
運用から生産体制までトータルサポート

サービス概要

印刷通販パッケージ

ドメインやSSLの取得方法が分かりません。Q
A 弊社にて代行業務を実施しておりますのでご安心ください。また取得済

みのドメインやSSLを適用することも可能です。
ネットショップ連携（API連携）を利用する場合、自社の作業は
どこまでになりますか？Q

A お客様データのデータチェックと、PDF完全データ（PDF/X-1a）を
作成していただきます。
その後、連携ボタンを押すと、連携先工場により生産から配送まで自動
で行います。

商品登録はできますか？Q
A バックオフィス画面より登録できます。

FAQ
よくあるご質問

VOICE
お客様の声

入稿データの上限サイズはどれぐらいですか？Q
A 1回の入稿で最大1GBまでの送信が可能です。

支払方法で、クレジットカード、後払い決済を導入したいです。Q
A クレジットカードの場合は、GMOペイメントゲートウェイ社、

後払い決済の場合は、ネットプロテクションズ社とご契約いただくことで
利用できます。

SEO対策は行ってもらえますか？Q
A 内部SEOはサイト構造上の対策（meta設定、discription、アンカー

テキスト）を実施しています。

価格登録はできますか？Q
A バックオフィスの機能を利用して、csvデータから登録できます。

サーバーはどうなりますか？Q
A 弊社サービス「ACサーバー」をご用意しています（共用・専用）。

株式会社シーズ

〒600-8815
京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 京都リサーチパーク6号館321
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この冊子に記載の情報は、2019年2月現在のものです。
内容に関しては予告なく変更される場合がございます。
あらかじめご了承ください。

075-326-1240

info@seeds-std.co.jp
受付時間 10:00-17:00（土日祝、弊社指定休日を除く）

お問い合わせはこちらwww.seeds-std.co.jp

「印刷通販パッケージ」をご利用のお客様から、使ってみての効果や所感など、リアルな声を集めました。

自社の強みを活かした
ネットビジネスを展開
地元だからできる細やかなサポート体制を売
りにした新しい取り組みとして、印刷通販サイ
トを立ち上げました。
安心・ていねい・地元に特化したネット印刷と
して、既存顧客の囲い込みだけでなく、新規顧
客層の掘り起こしを実現しています。

認知度UP、売上UPの効果

会員専用サイトで
既存顧客の囲い込みに成功 
自社の印刷サービスとは別に、既存顧客の流出
を防ぐための営業支援ツールとして利用していま
す。サイト上ではAPI連携をした提携先の商品の
み販売していますが、幅広い商品を取り扱えます
し、24時間体制の生産設備が備わっているので
安心です。ネット通販にしたことで、以前より気軽
に注文してもらえて顧客満足度も向上しました。

代理店業務に特化したかたちで
利益を確保

大手ネットショップとの
連携（API連携）で業務効率化
自社生産の商材をTOPページに掲載することで、
自社の強みを集中的に宣伝しています。
これにより企業イメージが確立し、自社商品の売上
も好評です。
また、API連携機能により、ネット価格に対応した
チラシ、ポスターなどの多様な商業印刷商材も商
品ラインナップに加えることができ、自社生産と組
み合わせることで効率的な生産体制が整いました。

自社商品のアピール、業務効率化

All in One
EC Printing Package



土日祝日も

安心24時間体制！

独自ドメインが使える
完全オリジナルサイト

最短2ヶ月で運用開始

経営戦略に合わせた
パッケージプランをご用意

All in One
EC Printing Package

営業支援ツール、既存顧客の囲い込み、
販路拡大、新しいビジネスモデルの立ち
上げなど、利用用途に合わせたプランを
選択できます。

ショッピングカートからマイページ、運営者側
管理画面まで印刷通販サイトに必要な機能
がすべて揃ったシステムパッケージです。
ロゴやテキストを差し替えるだけですぐに立
ち上げ可能です。

独自ドメイン、SSLを適用のうえ、自社の強みを
活かしたオリジナル通販サイトの構築が可能です。

POINTPOINT11

POINTPOINT22

万全のサポート体制
集客、SEO、コールセンター立ち上げ、工場見学、データチェック研修など、
印刷通販サイト運用に必要なあらゆるノウハウを、レクチャーや研修・見学会
を通して徹底的に伝授します。

POINTPOINT33

POINTPOINT55

大手ネットショップと
連携した生産体制を実現！
印刷通販サイト「Vanfu Online Shop」、「イロドリ」の
運営会社が扱う最先端設備を備えたプリンティングセンターと
提携しているので、今まで自社では取り扱えなかった商品の
注文も受けられるようになり、より生産性の幅が広がります。

POINTPOINT44

印刷通販がスタンダートとなった今こそ導入を！

つのポイント55
印刷通販パッケージ



デザイン自由自在！
自社の強みを活かしたオリジナル通販サイトに仕上がります。

パッケージ概要（公開画面）

価格表から決定する
価格表マトリックスでは、左カラムより商品仕様を選択す
ると同時に右カラムより価格設定が行えるため、注文が
よりスムーズです。

①商品カテゴリー
②サイズ
③印刷仕様
④用紙、厚さ

⑤納期
⑥必須オプション
⑦その他オプション

商品一覧から商品を選ぶ
左メニューの商品一覧、または「商品をさがす」から注文
したい商品を選択します。商品名をクリックすると、対応
サイズや用紙ラインナップ、加工オプションなどの詳細が
確認できます。

