
ニューフォースECサイト制作
ライセンスセット型

株式会社ニューフォース

1



概要
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インターネット上で商品を販売するWEBサイトのことを「ECサイト」といいます。ネット
ショップを持ちたい⽅や、商品やサービスを全国に販売したい⽅に有効です。信頼性・拡張性の⾼いECサイ
トを提供いたします。
当社の「ニューフォースECサイト」は、顧客管理、販売管理、決済、在庫物流など商品販売における中⼼的
な業務をパッケージ化し、クラウド上で⼀元管理することで、受注業務の無駄や間違い、経験不⾜などによ
る労働時間の無駄を省き、ネット販売チャネルを持つことで売上増加を達成できるため、結果的に社員1⼈あ
たりの粗利（労働⽣産性）を抜本的かつ⼤幅に向上させるITツールです。

制作事例



主な特徴
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○クラウドを利⽤したサービスです。
・パソコンへのインストールなどが必要なく、インターネット接続環境

があればすぐにでも導⼊できます。
・パソコン・タブレット・スマホなど端末を選ばず、低価格で利⽤でき

ます。

○受注業務の⽣産性が向上します。
・電話やファックス、⼝頭での受注の聞き間違い、伝票の書き間違いな
ど防ぐことができ、または接客対応の時間短縮を実現することで業務
の無駄を省きます。

・販売履歴・顧客情報が⾃動的に管理させるため、販売管理の効率が向
上します。

○決済と資⾦回収管理の業務効率が向上します。
・クレジットカード決済、⼝座振替（⾃動引き落とし）、銀⾏ネット決
済（ネットバンキング）、携帯のキャリア決済、コンビニ決済（コン
ビニ払い）、電⼦マネー決済、代⾦引換（着払い）、プリペイド決済、
ビットコイン決済、ウォレット決済など多様化する⽀払い⽅法に⼀元
的に対応することで、決済資⾦回収管理の効率化を実現します。

○在庫管理・梱包・発送などの業務効率向上します。
・受注から納品・⽀払いまで⼀元管理することで、商品追加や在庫の管
理が伝票や⼝頭での指⽰など介ざす、社内でいつでも、だれでも、ど
こでも、スピーディーかつ正確に⾏えるため、社内の業務の無駄を省
きます。



適応業種・対応可能地域・適応目的・導入までの日数目安・導入作業

4

利用可能な業種は下記の通りです

農業・林業・漁業向け/建設・⼟⽊業向け/製造業向け/情報サービス業向け/運輸業向け/卸売業向け/⼩売業向け/保険・⾦融業向け

/不動産業向け/物品賃貸業向け/専⾨・技術サービス業向け/宿泊業向け/飲⾷業向け/⽣活関連サービス業向け/教育・学習⽀援業向

け/医療業向け/介護業向け/保育業向け/その他サービス業向け/上記のいずれにも分類されない業種向け

対応可能地域は下記の通りです

⽇本全国

適応⽬的
⾃社の商品をECサイトにて販売する。eラーニングの動画教材をECサイトにて販売する。イベントの⼊場券などをECサイトにて販
売する。など、「⾮対⾯ビジネスモデルへの転換」の⽬的で導⼊いただくことをお勧めします。

導⼊までの⽇数⽬安
90⽇を⽬安としています。

導⼊作業
インストールは必要なく、発⾏したID、PWでお客様にて利⽤開始します。公開1週間前に運⽤担当者に導⼊研修を2時間程度実施
いたします。



導入の流れ

導⼊決定

ヒアリング

サーバー環境調査

導⼊説明

導⼊・公開

アフターフォロー

ECカート準備

仮サイトアップ

仕様書のご確認後、ご⼊⾦をお願いします。

現状をお伺いし、導⼊スケジュールなど決定します。

サーバー環境調査いたします。

IDとPASSを発⾏し、操作⽅法などご説明します。

導⼊・公開します

利活⽤いただけるまで、伴⾛します。

ECカートを準備し、設定します。

内容をご確認いただきます。
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データベース
（MySQLなど）

