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管理画面概要

管理画面へは、おちゃのこネットホームページ（http://www.ocnk.net)
へWebブラウザ上よりログインします。画面右上のログインボックスにユ
ーザー名ならびにパスワードを入力して、ログインボタンをクリックし
てください。

商品の受注や、お問い合わせ、登録者情報、ポイント履歴を
一覧表示・詳細閲覧・ダウンロードします。

●受注管理

メールマガジンやアフィリエイト、コンバージョン、メール
テンプレートを設定します。

●マーケティング

商品の登録・変更・削除をします。陳列中/準備中指定や在
庫設定、商品カテゴリを設定します。

●商品管理

トップページに表示するコンテンツ、What'sNew、店長日記、
リンク集、フリーページ、扉ページを設定します。

●コンテンツページ管理

テンプレート選択、トップページや商品詳細の表示とレイア
ウトを設定します。

●デザイン管理

お支払い方法、送料、発送方法、ショッピングカートのカス
タマイズ、ポイント機能を設定します。

●ショップ運用設定

アカウント情報、ショップ情報、英語版、会員制限、自動返
信メールなどを設定します。メールアドレス作成もこちら。

●ショップ基本設定

携帯サイトをお申し込みの場合、携帯サイトのテンプレート
選択、リンク集、フリーページなどを設定します。

●携帯サイト管理
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受注管理　　受注一覧と明細

商品の受注を一覧で表示します。明細の確認、受注の削除、メール送信、受注情報の一括ダウンロード等もこちらで行います。
※受注明細は受注完了時に管理者メールアドレスへメール送信されます。

・[受注検索]絞り込む…受注一覧から名前・メールアドレス・会社名・受注日時・受注処理状態・決済
　方法・受注番号で該当する受注を検索します。
・受注情報をすべてダウンロードする…CSVファイルで受注内容をダウンロードします。
・[NP(ネットプロテクションズ)受注検索]NP支払い情報を全てダウンロードする…CSVファイルでNPご利
　用の受注内容をダウンロードします。NP支払いをご利用にならない場合は使用しません。
・[NP(ネットプロテクションズ)受注検索]絞り込んだNP支払い情報を表示する…受注日時で該当する受
　注を検索します。NP支払いをご利用にならない場合は使用しません。
・[NP(ネットプロテクションズ)受注検索]絞り込んだNP支払い情報をダウンロードする…受注日時で該
　当する受注内容をダウンロードします。NP支払いをご利用にならない場合は使用しません。
・[受注]明細を見る…受注内容の明細を表示します。受注内容の変更やキャンセルはこちらから。
・[受注]非表示にする…受注情報を受注一覧から外します。
・[メールマネジメント]メール送信…該当の受注に対する確認メールを送信します。
・[非表示になっている受注]取り出す…非表示になっている受注を受注一覧に戻します。
・[非表示になっている受注]削除する…非表示になっている受注を削除します。
・[非表示になっている受注]非表示をすべて削除する…非表示になっている受注をまとめて削除します。
　注文内容を確認できます。最新の受注から順番に並んでいます。  

●各項目説明

・宛先…受注者の氏名・メールアドレスが記載されています
・メールテンプレート…メールテンプレートを選択して[読
　み込む]をクリックします。テンプレートの登録は[マーケ
　ティング]の[メールテンプレート登録]で行います。  
・件名…メールの件名です。
・本文…メールの内容です。

●メール送信画面

受注の詳細

メール送信
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受注管理　　受注明細

受注情報の閲覧と変更、受注キャンセルを行います。

・キャンセルする…受注をキャンセルします。
・[購入者]購入者情報を変更する…購入者情報の変更画面に移動します。
・[受注商品と金額]受注商品と金額を変更する…受注情報の変更画面に移動します。
・[支払い方法・金額]支払い方法を変更する…受注金額の支払い方法の変更画面に移動します。
・[送り主・お届け先]送り主とお届け先を変更する…送り主情報とお届け先情報の変更画面に
　移動します。
・新しくお届け先と受注商品を追加する…新しいお届け先への受注商品を追加します。
・[お届け日時指定]お届け日時を変更する…商品のお届け日時指定の変更画面に移動します。
・[アンケート欄]アンケート内容を変更する…アンケート回答の変更画面に移動します。

●各項目説明

・[受注商品と金額]新しく受注商品を追加する…受注情報に新しい
　商品を追加します。
・[受注商品と金額]販売価格…受注した販売価格を変更します。
・[受注商品と金額]数量…受注した数量を変更します。

●受注情報変更画面（受注商品と金額）

受注の詳細
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受注管理　　お問い合わせ一覧

ショップのお問い合わせフォームから送信されたお問い合わせを一覧で表示します。
※お問い合わせ内容はお問い合わせ送信完了時に管理者メールアドレスへも送信されます。

・[お問い合わせ検索]絞り込み…お問い合わせ一覧から名前・メールアドレス・お問い合わせ日時で
　該当するお問い合わせを検索します。
・お問い合わせ情報をすべてダウンロードする…CSVファイルでお問い合わせ内容をダウンロードし
　ます。
・[お問い合わせ一覧]メール送信…該当のお問い合わせに対する返信メールを送信します。
・[お問い合わせ一覧]対応済みにする…[対応]欄に[済]が記載されます。
・[お問い合わせ一覧]未対応に戻す…[対応]欄の[済]を外します。
・[お問い合わせ一覧]削除する…お問い合わせ情報を削除します。

●各項目説明

・宛先…返信先の氏名・メールアドレスが記載されています
・メールテンプレート…メールテンプレートを選択して[読
　み込む]をクリックします。テンプレートの登録は[マーケ
　ティング]の[メールテンプレート登録]で行います。  
・件名…メールの件名です。
・本文…メールの内容です。

●メール送信画面

メール送信
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受注管理　　登録者情報一覧

購入時にパスワードを設定し、2回目以降の必要事項記入が省略される登録者（リピーター）の一覧です。

・新しく登録者情報を登録する…登録者情報を登録します。
・[登録者情報検索]絞り込む…登録者情報一覧から会員グループ・名前・メールアドレス・法人名で該当
　する登録者情報を検索します。
・登録者情報をすべてダウンロードする…CSVファイルで登録者情報をダウンロードします。
・[登録者情報一覧]詳細を見る…登録者情報の詳細を表示します。
・[登録者情報一覧]非表示にする…登録者情報を一覧から外します。
・[非表示になっている登録者]取り出す…非表示になっている登録者情報を一覧に戻します。
・[非表示になっている登録者]削除する…非表示になっている登録者情報を削除します。
・[非表示になっている登録者]非表示をすべて削除する…非表示になっている登録者情報をまとめて削除
　します。

●各項目説明

登録者情報新規登録
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受注管理　　ポイント履歴一覧

ポイントの発行・利用履歴を一覧で表示します。
※ポイント制をご利用にならない場合は、ショップ運用設定の[ポイント機能]で「利用しない」に設定します。

・全登録者にポイントを追加する…全登録者に一括でポイントを追加します。
・[ログ検索]絞り込む…履歴一覧から名前で該当するログを検索します。
・[承認待ち]承認済みにする…該当のポイント発行を承認します。ポイントを自動承認する場合は、
　ショップ運用設定の[ポイント機能]で「自動承認」に設定します。
・[承認待ち]削除する…ポイント履歴一覧から削除します。登録者のポイントは変更されません。