発注者が注文のときに利用する通販サイトの画面です。

データ入稿

配送先設定、注文内容を確認

入稿完了

最大1GBのデータを入稿できます。また、注文・商品毎に進捗状況や入稿状態の確認も行えます。

注文・入稿が完了したあとは、マイページより進行状況がいつでも確認できます。

決済方法を選ぶ
様々な支払い方法に対応しています。
（銀行振込、クレジットカード決済、後払い決済、代引き等）

注文内容は、一時保存、見積書発行も可能です。

※クレジットカードは、GMO-PG社を標準提携としています。
※コンビニ決済などの決済方法については、別途カスタマイズが必要です。

会員登録をすると、マイページがご利用いただけます。
マイページでは、注文状況や履歴を確認できる他、お客様情報の編集、配送先登録、ポイント確認、各伝票の発行などが可能です。

現在注文している商
品の商品情報・生産状
況を確認できます。

PDF校正で、仕上が
りイメージを確認で
きます。

注文管理 Web校正 各種帳票発行

過去の注文から再注
文や改版が行うこと
ができます。

見積書、請求書などの
各種帳票がWeb上に
て発行できます。

印刷パッケージのサイ
トで保有しているポイ
ントが確認できます。

注文履歴一覧 ポイント確認

マイページを活用する

設定できる
製品仕様

ご要望ヒアリング
本パッケージでご用意しているひな形サイトをベースに
ロゴ、色味、フォント、装飾などを調整していきます。
その他、オプションや機能の追加など、ご要望をお伺いします。

StepStep11

カスタマイズ
ロゴ、スライド画像などのIllustrator（ai）データを作成、
またはご依頼いただき、ご要望に沿った通販サイトをつくっていきます。

StepStep22

システム開発
最後に、HTMLコーディングやシステムの組み込み作業を行うか、またはご依頼いただき完成です。

StepStep33

ロゴ画像
グローバルナビ

左メニュー
コンテンツブロック
見出し、フォント

背景

画像

▼ベースとなるひな形サイト（PC版）



パッケージ概要（機能紹介）

プラン紹介

注文管理

パッケージ概要（バックオフィス画面） 運営者側の専用画面です。
通販サイト（公開画面）からきた全データを一括管理しています。

通販サイトをより多角的にご利用いただける機能をご用意いたしました。

現在どの工程にいるか各取り引きの注文ステータスがわか
ります。注文番号、顧客情報、支払い方法など様々な条件で
注文情報を検索することも可能です。また、各注文ごとに自
社による生産か、他社（API連携）生産かに振り分けること
もできます。

売上集計
さまざまな区分（期間注文集計、期間ポイント集計、商品別集計、
用紙別集計、納期別集計、会員別集計、業種別集計、都道府県別集計）
に分けた売り上げの集計結果を算出することができます。

顧客管理
顧客情報の管理が行えます。登録・編集・削除、csvエクス
ポートをはじめ、細かな条件指定（顧客名、メールアドレス、
購入回数、累計購入金額など）での検索も可能です。

商品管理
印刷商材特有の商品仕様（仕様、用紙、納期、オプションな
ど）を管理できます。
膨大な組み合わせを使いやすい管理画面で操作できます。
csvによる商品更新、価格変更にも対応しています。

出荷情報を登録する

生産方法を選ぶ

伝票番号、出荷日、配送会社などを決定しcsv出力を行うと、管理画面にまとめて入力できます。
また、連携先に生産を依頼した場合は、API連携を介して出荷情報が自動的に反映される仕組みです。

バックオフィス機能

Web校正を確認する
発注者がデータを入稿すると、バックオフィス画面に保存され、データチェックが行えます。
バックオフィス側で入稿データを確認後、仕上がりイメージPDFをアップロードし「変換データ確認依頼」をクリックすると、
発注者側に仕上がりイメージが届きます。発注者はマイページよりデータを確認し、承認あるいは修正することができます。

データチェックが完了すると、受注が確定し生産に移ります。
自社以外にも生産体制がある場合は、自社と提携先のどちらかを選択します。
提携先に依頼すると、ここから先の工程は委託になります。

発注者側画面（マイページ）運営者側画面（バックオフィス）

仕上がりイメージPDFを
アップロード

ダウンロードして確認、
承認・修正→受注確定へ

このバックオフィス画面では注文管理、顧客管理、売上管理を中心に、印刷通販を運営するにあたって必要な機能が搭載されています。

名刺・封筒・年賀状などの「名入れ編集」を
ブラウザ上で行うことができます。
Adobe Illustrarorなどでのデータ入稿に比べて
お客様、印刷会社ともに労力が大幅に削減されます。

連携可能ツール

「W2Pクラウド」（（株）アイフィスジャパン社）
連携エンジン標準搭載

Web編集機能

印刷通販だけでなく、自社企画商品（ご当地グッズ、オリジナルカレンダー）
無地資材（紙、紙箱、封筒、賞状、包装紙、Tシャツ、什器）
などの物品販売にも活用できます。

物販機能

現在お使いの基幹システムとシームレスな連携が可能です。
受注データ、入稿データ、配送データなど業務に必要なあらゆる
情報をcsv機能、API連携機能を通して容易に連携できます。

基幹システムとの連携

動作保証済みシステムは順次追加されていきます。

動作保証済み基幹システム

受注・データ入稿 印刷、加工、配送

印刷通販パッケージ 基幹システム

CSV出力

エントリープラン スタンダードプラン

既存顧客、新規見込み顧客をターゲットとした印刷通販サイトを、
より安価に入手できるプランです。

多様なカスタマイズが可能なので他社サイトと差別化を図ることができます。
物販機能やスマホ対応など印刷通販だけでなく将来の事業展開の核となるプランです。

営業用見積もりツールとして利用したい
まずは手軽に始めてみたい

こんな方におすすめです

物販機能、Web編集機能などの様々な機能も利用したい
オリジナルで他社サイトと差をつけたい

こんな方におすすめです

詳しくは別紙「プラン一覧（詳細）」をご覧ください

※画像はイメージです。

（株）トスバックシステムズ社