クラウド説明資料：ニューフォースECサイト制作 システム構成図

CSVによる外部API連携
クレジットカード決済
電子マネー決済など

Googleアナリティクス等
によるアクセス解析機能

データ更新
売上管理
在庫管理

©株式会社ニューフォース

ID／PASS

顧客マスタ、
在庫マスタ、
商品マスタ、
画像データ、
投稿テーマなど

クラウド環境

レンタルサーバ
（SSL必須）

アナリティクス外部API

ワードプレス、ECキューブ、
Shopify、MAKESHOPなど

ショッピングカート構築
が可能なCMSツール

顧客マスタ、在庫マスタ、
商品マスタ画像データ、
投稿テーマなどを表示

カートシステム
（決済システム）

ニューフォースECサイト制作



価格説明資料
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シリーズ名 ライト スタンダード プレミアム プラチナ

価格（税別） ¥1,000,000 ¥2,000,000 ¥3,000,000 ¥4,000,000

掲載予定商品数 10商品未満 10-50商品 50商品以上 100商品以上
掲載予定カテゴリー 2カテゴリーまで 5カテゴリーまで 5カテゴリー以上 10カテゴリー以上
ライセンス数 1 1 1 1

商品マスタ 1 1 1 1

受注マスタ 1 1 1 1

顧客マスタ 1 1 1 1

アナリティクス 1 1 1 1

カートシステム 1 1 1 1

MYSQLデータベース 1 1 1 1
WORDPRESSテーマ 1 1 1 1

こ注意事項
・公開と同時に納品とさせていただきます。
・⾦額にはメンテナンス料は含まれておりません。
・商品登録の費⽤は含まれておりません。商品の登録はお客様ご⾃⾝で⾏なってください。



導入方針
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ITコーディネータ資格のある代表が、導⼊後もツールの利活⽤を徹底指導します。
弊社代表取締役の尾上昌⼈は、ITコーディネータとして、多くの企業のIT導⼊コンサルティングを⼿がけています。
当社のITツールの利活⽤を徹底的にご指導させていただくことで、導⼊いただいたITツールを100％活⽤し、企業の⽣産性の向
上に貢献いたします。
導⼊後も、1年に渡り、ITツールの操作⽅法、活⽤⽅法、アナリティクスの解析⼿法など広範にわたるアドバイスを実施します。
また、「尾上昌⼈のおっさんずITメルマガ」を毎週発⾏し、ITの利活⽤をご提案しています。
当社のITツールは、貴社の⽣産性向上と収益の向上、社員の皆様の労働時間の短縮に貢献します。

WEN業界20年のキャリアに加え、ITコーディネータ、
ミラサポ派遣相談員、愛知県商⼯会連合会経営・技術
強化⽀援事業エキスパートとして、中⼩企業の発展に
貢献しています。

毎週⽕曜⽇に発⾏している「尾上昌⼈のおっさ
んずITメルマガ」は600⼈の経営者にITの利活⽤
アイデアを提供しています。



制作事例
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一宮市 株式会社サンオリオン様 （2019年 IT補助金採択 300万円）

オーダーメイドペットクッションHUGPET「ハグペット」

https://hugpet.jp

ECサイト概要
一宮の繊維会社が、写真からジャガード織りにする特許技術を取得し、その技術を使ったオーダーメイドペットクッションを開発。

販売用ECサイトは好評を博し年商500万円以上を達成！



主な機能・プロセス1
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①決済・債権債務・資金回収管理機能
・2020IT補助⾦共P-02②決済・債権債務・資⾦回収管理にあたる機能で、 ECサイト⽤カート機能により、受注・売上請求管理
を⾃動化します。