●各項目説明

全登録者ポイント追加
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マーケティング　　メールマガジン登録

メールマガジンを配信します。

・配信区分…メールマガジンを配信するグループを選択します。
・件名…配信するメールのタイトルです。
・本文…配信するメールの本文を記入します。
・内容を確認する…配信前の確認画面へ移動します。

●メールマガジンの登録

・担当者へテストメールを配信する…管理者メールアドレスへテストメールを配信します。
・登録画面へ戻る…編集画面に戻ります。
・配信する…メールを配信します。

●確認画面

メールマガジン登録：確認画面
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配信済みメルマガ詳細

マーケティング　　配信済みメルマガ一覧

過去に配信したメールマガジンの一覧です。

・新しくメールマガジンを登録する…新しいメールマガジンを配信します。
・詳細を見る…過去に配信したメールマガジンの内容を閲覧します。
・削除する…過去に配信したメールマガジンを削除します。

●各項目説明
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マーケティング　　読者情報管理

メールマガジンの読者を設定します。

・[メールマガジン読者の登録]登録する…メールマガジンを配信する読者を登録します。
・[メールマガジン読者の一括登録]アップロード…CSVファイルで読者を一括登録します。
・読者情報をすべてダウンロードする…読者情報をCSVファイルでダウンロードします。
・[メールアドレス検索]絞り込む…一覧から特定の読者を検索します。
・[メールマガジン読者一覧]配信を停止する…メールマガジンの読者一覧から外します。
・[メールマガジン読者一覧]配信を再開する…メールマガジンの読者一覧に戻します。
・[メールマガジン読者一覧]削除する…メールマガジンの読者一覧から削除します。

●各項目説明

11 / 106



マーケティング　　会員向けメール登録

会員向けのメールマガジンを配信します。

・会員グループ…メールマガジンを配信するグループを選択します。
・件名…配信するメールのタイトルです。
・本文…配信するメールの本文を記入します。
・内容を確認する…配信前の確認画面へ移動します。

●メールマガジンの登録

・担当者へテストメールを配信する…管理者メールアドレスへテストメールを配信します。
・登録画面へ戻る…編集画面に戻ります。
・配信する…メールを配信します。

●確認画面

メールマガジン登録：確認画面
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配信済み会員向けメール詳細

マーケティング　　配信済み会員向けメール一覧

過去に配信した会員向けメールマガジンの一覧です。

・新しく会員向けメールを登録する…新しいメールマガジンを配信します。
・詳細を見る…過去に配信したメールマガジンの内容を閲覧します。
・削除する…過去に配信したメールマガジンを削除します。

●各項目説明

13 / 106



マーケティング　　読者情報管理

会員向けメールマガジンの配信を設定します。

・[会員検索]絞り込む…一覧から特定の会員を検索します。
・[会員向けメール読者一覧]配信を停止する…メールマガジンの配信を停止します。
・[会員向けメール読者一覧]配信を再開する…メールマガジンの配信を再開します。

●各項目説明
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マーケティング　　アフィリエイト設定

トップページにおちゃのこアフィリエイトのバナーを設定します。

・おちゃのこアフィリエイト登録はこちらから…おちゃのこアフィリエイトは別途申し込みが必要です。
　アフィリエイトは無料で参加できます。
・おちゃのこネットアフィリエイトアカウントID…アカウントIDを記入します。
・掲載バナー画像…トップページに表示するバナー画像を選択します。

●各項目説明
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マーケティング　　コンバージョンタグ設定

Adwords、Overture等のコンバージョン率を取得するためのタグを設定します。

・コンバージョンタグ BODYタグ内表示用（Adwords向け）…Adwords等で指定のトラッキ
　ング用タグを記入します。<BODY>～</BODY>内に挿入されます。
・コンバージョンタグ HEADタグ内表示用（Overture向け）…Overture等で指定のトラッ
　キング用タグを記入します。<HEAD>～</HEAD>内に挿入されます。
・おちゃのこ8アカウントID…おちゃのこ8のIDを記入します。購入完了画面におちゃのこ8
　の購入完了ページ設定用タグが自動的に表示されます。

【Adwords】
　Google社の検索連動型広告（PPC）。Googleの検索結果上部に広告を表示するサービス。
【Overture】
　Overture社の検索連動型広告（PPC）。Yahoo!JAPAN等、主要検索エンジンの検索結果上部に広告を表示する
　サービス。
【トラッキング】
　追跡調査。Overture、Adwords等の広告を経由して顧客がどの商品を購入したかを記録するシステム。
【おちゃのこ8】
　おちゃのこネット連動型アフィリエイトサービス。おちゃのこ8は別途申し込みが必要です。

●コンバージョン率を取得する
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マーケティング　　メールテンプレート登録

受注者に送るメールのテンプレート（雛形）を登録します。

・カテゴリー…登録するメールテンプレートのカテゴ
　リを選択します。カテゴリは受注：[受注確認][発送
　確認][入金確認][その他]、お問い合わせ：[お問い
　合わせ返信]の4つです。
・テンプレート名…メールテンプレートに任意の名前
　をつけます。
・件名…メールの件名。
・本文…メールの本文。

メールの送信は受注管理の[受注一覧と明細]から行い
ます。

受注時に自動送信する注文確認メールはショップ基本
設定の[注文確認メール設定]から行います。

●各項目説明

受注一覧と明細
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メールテンプレート変更画面

マーケティング　　メールテンプレート一覧

登録したメールテンプレートの一覧です。

・内容を変更する…登録したメールテンプレートの内容を閲覧・変更します。
・削除する…登録したメールテンプレートを削除します。

メールの送信は、受注管理の[受注一覧と明細]から行います。

●各項目説明
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マーケティング　　ＳＥＯ対策（スウェルキャッチ）お申し込み

SEO対策サービスに申し込みます。

おちゃのこネットでは、WebCreation株式会社のSEO対策サービス「おちゃのこネットユーザー限定スウェルキャッチ
サービス」をご利用いただけます。このサービスは、Yahoo!やGoogle等の検索エンジンで、ショップページがキーワ
ード検索結果の上位に表示されるように最適化するコンサルティングサービスです。このサービスのご利用には、別
途WebCreation株式会社への費用が発生します。

ご利用規約に同意いただけましたら、「利用規約に同意する」を選択し、利用するサービスにチェックを入れ、表示
されているショップ情報を確認して送信します。

【SEO】Search Engine Optimizationの略。検索エンジン最適化。 
   
 

●スウェルキャッチサービス
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マーケティング　　garitto設定

商品専門検索エンジンgaritto（http://www.garitto.com/）へのショップ情報・レビュー表示を設定します。

・garittoへの表示…ショップ情報をgarittoに掲載します。
・garittoレビュー件数表示…garittoに登録された商品のレビュー
件数を、商品詳細に表示します。

