届け先

入荷連絡情報

情報更新／注文者用注文届け先情報更新

入荷連絡機能の利用状況を取得／更新。

商品関連

画像

画像リスト

会員ポイント

商品新規構成／商品基本情報更新／商品カテゴリ設定／商品画像登録更新／商品画像削除／商品バリエーション情報更新／商品

登録されている画像を取得。

バリエーション属性更新／商品バリエーション価格統一／商品バリエーション情報削除／商品販売方法更新／通常販売情報更新／

ＡＰＩ一括処理
会員のポイント情報・履歴を取得、
ならびにポイント数を変更。

予約販売情報更新／定期購入初回価格設定更新／定期購入お届けサイクル更新／頒布会お届け回数更新／頒布会お届けサイクル更
新／頒布会価格設定更新／PC用商品紹介文更新／スマートフォン用商品紹介文更新／商品表示制御設定更新／商品制約情報更新
／商品配送情報更新／製造情報更新／商品決済グループ更新／商品ポイント還元率更新／商品特典情報更新／商品オプション情
報更新／商品オプション情報削除／商品備考欄更新／商品訴求パーツ設定更新／商品アピール情報更新／ショップサーブ広告用

顧客登録/会員化

非会員の顧客を登録／会員にする。

データ更新／SEO設定更新／Google広告用データ更新／Crireo広告用データ更新／商品削除
在庫関連

顧客会員

在庫調整／在庫更新／商品在庫管理情報更新／入荷連絡情報更新

顧客情報

顧客の情報を更新／削除。

顧客情報検索

メールアドレス、
電話番号などから顧客を検索。

顧客関連

顧客登録／顧客情報更新／顧客会員化／会員ポイント操作／顧客削除
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A P I ・ 連 携 サ ー ド パ ー テ ィ ー ツ ー ル

店舗構築用
ＡＰＩ

サードパーティーのツールや、自社の基幹システム、ＷＭＳとの接続機能。
多くのＡＰＩにより、柔軟なカスタマイズが可能です。

３ＰＴは、カスタマイズすら不要に直接API接続できるツールも多数（右記）。

商品レビュー情報

指定した商品のレビューに関する情報を取得。

商品カテゴリリスト

指定した商品が属しているカテゴリ情報を取得。

商品基本情報

指定した商品の基本的な情報を取得。

商品バリエーション情報

連携サードパーティー
ツール

顧客管理

商品

商品詳細情報

以下ＡＰＩを一括で実行可能。
商品基本情報取得／商品在庫情報取得／商品バリエーション情報取得／商品カテゴリリスト取
得／商品オプション情報取得／商品スペック情報取得／商品配送情報取得／商品紹介文取得／
商品メタ情報取得

商品オプション情報

指定した商品のオプションに関する情報を取得。

商品スペック情報

指定した商品のスペックに関する情報を取得。

問合せ一元管理

Mail Dealer／Re:lation／Zendesk／Chatplus

会員ポイント連携

CROSS POINT／Tabレジ／パワクラ

メール配信

配配メール／blastmail／NaviPlusリタゲメール／Mail Dealer／Re:lation／juicer／
i通販／通販BEST／ＤMショップ／EC Intelligence
NEXT ENGINE／CROSS MALL／GoQ System／助ネコ／速販UX／タテンポガイド／
通販する蔵／通販天国／店舗アップ♪／TEMPOSTAR／COMMERCE ROBO／マイティ
通信販売／LOGILESS／Robot-in／WORLD SWITCH／特攻店長／アシスト店長／
受注でポン／ 受注応援／パワクラ

在庫一元管理

NEXT ENGINE／CROSS MALL／GoQ System／zaiko Robot／助ネコ／タテンポガイド／
TEMPOSTAR／COMMERCE ROBO／らくらく在庫／WORLD SWITCH／在庫応援 ／
パワクラ

