
月 間 利 用 サービス （ 機 能 ） 月 間 利 用 サービス （ 機 能 ）

ネットショップ構築 ドメイン 運営教材 サポート ショップ管理
ホスティング システム管理 各種決済 料金構成 お申し込み詳細

サイト作成
お申し込みの注意事項

会員管理 ネットショップ構築 ドメイン 運営教材 サポート ショップ管理
ホスティング システム管理 各種決済 料金構成 お申し込み詳細

サイト作成
お申し込みの注意事項

会員管理

ショップ管理

新着商品・人気ランキング・キャンペーン・関連商品を設定できます。

販促機能
売上アップに効果的

登録する商品が多い場合は、CSVファイルで一括登録すること
ができます。

商品一括登録
大量の商品を簡単に登録

ネットショップシードに登録できる商品点数はプランにより異なり
ます。

商品登録数
プランで選べる

ECライトNEXT
ECライト
ECスタンダード

商品登録可能点数 30点
30点
500点

セール期間、セール価格、会員セール価格の設定ができます。
セール期間で指定した期間だけ、設定した特別価格で販売でき
ます。

セール機能
タイムセールにも活用できる

購入者ごとの決済方法・入金状況・発送状況などのステータスを
状況別にアイコンで確認できます。

受注処理
状況がひと目で分かる

注文確認・入金連絡・発送連絡など各種メールの送信や、テンプ
レートの編集をすることができます。状況に応じた購入者へのフォ
ローメールも簡単に送信できます。

受注処理メール
テンプレートで簡単送信

注文処理に必要な請求書・納品書・領収書の印刷を行うことが
できます。お店のロゴや店舗情報を記載することもできます。

各種書類印刷
注文処理に必要な書類を網羅

過去の不正注文パターンと照合し、疑わしい注文に関しては受注
管理画面に警告が出ます。

不正注文アラート
あやしい注文をチェック

サイズや色などバリエーションがある商品には、最大3種類の項目に
50個ずつの選択肢を設定できます。バリエーション設定を行った商
品は、在庫や金額を個別に設定することができます。

バリエーション表示
サイズや色の多展開商品に便利

携帯用の商品ページもパソコン用と一緒にプレビュー確認しなが
ら作成できます。

携帯用
ページ

パソコン用ページ

携帯用商品ページ
パソコンサイトと同時に作成

HTMLの知識がなくても、商品説明文・価格・画像を管理画面に
入力すると商品ページが完成します。

商品登録
ネットショップの大前提

商品のカテゴリは、大・中・小の3階層まで作成できます。1つの商品
を複数のカテゴリに登録することができます。

商品カテゴリ
商品を検索しやすいように3階層に分類
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ネットショップの売上結果を集計した売上レポートが確認できます。レ
ポートを確認することで売上が一目で分かり、売上目標の設定や
ネットショップ運営の指針としてご利用いただけます。

売上レポート
一目で売上の状況が分かる

ネットショップへの全訪問者のうち、商品購入に至った人数の割
合を確認できます。

トラッキングレポート
今後の運営に役立つユーザー追跡

ショッピングカートのページは暗号化に対応しており、購入者に安
心して買い物を楽しんでいただけます。購入者に入力していた
だくお届け先など入力項目の設定もできます。

ジオトラスト社SSL対応カート
信頼の証

購入者アンケート、のし・ラッピングに関する項目の設定もでき
ます。

ギフト・のし対応
贈答品には必須

贈答品やお歳暮などに活用できる複数の配送先設定もでき
ます。

複数配送先対応
贈答品やお歳暮などに便利

商品の在庫数は管理画面とお店ページ両方でリアルタイム表示さ
れます。在庫切れの場合には、ご指定の在庫切れメッセージを表
示させることができます。

在庫管理/在庫表示
リアルタイムに表示

商品に対するお問い合わせフォーム・自動返信メール・お店の利
用案内などの設定ができます。

各種フォーム設定
各ページの表記をショップに合わせて設定

ネットショップへの訪問者・購買率・客単価など毎月の目標設定がで
きます。目標に対しての進捗が常に確認できます。

目標管理
ネットショップ運営の目標を管理

ショップ管理

商品配送に利用する配送業者の設定ができます。

配送業者設定
ショップに合わせて設定

あらかじめヤマト運輸・佐川急便・日本郵便・西濃運輸など各配送業
者の47都道府県の料金が用意されています。設定したデータの編
集や、自由な設定もできます。全国一律・都道府県別・重量別・クール
便設定・総額割引設定など商品に合った送料の設定ができます。