●各項目説明

商品詳細画面

garitto商品レビュー画面
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商品管理　　新商品登録

商品を登録します。

・必須項目のみ表示…商品登録画面の必須入力項目のみ表示します。
・①商品名…商品名です。
・①型番/品番…商品名の後に表示されます。
・カテゴリ…商品を分類するカテゴリを選びます。新しくカテゴリを追加することもできます。
・グループ…商品を分類するグループ（特集）を選びます。新しくグループを追加することもできます。
・garitto掲載用カテゴリ…商品専門検索エンジンgarittoに掲載するためのカテゴリ　です。
・②販売価格…価格を記入します。商品の紹介のみで販売をしない場合は[売価を指定しない]にチェックし
　ます。
・②希望小売価格…売価と希望小売価格を並列表示します。
・商品毎の追加ポイント…購入個数分ポイントをこの商品のみ個別に設定する場合に記入します。 
・③在庫数…在庫数を記入します。在庫がなくなれば[在庫表示設定]ページで指定した表示になります。バ
　リエーションごとに記入する場合は、「内容を確認する」ボタンをクリックして次の画面に進みます。「
　在庫が0の状態でも注文を受け付ける」にチェックを入れると、SOLDOUT　の状態でも注文を受け付けます。 
・③「在庫僅か」表示ライン…記入された在庫数になると[在庫僅か]と表示されます。ここで記入した表示
　ラインは[在庫表示設定]より優先されます。
・④数量ラベル…商品詳細ページの購入数選択メニューの表示を設定します。
・1度に購入できる商品点数…購入数を制限します。在庫数が下回ると在庫数で制限されます。
・送料…送料をこの商品のみ個別に設定する場合に記入します。記入しなければショップ運用設定の[送料設
　定]で設定した送料料金表が有効になります。ここで記入した送料は料金表と比較して高い方が適用されま
　す。
・送料：個別設定…料金表の送料にかかわらず、この送料を優先させます。ただし、複数商品購入の場合は
すべての送料を比較して一番高い方が適用されます。
・送料：単独設定…料金表、複数商品購入の送料にかかわらず、この商品に対してこの送料を優先させます。
・重量別送料適用時の重さ…送料に、重量別等の設定をしている場合、重量を設定します。
・送料オプション項目…[送料設定]で設定した送料オプション項目を適用します。
・陳列期間指定…商品を陳列させる期間を指定します。
・⑤写真…写真は[横:250px/縦:250px/200KB以内]です。商品一覧の小さい写真はこの写真を元に自動的に作
　成されます。写真にリンクをはる場合は、記入欄にURLを入力してください。
・⑥詳細な説明…商品説明です。htmlエディタモードと通常編集モードがあります。エディタモードでは文
　字に装飾をかけられます。
・商品の特別指定
　この商品を準備中（非公開）にする…ここにチェックするとショップには表示されません。  
　この商品を新商品にする…ここにチェックするとトップページの新商品欄に表示され商品名横にNewマーク
　が付きます。  
　この商品をおすすめ商品にする…ここにチェックするとトップページのおすすめ商品欄に表示され、商品
　名横にPick upマークが付きます。  
　この商品をショッピングカートに入れられないようにする…展示のみや、アフィリエイト使用などで商品
　の販売をしない場合チェックします。

●商品基本設定

商品詳細ページ

トップページ
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商品管理　　新商品登録

商品を登録します。

・①[商品の詳細（仕様）]…商品の仕様や重量等、全ての商品に共通で使用する項目の記入欄を作成します。記入しなければショップ側へ表示され
　ません。
・②[商品の詳細（他の写真、別アングルの写真等）]…商品画像の他に３つまで画像を登録できます。写真は[横:140px/縦:140px/200KB以内]です。
　３つ以上の画像の追加は詳細な説明欄にHTMLで記載してください。
・③[商品の選択肢]…色違い、サイズ違い等のバリエーションを設定します。「内容を確認する」ボタンをクリックした次のページでバリエーショ
　ンごとの在庫数、価格を設定します。
・④[関連商品新規登録]追加…関連商品を選択して設定します。
・④[現在、関連商品に表示している商品一覧]関連商品から外す…関連商品一覧から外します。
・[会員制限設定]…[会員グループ設定]で設定した会員ごとに、商品の表示/売価/割引を設定し
　ます。こちらの設定は[会員制限設定]で一括指定した設定よりも優先で適用されます。

●各項目説明

商品詳細ページ

バリエーション在庫登録画面
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商品管理　　商品仕様項目設定

商品詳細ページの仕様項目を設定します。

・[項目の新規登録]…仕様項目を新しく登録します。
・[項目一覧]名前を変更する…仕様項目の名称を変更します。
・[項目一覧]非表示にする…仕様項目を項目一覧から外します。ショップ側の該当項目も
　非表示になります。
・[項目一覧]並び順…移動させたい並び順を入力して「移動」ボタンをクリックします。
・[非表示になっている項目]取り出す…非表示になっている仕様項目を項目一覧に戻しま
　す。
・[非表示になっている項目]削除する…非表示になっている仕様項目を削除します。

●各項目説明

商品詳細ページ
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商品管理　　陳列中商品設定

現在ショップに陳列している商品の詳細、並び順等を閲覧・変更します。

・新しく商品を登録する…商品の新規登録画面に移動します。
・[商品の絞り込み]カテゴリで絞り込み…指定したカテゴリの商品を絞り込みます。
・[商品の絞り込み]在庫状態で絞り込み…指定した在庫状態の商品を絞り込みます。
・[商品の絞り込み]商品名/型番で絞り込み…指定した商品名/型番の商品を絞り込みます。
・[商品の絞り込み]特別指定で絞り込み…特別指定の商品を絞り込みます。
・[商品一覧]内容を変更する…商品詳細の変更画面に移動します。
・[商品一覧]上へ・下へ…商品の並び順を入れ替えます。一括並び替えは[陳列中商品並び替え]で指定します。
・[商品一覧]非表示にする…商品を一覧から外します。ショップ側の該当商品も非表示になります。
・[商品一覧]この商品を元に商品登録する…既存の商品情報を反映させた商品の新規登録画面に移動します。
・[非表示になっている商品]取り出す…非表示になっている商品を一覧に戻します。ショップ側の該当商品が表
　示されます。
・[非表示になっている商品]削除する…非表示になっている商品を削除します。

●各項目説明
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商品管理　　陳列中商品並び替え

現在ショップに陳列している商品の並び順を一括変更します。

・[並び替え選択]…並び替える商品カテゴリ・グループを選択します。
・[並び順]…陳列中商品の現在の並び順です。
・[カテゴリ/商品名/型番]…陳列中の商品情報です。
・[並べ替え]並び順…移動させたい並び順を入力して「移動」ボタンをクリックし
　ます。