バックオフィス
商品一元管理

CROSS MALL／item Robot／WORLD SWITCH

WMS

e-LogiT／LOGILESS

ＥＲＰ

キャムマックス

販売管理

弥生販売

商品紹介文

指定した商品の商品紹介文を取得。
デバイスごとに設定があれば個別に取得。

ＥＦＯ

EFO CUBE／EFOCats

商品配送情報

指定した商品の配送に関する情報を取得。

Web接客

ecコンシェル／Chatplus／AiDeal／juicer／EC Intelligence／Chatplus／COBY

商品メタ情報

指定した商品のページタイトル、
キーワード、
ディスクリプションを取得。

関連商品情報

関連商品のパターンに登録されている商品の情報を取得。

メールマガジン用メールアドレス

読者管理に登録されているメルマガ読者のアドレスを新規登録／更新／削除。

入荷連絡

入荷連絡メールを登録。

レコメンド

フロントエンド

ECレコメンダー／さぶみっと！レコメンド／デクワス.RECO／おてがるレコメンド／
EC Intelligence

チャットボット

GoQSmile／Chatplus／chamo／snapengage／Zendesk

カゴ落ち

Wazzup!／NaviPlus／EC Intelligence

サイト内検索

EXPLOSION SEARCH／GENIEE SEARCH

UGC

STAFF START
（2022秋）
／visumo／ザッピング／LOKA／U-KOMI

ライブコマース

ライコマ／TagsAPI

POS

Tabレジ／パワクラ／POSCO

人気ランキング

人気ランキングの設定情報を取得。

店舗商品カテゴリリスト

指定したカテゴリの子階層カテゴリリストを取得。

Web解析

Google Analytics／アドエビス／SiTest／juicer／EC Intelligence

店舗からのお知らせ

店舗からのお知らせを取得。

広告・アフィリエイト

アフィリコード・システム／e-click／デクワス．AD／TRUE Afﬁliate／RENTRACKS／

商品レビューリスト

登録されている全てのレビューを取得。

翻訳

shutto翻訳

その他
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多数連携していますので、
ご要望のサービス連携がありましたら、
お問合せください。

カスタマーリングス／うちでのこづち／LTV-Lab／juicer／EC Intelligence

受注一元管理
指定した商品の在庫情報を取得。

ツールではないサービス系など、表にないサードパーティーサービスにも

ＣＲＭ

指定した商品のバリエーションに関する情報を取得。

商品在庫情報

多くの業界標準ツールと連携していますので、
ＡＰＩ以前に多くの解決をはかる事ができます。

Google／Criteo／Yahoo!／A 8 ／バリューコマース／アクセストレード／アドエビス／
DF PLUS／JANet
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運 営 サ ポ ー ト

２４時間対応のためのオンラインマニュアル。

運営サポート

有人による電話、
メールでのテクニカルサポート。

機能による施策や、
マーケティングのご相談のためのビジネスサポートを設置しています。
似た業態や、
似た環境による事例にも熟知していますので、
なんなりとご相談ください。

ＷＥＢマニュアル

テクニカルサポート
平日 10:00 〜 18:00

店舗構築や運営でお困りの際に、
いつでもご利用いただけるオンラインマニュアルです。
管理画面の使い方、店舗運営、制作、集客までＥＣサイト運営に必要な情報を網羅しています。

ショップサーブ使い方のテクニカルサポートを有人で行なっています。開店時から日々の運営までのショップサーブテク
ニカルサポートですが、
ビジネスご相談の入口機能でもありますので、
その旨をお伝え頂けましたら、適したジャンルの専
任者にお繋ぎします。

ジャンル別の専門チームが、
ＥＣビジネス自体のお悩みやご相談に対応いたします。
また、類似業態や近似ステージによ
る、成功例の伝授、
機能活用ご提案、
その時々に適しているＣＲＭなどのマーケティングもご案内いたします。

ビジネスサポート
平日（貴社専任担当者制）

※フード&ビバレッジ、アパレル&グッズ、ヘルス&ビューティー、ホビー&エデュケーション、
リビング&ガーデン、
ジェネラル&ビジネス

上記のショップサーブカスタマーサポート
（無料）
とは別に、貴社の事業を深く理解し、市場調査、
自社調査、競合調査な
どをご一緒に行い、要件定義、企画立案から、運用設計、事業計画策定まで、
ご一緒に進めていくプロジェクトマネジメン
トも行っております。
コンサルティングに留まらず、実践運用の代行を伴っている事から大変ご好評をいただいておりま
す。実績も多数ありますので、取り組み方法や期待効果など、
お気軽に事例ご相談ください。分析だけしたい、休眠掘り起
こしだけ実施したいなどの個別から、全体一連など、
貴社のご要望に合わせてご提供します。

プロジェクト マネジメント

手順概要：3C, 4P分析、SWOT化、
状況ご説明、戦略ご判断、
戦術設計、収支策定、
予算ご判断、実施、
ＰＤＣＡ
内容概要：導線設計、
ページ設計、集客設計、
リピート設計、多店舗とオムニの設計、顧客回遊設計、倉庫など運用設計
デモグラフィック分析、
ターゲット分析、売筋／利益商品分析、地域分析、
デシル分析、
ＲＦＭ分析、
セカンド
アップ、
ＡＲＰＵアップ、
ＦＲＥＱアップ、休眠掘り起こし、
データ移転、実店舗連携、倉庫流通連携、実店舗回遊、
モール店間回遊、
商品開発、、、

お問い合わせ・ご相談

03-3595-2150 10:00～18:00
sales.sp@estore.co.jp
平日

事例のお問い合わせ、お見積もり、データ移転のご相談
ご訪問依頼、ご来社、お電話、WEBミーティングなど
お気軽にお申し付けください
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東京証券取引所 ����

東京都港区虎ノ門 �-�-� 東京虎ノ門グローバルスクエア
札幌市中央区北１条西 �-� オーク札幌ビル

大阪市中央区南船場 �-��-�� 郵政福祉心斎橋ビル
福岡市博多区博多駅前 �-�-� 東京建物博多ビル

この冊子は２０２２年８月現在のものです