送料設定
細かな設定が可能

購入者が商品購入時に選択する決済方法の設定ができます。
設定した決済方法はショッピングカートに表示されます。

基本決済機能
各種決済に対応

※クレジットカード決済・コンビニ決済・電子決済をご利用の際は、（株）イーコンテクスト
の決済代行サービスのお申し込みが必要です。

購入商品に対する購入者からの評価を確認したり、「お客様の
声」ページへの表示・非表示の設定ができます。評価していただ
いた購入者へのお礼メールも自動送信できます。

お客様の声
販売促進に有効
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会員管理

サイト作成

HTMLの知識がなくても文章・画像を管理画面に入力・挿入す
るだけでページの作成・編集ができます。

ページ作成
追加でページを増やせる

非公開時の表示の編集もできます。

サイトの公開・非公開設定
メンテナンス時などに利用

自動でスマートフォン画面に最適化。PC版で登録した商品を
再登録する手間がありません。スマートフォンの特性を最大限
に生かした、指先での操作にちょうどよい画面構成になってい
ます。商品画像が大きく表示され購買意欲をかきたてます。

スマートフォン最適化機能①
自動でスマートフォン画面に最適化

ページごとのレイアウト選択やデザイン選択をおこなうことが可能
で、サービスに合ったページの制作ができます。

レイアウト設定
選ぶだけで簡単

選択したデザインの編集やオリジナルデザインをアップロードして
ご利用することもできます。

ページデザイン編集
多彩なアレンジが可能

携帯ページも、ドラッグ＆ドロップなどを活用し、直感的な操作で
作成・編集ができます。

携帯用ページ作成
携帯サイトも簡単作成

TOPページを始め、全てのページをスマートフォン専用ページ
で公開できます。

スマートフォン最適化機能②
TOPページを含む全てのページに対応

TOPページ

商品一覧ページ

商品詳細ページ

バナーやテキストをドラッグ＆ドロップで自由にレイアウトできる「ペー
ジ編集モード」で、スマートフォンサイトをさらにカスタマイズしてデ
ザインできます。

スマートフォン最適化機能③
カスタマイズも可能

プレビュー画面がそのまま編集画面になっており、編集したい部分を
移動したい場所へと移動、という直感的な編集が可能です。

ドラッグ&ドロップ機能
直感的に作業ができる

ページのタイトル、メタ情報（キーワード、ディスクリプション）を一括
で編集することができます。

タイトル・メタ情報の一括編集
SEOの基本対策
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画像の一括登録や利用目的に応じて、カテゴリ管理することも
できます。

画像一括登録
複数の画像登録もラクラク

商品購入時・モバイルからの購入時・新規会員登録時・商品購入
後の評価コメント投稿時などにポイントを付与できます。ポイント付
与率・ポイント名・有効期限など各種設定もできます。

ポイント運用設定
リピーターづくりに貢献

ネットショップへの訪問者や購入者を会員として管理できます。会
員情報やお届け先などの情報を登録できますので、次回の購入
時に入力の手間が省け、リピーター対策に効果的です。購入履
歴やポイント履歴を表示させることもできます。

会員情報編集
リピーター対策に効果的

お客様へメールマガジンや新製品情報などを送信できる一斉配
信メールの作成・編集・送信予約ができます。送信先の条件作成
や編集も可能です。パソコン用・携帯用を同時編集できます。メー
ルテンプレートは20件まで保存できますので、効率よく編集・送信が
できます。

一斉配信メール
効率よくメルマガ配信

ネットショップ内で使用する画像を一括で管理できます。
利用状況がひと目で分かるので管理が簡単です。

画像管理
商品画像などを登録

リスティング広告のコンバージョンタグや他社で提供している
アクセス解析用タグを挿入できます。
※コンバージョンタグ・アクセス解析用タグは、お客様側で入手していただく必要があります。