●各項目説明
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商品管理　　準備中商品設定

現在ショップに準備中にしている商品詳細を設定します。

・新しく商品を登録する…商品の新規登録画面に移動します。
・[商品の絞り込み]カテゴリで絞り込み…指定したカテゴリの商品を絞り込みます。
・[商品の絞り込み]在庫状態で絞り込み…指定した在庫状態の商品を絞り込みます。
・[商品の絞り込み]商品名/型番で絞り込み…指定した商品名/型番の商品を絞り込みます。
・[商品の絞り込み]特別指定で絞り込み…特別指定の商品を絞り込みます。
・[商品一覧]内容を変更する…商品詳細の変更画面に移動します。
・[商品一覧]公開する…準備中の商品をショップ側に陳列します。
・[商品一覧]非表示にする…商品を一覧から外します。
・[商品一覧]この商品を元に商品登録する…既存の商品情報を反映させた商品の新規登録画面に移
　動します。
・[非表示になっている商品]取り出す…非表示になっている商品を一覧に戻します。
・[非表示になっている商品]削除する…非表示になっている商品を削除します。

●各項目説明
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商品管理　　商品の一括登録・変更

商品情報をＣＳＶファイルで一括登録・変更します。

新しいＣＳＶファイルをアップロードして、商品情報を更新します。
●ＣＳＶファイルアップロード

作成するＣＳＶファイルには規則があります。一行目はヘッダとして必要です。項目名は
変更してもかまいませんが、項目数は合わせてください。
サンプルファイルをダウンロードしてお使いください。

●ＣＳＶファイルのきまり

商品情報を更新する場合は、まずこちらから現在の商品情報をダウンロードして更新して
ください。

●登録商品情報をすべてダウンロードする
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商品管理　　商品カテゴリ管理

商品を分類するカテゴリを設定します。

・[新しいカテゴリ]登録する…新しくカテゴリを作成します。
・[カテゴリ一覧]並び順…移動させたい並び順を入力して「移動」ボタンをクリックします。
・[カテゴリ一覧]内容を変更する…カテゴリ名・カテゴリ説明を変更します。
・[カテゴリ一覧]非表示にする…カテゴリを一覧から外します。ショップからカテゴリが非表示になります。
・[カテゴリ一覧]サブカテゴリの追加…カテゴリの下にサブカテゴリを作成することができます。
・[非表示になっているカテゴリ]取り出す…非表示になっているカテゴリを一覧に戻します。ショップ側にも
　表示されます。
・[非表示になっているカテゴリ]削除する…非表示になっているカテゴリを削除します。

●各項目説明

商品一覧
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商品管理　　カテゴリ会員制限設定

カテゴリごとに会員制限を設定します。

・[カテゴリを選択]読み込む…設定するカテゴリを選択します。
・[カテゴリの会員制限設定]全体設定に従う…[ショップ基本設定]の[会員制限設定]を適用します。
・[カテゴリの会員制限設定]以下に個別設定する…カテゴリの表示、カテゴリ内商品の売価/割引を
　一括で設定します。[ショップ基本設定]の[会員制限設定]よりも優先されます。

●各項目説明
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商品管理　　カテゴリ会員制限設定確認

カテゴリごとの会員制限設定を確認します。

・カテゴリ非表示…カテゴリごと非表示にされています。
・売価で販売する…通常販売価格で販売されています。
・売価の○％引…カテゴリ内の商品価格の○％で販売されています。
・商品階層で設定…商品ごとに個別設定されています。

●各項目説明
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商品管理　　商品グループ管理

商品を分類するグループを設定します。
商品グループには複数カテゴリの商品を分類できます。

・[新しいグループ]登録する…新しくグループを作成します。
・[グループ一覧]名前を変更する…グループ名・グループ説明を変更します。
・[グループ一覧]非表示にする…グループを一覧から外します。ショップからグループが非　
　表示になります。
・[グループ一覧]並び順…移動させたい並び順を入力して「移動」ボタンをクリックします。
・[非表示になっているグループ]取り出す…非表示になっているグループを一覧に戻します。
　ショップ側にも表示されます。
・[非表示になっているグループ]削除する…非表示になっているグループを削除します。

●各項目説明

トップページ
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商品管理　　在庫表示設定

在庫情報の表示を設定します。

・在庫表示…在庫情報の表示・非表示を選択します。
・在庫僅か表示数…在庫数が指定の数値以下になると[在庫僅か]表示に変わります。
・在庫切れ表示方法…商品の在庫が切れた場合[商品情報を非表示にする][Sold Out　
　表示をする][在庫欄に指定のメッセージを表示する]かを選択します。
・在庫あり表示方法…「在庫あり」表示を変更します。

●各項目説明

商品一覧ページ
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商品管理　　在庫一括設定

商品の在庫を一括で設定します。

・[商品の絞り込み]カテゴリ・グループ・特別指定で絞り込み…指定した商品を絞り込みます。
・[商品の絞り込み]在庫数で絞り込み…指定した在庫数の商品を絞り込みます。
・[商品の絞り込み]商品名/型番で絞り込み…指定した商品名/型番の商品を絞り込みます。
・[在庫数・販売価格]…在庫数・価格を記入します。
・[在庫数・販売価格]バリエーション在庫・販売価格…バリエーション在庫設定画面に移動します。
　バリエーションごとの在庫数、価格を記入します。
・[バリエーション在庫設定]在庫設定に反映させる…記入した在庫数・価格を設定します。
・設定処理を完了する…記入した在庫数・価格を登録します。

●各項目説明

バリエーション在庫設定ページ
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コンテンツページ管理　　人気ランキング設定

トップページに表示する人気商品ランキングを設定します。

・[ランキング新規登録]…新しく商品をランキングに登録します。
・[現在のランキング一覧]ランキングから外す…商品をランキングから外します。
・[現在のランキング一覧]並び順…移動させたい並び順を入力して「移動」ボタンをクリックします。

●各項目説明

トップページ
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コンテンツページ管理　　新商品設定

トップページに表示する新商品を設定します。

・[新商品表示件数]…トップページの新商品表示数を設定します。
・[新商品新規登録]…新しく新商品に登録します。
・[現在、新商品に表示している商品一覧]新商品から外す…商品を新商品一覧から外します。
・[現在、新商品に表示している商品一覧]並び順…移動させたい並び順を入力して「移動」ボタンをクリックします。

●各項目説明

トップページ

35 / 106



コンテンツページ管理　　おすすめ商品設定

トップページに表示するおすすめ商品を設定します。

・おすすめ商品表示件数…トップページのおすすめ商品表示数を設定します。
・おすすめ商品新規登録…新しくおすすめ商品に登録します。
・[現在、おすすめ商品に表示している商品一覧]おすすめ商品から外す…商品をおすすめ商品一覧から
　外します。
・[現在、おすすめ商品に表示している商品一覧]並び順…移動させたい並び順を入力して「移動」ボタン
　をクリックします。

●各項目説明

トップページ
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コンテンツページ管理　　オークションリンク設定

トップページにオークションサイトへのリンクを設定します。

・ヤフーオークションへのリンクURL…ショップで出品しているページのURLを記入してください。
・楽天市場へのリンクURL…楽天市場ショップのURLを記入してください。
・ビッダーズへのリンクURL…ショップで出品しているページのURLを記入してください。

※[グローバル設定]で英語を選択した場合、オークション名を自由に設定できます。

●各項目説明

トップページ
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コンテンツページ管理　　店長プロフィール設定