決済画⾯サンプル

管理画⾯サンプル

商品注⽂画⾯1 商品注⽂画⾯2 商品注⽂画⾯3

受注リスト 受注データ編集 顧客管理



主な機能・プロセス2
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②商品情報管理機能・在庫管理機能・供給物流管理機能
・2020ITの「共P-03③調達・供給・在庫・物流」にあたる機能で、商品情報、在庫情報の閲覧と⼊出⼒により、効率的な業務
を可能にします。
顧客画⾯サンプル

管理画⾯サンプル

商品画像 商品詳細 商品⼀覧画⾯

商品リスト 新商品追加 配送設定



機能詳細1：販売マスタによる決済管理（共P-02②決済・債権債務・資金回収管理）
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ID／注⽂番号注⽂⽇時／会員No／ Eメール／⽒名／フリガナ／郵便番号／国v都道府県／市区郡町村／番地／ビル名／電
話番号／ FAX番号／備考欄／配送先⽒名／配送先フリガナ／配送先郵便番号／配送先国／配送先都道府県／配送先市町村
／配送先番地／配送先ビル名／配送先電話番号／配送先FAX番号／発送⽇／⽀払⽅法／決済ID 配送⽅法／配送希望⽇／
配送時間帯／発送予定⽇／ステータス／送り状番号／総合計⾦額／商品合計／値引／送料／代引⼿数料／内消費税／備
考

データベース

受注マスタ項⽬

表⽰例（決済フロー）



機能詳細2：顧客マスタによる顧客管理（共P-02②決済・債権債務・資金回収管理）
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得意先ID／得意先名／ふりがな／客先担当者／郵便番号／住所1／住所2／ TEL／ FA／MAIL／ログインID／パスワード
／備考

データベース

顧客マスタ項⽬

表⽰例（管理画⾯・会員⼀覧）



機能詳細3：商品マスタによる商品属性の管理（共P-03 ③調達・供給・在庫・物流）
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Post ID／作成者／説明／タイトル／抜粋／表⽰状態／コメント／パスワード／スラッグ名／公開⽇時／商品コード／商
品名／購⼊制限数／ポイント率／業務パック割引1-／業務パック割引1-率 ／業務パック割引2-数／業務パック割引2-率
／業務パック割引3-数／業務パック割引3-率／発送⽇⽬安／配送⽅法／送料／送料個別課⾦／カテゴリー／タグ／カス
タムフィールド／ SKUコード／ SKU表⽰名／通常価／売価／在庫数／在庫状態／単位／業務パック適⽤／オプション名／
フィールドタイプ／必須項⽬／セレクト値

データベース

商品マスタ データ項⽬

表⽰例（商品表⽰）



機能詳細4：管理画面メニュー
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カートメニュー Wordpress管理メニュー



機能詳細5： ECカート 管理画面一覧1
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商品リスト 新規商品追加 基本設定

営業⽇設定 配送設定 メール設定



機能詳細6： ECカート 管理画面一覧2
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カートページ設定 会員ページ設定 システム設定

クレジット決済モジュール 受注リスト 会員リスト



販売会社
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株式会社ニューフォース
所在地
本社 470-0155 愛知郡東郷町⽩⿃1-3-1
電話 0561-38-5619 ファックス 0561-38-5660
URL：https://newforce.co.jp/

会社概要
フリーダイアル 0120-947-888
設⽴ 1996年9⽉
資本⾦ 300万円
社員数 6名
代表取締役 尾上 昌⼈

補助⾦実績
IT補助⾦採択件数 34件（2019〜2017）
ミラサポ派遣相談実績 15件

代表取締役プロフィール
代表取締役 尾上昌⼈
【資格・所属】
ITコーディネータ
ミラサポ派遣専⾨家
令和２年度愛知県商⼯会連合会
経営・技術強化⽀援事業エキスパート
東郷町町商⼯会理事
中⼩企業家同友会豊明⽀部会員

【コンサルティング内容】
ITコンサルティング
WEB解析コンサルティング
広告コンサルティング
WEB制作