各種タグの挿入
マーケティングに役立つ

暗号通信対応のアンケートページの作成・編集ができます。回答
者への自動返信メールも設定できます。アンケートは記入式・選
択式の作成が可能で、回答はダウンロードすることもできます。

アンケート機能
運営戦略の分析に効果的

ECライトNEXT
ECライト
ECスタンダード

月間一斉配信メール数 50,000通
50,000通
50,000通

月間一斉配信メールの上限数は全プラン共通で50,000通です。

配信上限数
ショップに合わせたプラン設定

ログインした状態の時に、商品詳細ページに「お気に入りに
追加」ボタンが表示されます。お気に入りに追加した商品は、
マイページ内にリスト表示されるので、後から購入する際や
繰り返しの購入に役立ちます。

お気に入りリスト
気になる商品をマイページで管理

キーワードに対応するコンテンツをあらかじめ設定することで、
外部検索サイトで使用されたキーワードに応じて、表示内容を
変更することができます。

LPO（Landing Page Optimization）
ページの表示内容を最適化

キーワードA 検　索

キーワードB 検　索

お取り扱いの商品やサービスで認証が必要な場合に、サイト
の利用に関する確認ページを表示させることができます。 

サイト利用制限機能
認証が必要な場合に

※Google検索には対応していません。
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ホスティング システム管理

最初に発行される管理者アカウント以外に、ユーザーアカウントを
作成することができます。アカウント作成時に、そのユーザーに対
して機能単位での編集権限を割り当てることもできます。

ユーザーアカウント作成
システム管理者を追加できる

管理画面の背景などを変更できます。スキンを変更することによ
り、管理画面のデザインをお好みのものに設定できます。

スキンの設定
管理画面のイメージチェンジ

Twitterのアカウントと連携し、新規登録した商品を任意の時間
に自動でつぶやかせることもできます。
※自動つぶやき機能のご利用には、別途でTwitterのアカウントが必要となります。

自動つぶやき機能
Twitterと連携

現在のご契約内容とご利用料金の一覧を確認できます。ご利
用料金の明細はダウンロードすることもできます。

利用料金確認
いつでもチェックできる

商品詳細ページにTwitterのつぶやきボタンを設置することが
できます。

Twitter対応
人気の機能

管理画面の操作履歴を確認できます。

管理画面操作履歴確認
誰が何をしたかが分かる
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会員管理

IPアドレスの指定によるアクセス制限ができます。30件までIPアドレ
スの登録が可能で、登録されたユーザーがアクセスするとアクセス
拒否画面が表示されます。

アクセス制限
トラブルを事前に防ぐ

ネットショップへのアクセス状況・離脱状況・来訪元の経路・アクセ
ス数が多い順番の検索キーワードなど見やすいグラフで表示さ
れます。

アクセスレポート
来訪状況がグラフで分かる

1つのメールアドレスで複数人へ配信したい場合にメーリングリス
トの登録・編集ができます。100件までメーリングリストの登録が可
能で、メーリングリスト1つに対して登録できるメールアドレスは最
大30件です。

メーリングリスト作成
メール配信先をグループ化

登録できるメールアドレス数はプランにより異なります。

ECライトNEXT
ECライト
ECスタンダード

新規登録可能
メールアドレス数

メールアドレス数
多数のメールを登録可能

100
100
200

利用可能なサーバーの容量はプランにより異なります。

ECライトNEXT
ECライト
ECスタンダード

サーバー容量

サーバー容量
貴社に合わせた容量設定

1GB
1GB
3GB

アカウント毎に利用可能な領域を設定できます。複数の担当者が
それぞれの用途で利用できますので、領域ごとに安全なファイル
管理ができます。

FTPアカウント編集
安全なファイル管理のために

取得したドメインでのメールアドレスの登録・編集・転送設定・自動
返信設定ができます。転送設定で登録できるメールアドレス数は
最大10件です。

メール設定
転送や自動返信などの設定も可能