トップページの店長プロフィールを設定します。 トップページ

・名前…店長の名前です。  
・星座 …店長の星座です。
・趣味…店長の趣味等です。
・自己紹介…訪問者へのメッセージ。
・写真…店長の写真や似顔絵などを設定します。画像は[横:80px/縦:80px/200KB以内]です。

●各項目説明
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トップページ

コンテンツページ管理　　What's New新規登録

新着情報です。最新の記事はトップページにも表示されます。

・題名…新着情報のタイトルを設定します。タイトルがトップページに表示されます。
・登録日…新着情報の日付を設定します。
・内容…本文を記入します。[htmlエディタモード]と[通常編集モード]があります。
　エディタモードでは文字に装飾をかけることができます。
・表示フラグ…この日記の表示/非表示を設定します。 
・画像…新着情報に画像を表示します。画像は[横:95px/縦:95px/200KB以内]です。 

●各項目説明

最新情報
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コンテンツページ管理　　What's New変更

・新しくWhat'sNewを登録する…新着情報を新しく登録します。
・[What'sNew表示件数]…トップページに表示する記事の件数を設定します。
・[現在登録されているWhat'sNew一覧]内容を変更する…記事の内容を変更します。
・[現在登録されているWhat'sNew一覧]削除する…記事を削除します。
・[現在登録されているWhat'sNew一覧]この記事を非表示にする…記事を非表示にします。ショップ側か
　ら削除されます。
・[現在登録されているWhat'sNew一覧]この記事を表示する…記事を表示します。ショップ側にも表示さ
　れます。
 

●各項目説明
What' New（新着情報）の一覧と変更画面です。
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トップページ

コンテンツページ管理　　店長日記新規登録

店長日記を登録します。最新の記事はトップページにも表示されます。

・題名…日記のタイトルを設定します。
・登録日…日記の日付を設定します。
・内容…本文を記入します。「htmlエディタモード」と「通常編集モード」があります。
　エディタモードでは文字に装飾をかけることができます。
・表示フラグ…この日記の表示/非表示を設定します。 
・画像…日記に画像を表示できます。画像は[横:130px/縦:130px/200KB以内]です。 

●各項目説明

店長日記
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コンテンツページ管理　　店長日記変更

・新しく店長日記を登録する…日記を新しく登録します。
・内容を変更する…記事の内容を変更します。
・削除する…記事を削除します。
・この記事を非表示にする…記事を非表示にします。ショップ側から削除されます。
・この記事を表示する…記事を表示します。ショップ側にも表示されます。

●各項目説明
店長日記の記事一覧と変更画面です。
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コンテンツページ管理　　リンク集新規登録

リンク集にリンクを登録します。

・リンク名…リンクするサイトのサイト名を記入します。 
・リンク先URL…リンクするサイトのURLを記入します。  
・バナー画像…バナー画像を登録します。画像は[200KB以内]です。
・コメント…リンク先に関するコメントを記入します。
・並び順…リンクする並び順を記入します。 

●各項目説明

リンク集
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コンテンツページ管理　　リンク集変更

リンク集のリンク先一覧と変更画面です。

・新しくリンク先を登録する…リンクを新しく登録します。
・[現在登録されているリンク一覧]内容を変更する…リンクの内容を変更します。
・[現在登録されているリンク一覧]削除する…リンクを削除します。
・[現在登録されているリンク一覧]並び順…移動させたい並び順を入力して「移動」
　ボタンをクリックします。

●各項目説明
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コンテンツページ管理　　掲示板削除

・記事を一括削除する…チェックされた記事を一括で削除します。
・全選択…表示中の記事全てを選択します。
・解除…選択を解除します。

●各項目説明
掲示板の投稿記事を一括削除します。
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コンテンツページ管理　　フリーページ新規登録

フリーページを設定します。

・①[フリーページの登録]ページ名…フリーページの名前で
　す。左側メニューに表示されます。
・②[フリーページの登録]ページ内容…フリーページの内容
　を記入します。[htmlエディタモード]と[通常編集モード]
　があります。エディタモードでは文字に装飾をかけること
　ができます。
・[フリーページの登録]並び順…左側メニューの並び順を記
　入します。
・[フリーページの登録]表示…左側メニューへの表示/非表示
　を設定します。「非表示ボックスへ」にチェックを入れる
　と完全に非公開となります。
・画像ファイルをアップロード…フリーページで使用する画
　像をアップロードします。画像は[200KB以内]です。 

●各項目説明

フリーページ
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コンテンツページ管理　　フリーページ変更

フリーページを設定します。

・新しくフリーページを登録する…フリーページ新規登録画面に移動します。 
・[現在登録されているフリーページ一覧]内容を変更する…フリーページの内容を変更します。
・[現在登録されているフリーページ一覧]非表示にする…フリーページを非表示にします。シ
　ョップ側から削除されます。
・[現在登録されているフリーページ一覧]メニュー非表示にする…フリーページへのリンクを左
　側メニューから削除します。フリーページ本体は削除されていません。
・[現在登録されているフリーページ一覧]メニュー表示する…フリーページへのリンクを左側メ
　ニューに表示します。
・[現在登録されているフリーページ一覧]並び順…移動させたい並び順を入力して「移動」ボタ
　ンをクリックします。
・[完全非表示になっているフリーページ]取り出す…完全非表示になっているフリーページをフ
　リーページ一覧に戻します。
・[完全非表示になっているフリーページ]削除する…フリーページを削除します。
・[完全非表示になっているフリーページ]非表示をすべて削除する…完全非表示になっているフ
　リーページを一括で削除します。

●各項目説明
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コンテンツページ管理　　扉ページ設定

ショップページに自由にデザイン出来る扉ページを設定します。

・[扉ページの登録]ページ内容…扉ページの内容を記入します。[htmlエディタモード]と[通常編集モード]があります。
　エディタモードでは文字に装飾をかけることができます。ショップページへのリンクは「<a href="/home">ショップへ
　入る</a>」のように記入します。
・[扉ページの登録]扉ページを使う…扉ページを使用します。URLが下表のように変更されます。

・画像ファイルをアップロード…扉ページで使用する画像をアップロードします。画像は[200KB以内]です。 

●各項目説明

扉ページを使用する

http://****.ocnk.net

http://****.ocnk.net

http://****.ocnk.net/home

扉ページを使用しない

扉ページURL

ショップページURL
※共用ドメインの場合
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デザイン管理　　テンプレート選択

ショップのデザインを設定します。

デザインを選択して最下部にある「変更する」ボタンをクリックします。
テンプレートはテーマ別に分かれています。

[カスタマイズ]…「スタイルシート編集」で作成したスタイルシートです。
[一時休業中]…一時的にショップを休業するためのテンプレートです。商品の購入ができなくなります。

●テンプレート選択
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デザイン管理　　スタイルシート編集

スタイルシートを編集してショップのデザインを自由に設定します。

・[スタイルシートの編集]ベーステンプレートを読み込む…編集の元になるデザインスタイルシートを読み込みます。
・[スタイルシートの編集]テンプレート名…設定したスタイルシートの名前を設定します。
・[スタイルシートの編集]スタイルシート…スタイルシートへ編集します。
・プレビューする…編集したスタイルシートでトップページを仮表示します。
・[画像ファイルのアップロード]…スタイルシートに使用する画像ファイルをアップロードします。画像は[200KB以内]です。
・登録処理を完了する…テンプレートを登録します。ショップ側も登録したテンプレートに変更されています。 

●スタイルシート編集
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デザイン管理　　ページ名称設定

各コンテンツページの名称を変更します。

・標準の名称…初期のページ名称です。
・変更する名称…自由にページ名称を変更することが出来ます。

●各項目説明

トップページ

ショッピングカート
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左エリア 中央エリア 右エリア

デザイン管理　　表示とレイアウトの設定

トップページの表示とレイアウトを設定します。

・①商品カテゴリ一覧…並び順を設定します。子カテゴリがある場合の表示方法を
　設定します。
・①特集…並び順を設定します。  
・②店長日記/リンク集…コンテンツの表示/非表示、並び順を設定します。 
・②掲示板…コンテンツの表示/非表示を設定します。外部の掲示板を使用する場
　合は、URLを記入します。 
・③ショッピングカート/ログイン…並び順を設定します。 

●左エリアの設定

・④トップ画像…表示/非表示を設定します。
・⑤いらっしゃいませ…コンテンツの表示/非表示、表示位置、並び順を設定しま
　す。
・⑥店長日記…コンテンツの表示/非表示、表示位置、並び順を設定します。外部
　のBlogを使用する場合はURLを入力してください。
・⑦What's New…コンテンツの表示/非表示、表示件数、表示位置、並び順を設定
　します。
・⑧新商品…コンテンツの表示/非表示、表示件数、表示位置、並び順、サムネイ
　ル画像サイズを設定します。
・⑨ランキング…コンテンツの表示/非表示、表示位置、サムネイル画像サイズ、
　並び順を設定します。
・⑩おすすめ商品…コンテンツの表示/非表示、商品説明の有無、表示件数、表示
　位置、サムネイル画像サイズ、並び順、表示件数を設定します。
・⑪メールマガジン/店長プロフィール/携帯サイトアドレス…コンテンツの表示/
　非表示、並び順を設定します。   
・⑫オークションリンク…バナーの表示/非表示、並び順を設定します。 
・⑬自由記入欄…自由に作成したコンテンツの表示位置並び順を設定します。
・⑭アクセスカウンター…カウンターの表示/非表示カウンターのタイプを設定し
　ます。

●中央エリア・右エリアの設定
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・①ショップ名画像…ショップのロゴ画像を登録します。推奨画像サイズは[横:200px/縦:40px/
　200KB以内]です。画像がない場合はショップ名がテキストで表示されます。[画像を削除する]を
　クリックすると登録されている画像を削除します。
・②トップ画像…トップページに表示するイメージ画像またはFLASHファイルを設定します。一覧か
　ら選択またはご自分で作成された画像、FLASHサイズを登録します。推奨画像サイズは[横:700px/
　縦:130px/200KB以内]です。デザインテンプレートに　よって画像サイズが異なります。
・③いらっしゃいませ画像…[いらっしゃいませ]に表示する画像を登録します。推奨画像サイズは
　[横:200px/縦:200px/200KB以内]です。
・④携帯QRコード画像…[携帯サイトアドレス]に表示するQRコード画像を登録します。推奨画像サイ
　ズは[横:120px/縦:120px/200KB以内]です。

・⑤キャッチフレーズ…ページ最上部に表示されるキャッチフレーズを設定します。 
・⑥コピーライト…ページ最下部に表示されるコピーライト（権利表示）を設定します。
・PC用アクセス解析タグ…アクセス解析タグを設定します。
・⑦いらっしゃいませ入力欄…[いらっしゃいませ]に表示されるコメントを設定します。
・⑧新商品コメント…トップページ[新商品]に表示されるコメントを設定します。 
・⑨人気商品コメント…トップページ[人気商品]に表示されるコメントを設定します。
・⑩オススメコメント…トップページ[オススメ商品]に表示されるコメントを設定します。
・⑪メールマガジン登録欄/解除欄…トップページ[メールマガジン]に表示されるコメントを設定し
ます。
・⑪メールマガジン…トップページ[メールマガジン]に表示されるコメントを設定します。
・④携帯サイトURL送信欄…トップページ[携帯サイトアドレス]に表示されるコメントを設定します。
・自由記入欄…トップページ自由記入欄に表示する内容を設定します。HTML形式で記入して下さい。
・自由記入欄を追加する…自由記入欄を追加します。

デザイン管理　　画像とコメントの設定

トップページの画像とコメントを設定します。  

●画像

●コメント

トップページ
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商品詳細ページ

デザイン管理　　商品ページ設定

商品一覧や商品詳細ページの表示を設定します。

・[商品一覧ページ設定]表示設定…商品一覧の表示、表示件数を設定します。：  
・[商品一覧ページ設定]定価表示設定…定価の表示/非表示を設定します。 
・[商品一覧ページ設定]写真サイズ設定…サムネイル画像サイズを設定します。
・[商品詳細ページ設定]レイアウト設定…商品詳細のレイアウトを設定します。
・[商品詳細ページ設定]文言変更…「他の写真」「関連商品」の名称を変更します。
・[商品詳細ページ設定]写真サイズ設定…商品画像サイズ、他の写真画像サイズを設定します。

●各項目説明
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デザイン管理　　画像専用管理画面

画像を専用画面で管理します。

・[画像アップロード]画像ファイル選択…新しく画像を登録します。  
・[画像アップロード]アップロード先選択…画像を収納するフォルダを指定します。 
・商品フォルダ…商品画像、他の写真画像が収納されています。
・コンテンツフォルダ…ショップ用画像やコンテンツ用の画像が収納されています。
・携帯フォルダ…携帯用のショップ用画像が収納されています。

●各項目説明

・[画像エクスプローラー]検索…ファイル名で画像を検索します。
・[画像エクスプローラー]表示形式/表示数…画像エクスプローラーの一覧表示形式、
　表示件数を選択します。

一つ上のフォルダに戻る。

新しくフォルダを作成します。

チェックした画像を別のフォルダに一括移動します。

チェックした画像をダウンロードします。

チェックした画像を削除します。

ヘルプを参照します。
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ショップ運用設定　　お支払い方法設定

お支払い方法を設定します。ご利用案内ページに詳細が表示されます。

・[ご利用お支払い方法]利用する…利用するお支払方法にチェックをします。
・支払い方法を設定する…お支払い方法の詳細な設定画面に移動します。
・削除する…自由記入したお支払い方法を削除します。
・支払い方法の欄を追加する…自由に記入する支払い方法欄を追加します。

※[グローバル設定]で英語、円以外の通貨を選択した場合、銀行振込/Paypal/自由記入した 
　支払い方法に制限されます。

●お支払い方法について

お支払方法設定画面
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ショップ運用設定　　お支払い方法設定：銀行振込

お支払い方法を設定します。

・[口座番号・名義などを「ご利用案内」に表示しない]…口座番号・名
　義の表示/非表示を設定します。口座番号・名義は購入者に送信され
　る購入確認メールに記載されます。
・[銀行振込での支払いを受け付ける]…通常の銀行振込を利用する場合
　ははこちらを選択します。
・[支払い先に指定する銀行口座]…利用する銀行口座を設定します。
・[支払い先に指定する銀行口座]他の口座も追加する…利用する銀行口
　座を複数設定します。
・①[ご利用案内ページ 注意書き]…ご利用案内に表示する注意書きを
　設定します。
・②[カート内お支払い方法選択 注意書き]…ショッピングカートに表
　示する注意書きを設定します。
・[UFJニコス支払上手での支払いを受け付ける]…支払上手での銀行振
　込を利用する場合はこちらを選択します。加盟店コードと加盟店パス
　ワードを記入して、利用する銀行を選択します。支払上手を利用する
　には、UFJニコス株式会社と別途契約する必要があります。
　※[グローバル設定]で英語を選択している場合、UFJニコス支払上手
　はご利用になれません。

●銀行振込

ご利用案内

ショッピングカート
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ショップ運用設定　　お支払い方法設定：郵便振替

お支払い方法を設定します。

・[口座番号・名義などを「ご利用案内」に表示しない]…口座番号・名
　義の表示/非表示を設定します。口座番号・名義は購入者に送信され
　る購入確認メールに記載されます。
・[支払い先に指定する郵便口座]…利用する郵便口座を設定します。
・①[ご利用案内ページ 注意書き]…ご利用案内に表示する注意書きを
　設定します。
・②[カート内お支払い方法選択 注意書き]…ショッピングカートに表
　示する注意書きを設定します。

●郵便振替

ご利用案内

ショッピングカート
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ショップ運用設定　　お支払い方法設定：代金引換

お支払い方法を設定します。

・[代金引換支払いに利用する業者]…利用業者を選択します。
・[代金引換手数料]代金引換手数料一律…お支払金額にかかわらず一律
　で手数料を加算します。
・[代金引換手数料]下記の対照表で計算する…お支払金額ごとに手数料
　を加算します。
・[代金引換手数料無料設定]…一定の金額から無料にする場合は[代金
　引換手数料無料設定を有効にする]にチェックをして、無料になる金
　額を設定してください。また、無料にする金額の対象を選択して下さ
　い。
・①[ご利用案内ページ 注意書き]…ご利用案内に表示する注意書きを
　設定します。
・②[カート内お支払い方法選択 注意書き]…ショッピングカートに表
　示する注意書きを設定します。

●代金引換（代引き）

ご利用案内

ショッピングカート
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ショップ運用設定　　お支払い方法設定：クレジットカード

ご利用案内ページに表示するお支払い方法を設定します。

・[取り扱い可能なカードの種類]…決済可能なクレジットカードを選択します。
・[ご利用案内ページ 注意書き]…ご利用案内に表示する注意書きを設定します。
・[カート内お支払い方法選択 注意書き]…ショッピングカートに表示する注
　意書きを設定します。
・[ソネット決済での支払いを受け付ける]…ソネット決済でのクレジットカー
　ド決済を利用する場合はこちらを選択します。加盟店コードを記入して、ご
　利用可能なソネット決済を選択します。ソネット決済サービスを利用するに
　は、ソネットと別途契約が必要です（現在新規契約は終了しています）。
・[クロネコ＠ペイメント決済での支払いを受け付ける]…クロネコ＠ペイメン
　トを利用する場合はこちらを選択します。加盟店コードを記入します。クロ
　ネコ＠ペイメントを利用するには、ヤマトフィナンシャル(株)と別途契約す
　る必要があります。
・[NPコネクトライトでの支払いを受け付ける]…ネットプロテクションズ決済 
　でのクレジットカード決済を利用する場合はこちらを選択します。加盟店コ
　ードとSPコードを記入します。ネットプロテクションズ決済を利用するには
　（株）ネットプロテクションズと別途契約する必要があります。
・[GMOペイメントでの支払いを受け付ける]…GMOペイメントでのクレジットカ
　ード決済をを利用する場合はこちらを選択します。ショップIDとショップパ 
　スワードを記入します。GMOペイメントを利用するには、GMOペイメント株式
　会社と別途契約する必要があります。
・[UFJニコス支払上手での支払いを受け付ける]…支払上手でのクレジットカ
　ード決済を利用する場合はこちらを選択します。加盟店コードと加盟店パス
　ワードを記入して、総合決済で利用する収納口を選択します。支払上手を利
　用するには、UFJニコス株式会社と別途契約する必要があります。
・[こうべdeカードECでの支払いを受け付ける]…こうべdeカードECでのクレジ
　ットカード決済を利用する場合はこちらを選択します。ショップIDを記入し
　ます。こうべdeカードECを利用するには、神戸商工会議所と別途契約する必
　要があります。

●クレジットカード
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ショップ運用設定　　お支払い方法設定：電子マネー

ご利用案内ページに表示するお支払い方法を設定します。

・[ソネット決済での支払いを受け付ける]…ソネット決済での電子マネー決済を利用する場合はこちらを選択します。
　加盟店コードを記入して、ご利用可能なソネット決済を選択します。ソネット決済サービスを利用するには、ソネ
　ットと別途契約が必要です（現在新規契約は終了しています）。
・[UFJニコス支払上手での支払いを受け付ける]…支払上手での電子マネー決済を利用する場合はこちらを選択しま
　す。加盟店コードと加盟店パスワードを記入して、利用する電子マネーを選択します。支払上手を利用するには、
　UFJニコス株式会社と別途契約する必要があります。

●電子マネー
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ショップ運用設定　　お支払い方法設定：コンビニ払い

ご利用案内ページに表示するお支払い方法を設定します。

・[NP後払いでの支払いを受け付ける]…NP後払いでのコンビニ決済を利用する場合はこちらを選択します。加盟店コ
　ードと請求書発行手数料の設定を記入します。NP後払いを利用するには、GMOペイメント株式会社と別途契約する
　必要があります。
・[UFJニコス支払上手での支払いを受け付ける]…支払上手でのコンビニ決済を利用する場合はこちらを選択します。
　加盟店コードと加盟店パスワードを記入して、利用するコンビニを選択します。支払上手を利用するには、UFJニ
　コス株式会社と別途契約する必要があります。
・[こうべdeカードECでの支払いを受け付ける]…こうべdeカードECでのコンビニ決済を利用する場合はこちらを選択
　します。ショップIDを記入します。こうべdeカードECを利用するには、神戸商工会議所と別途契約する必要があり
　ます。

●コンビニ払い
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ショップ運用設定　　お支払い方法設定：PayPal

お支払い方法を設定します。

・PayPalアカウントのメールアドレス…PayPal登録に使用したメールアドレスを記入し
　ます。PayPalを利用するには、PayPalに登録する必要があります。
・PayPalで表示する、ショップ名…PayPal管理画面で表示するショップ名を記入します。
・[ご利用案内ページ 注意書き]…ご利用案内に表示する注意書きを設定します。
・[カート内お支払い方法選択 注意書き]…ショッピングカートに表示する注意書きを
　設定します。

●銀行振込

63 / 106



ショップ運用設定　　送料設定

送料を設定します。

・発送方法を追加する…新しい発送方法を設定します。 
・送料を設定する…発送方法の詳細な設定をします。
・[送料全体設定]送料無料設定…送料を一定の金額から無料にする場合は[送料無料設定を有効にする]に
　チェックをして、無料になる金額、送料無料になるまでの金額のメッセージ表示/非表示を設定します。
・送料オプション項目…クール便等の別途発生する追加料金を設定します。
・送料についての注意書き…注意書きを記入します。ご利用案内に表示されます。

●各項目説明
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ショップ運用設定　　送料設定

送料を設定します。

送料の計算方法は、全エリア一律/地域別送料/重量別送料/自動計算しない、の4つ
から選択します。
・全エリア一律…全エリアで一律の送料を設定します。 
・地域別送料…都道府県別に送料の設定をします。[変更する]をクリックして地域
　別設定画面に移動します。
・重量別送料…重量と都道府県別に送料の設定をします。重量レベルの区分名と区
　分範囲を記入します。[変更する]をクリックして重量別設定画面に移動します。
　こちらの計算方法を利用する場合は、商品情報に重量の記入が必要になります。
・自動計算しない…送料欄に「別途ご連絡」と表示されます。
・運送保険料設定…海外等の発送に保険料を設定します。
・送料オプション項目…クール便等の別途発生する追加料金を設定します。
・送料についての注意書き…注意書きを記入します。ご利用案内に表示されます。

●送料の計算方法

ご利用案内

地域別送料設定画面 重量別送料設定画面
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ショップ運用設定　　送料設定

送料を一括で設定します。送料は、以下の設定を組み合わせて自動計算します。

●送料の計算方法を設定します。

商品管理ページから特別指定特定の商品だけ自動計算を利用せず、例外的に送料を設定したい

商品別に指定する

全エリア一律

地域別送料

重量別送料

サイズや重さ・送り先にかかわらず、全エリアで一律の送料を設定したい

サイズや重さにかかわらず、送り先都道府県ごとに一律で送料を設定したい

サイズや重さ・送付先ごとに送料を設定したい

一括で指定する

自動計算しない送料の自動計算を利用せず、個別にメールで連絡したい

送料無料設定

送料オプション

一定金額以上の購入者は、送料を無料にしたい

クール便や特別梱包など、送料にオプションをつけたい

通常の送料に条件をつけて指定する
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ご利用案内

ショップ運用設定　　送料設定

送料の設定方法をご説明します。

重量別送料

「重量別送料」を選択して送料を記入してページ
最下部の「変更する」ボタンをクリックします。
①区分名…サイズ名をつけます。
②区分範囲：表現…サイズ表現を記入します。
ショップ側の「商品詳細」に表示されます。
②区分範囲：単位…サイズの単位を記入します。
ショップ側の「ご利用案内」に表示されます。
③区分範囲…送料が適用される範囲を半角数字で
記入します。

※右図の例
購入総重量が0cm～2cm未満ならば、サイズ60（最小）の送料
が適用されます。

※必ず「上記の値以上」も設定してください。

「全エリア一律」を選択して送料を記入して下さい。

全エリア一律

「自動計算しない」を選択して下さい。

自動計算しない

「地域別送料」を選択して、ページ最下部の「変更する」
をクリックします。

次の「地域別送料入力画
面」に移動して、都道府
県別に送料を記入後、ペ
ージ最下部の「設定処理
を完了する」をクリック
します。

地域別送料

陳列中商品/準備中商品の内容変更画面

次に、「陳列中商品設定」または「準備中商品設
定」画面から、各商品の「内容を変更する」ボタ
ンをクリックして詳細ページに移動します。
商品基本情報の「重量別送料適用時の重さ」欄に
重量を記入します。ここに記入する重さは、実際
の重さでなくても構いません。送料を適用するた
めの仮の重量です。
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送料オプション

ショップ運用設定　　送料設定

送料無料設定

「送料無料設定を有効にする」にチェ
ックを入れて、送料が無料になる購入
金額を記入します。

送料オプション項目に加算さ
れる追加料金を設定して、ペ
ージ最下部の「変更する」ボ
タンをクリックします。

重量別送料適用時は、次の「重量別送料入力画面」
に移動して、オプション料金を記入後、ページ最下
部の「設定処理を完了する」をクリックします。

アクセサリーショップＡさんの送料設定CASE1

お客様に分かりやすく全国一律500円にしたいのですが、ガラス細工の商品だけは梱包の関係で、
送料が700円になってしまいます。特定の商品だけ、例外的に別の送料にすることはできますか？

こんなふうに設定します

管理画面の「ショップ運営設定」内の「送料設定」ページを
開きます。�
�
「全国一律」を選択して、500円と記入。ページ最下部の「
変更する」をクリックして送料を一括指定します。

次にメニューの「商品管理」内の「陳列中商品設定」または
「準備中商品設定」ページから、例外的に設定する商品の「
内容を変更する」ボタンをクリックして詳細ページに移動し
ます。
※商品を新規登録する場合は「商品新規登録」画面へ移動します。

商品基本情報の「送料」欄に、送料700円を記入します。この
場合、「送料設定」で記入した送料と比較して高い方の金額
が適用されますので、この商品を購入すると送料は700円にな
ります。

商品管理ページから特別指定全国一律 ＋

「商品管理」の「新商品登録」画面また
は「陳列中商品設定」「準備中商品設定」
の各商品の詳細画面に、その商品だけに
適用される送料を設定します。こちらで
設定された送料は、一括指定した送料と
比較して高い方が適用されます。ただし「個別設定」「単独設定」にチェックすると
下図のルールにしたがって計算されます。

商品管理ページから特別指定

陳列中商品変更

個別設定にチェック

他の商品と複数購入

単独設定にチェック 両方にチェック

一括指定と特別指定を比較
して高い方を適用します。

一括指定と特別指定を比較
して高い方を適用します。 特別指定を適用します。

特別指定を適用します。

指定商品のみ購入

指定商品のみ複数購入 特別指定×数量を適用します。

特別指定＋他の商品送料を適用します。
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ショップ運用設定　　送料設定

産地直送食材ショップＣさんの送料設定CASE3

地域別送料を設定しています。野菜などは常温で送っているのですがカニや魚類は冷蔵で送りた
いのです。特定の商品だけ、クール便料金100円を頂くことはできますか？

こんなふうに設定します

管理画面の「ショップ運営設定」内の「送料設定」ページを
開きます。�
�
「地域別送料」を選択します。

次に「送料オプション項目」に追加料金を設定します。�
項目名に「クール便（冷蔵）」、追加料金「100」円を設定し
ます。
※「重量別送料」を選択した場合、重量別にオプション料金
を設定できます。

地域別送料 ＋ 送料オプション

記入したら、ページ最下部の
「変更する」をクリックして
地域別送料入力画面に移動し
ます。

「クール便の追加料金を適用
する 」にチェックします。

地域別送料入力画面では、都道府県別に送料を記入します。

次にメニューの「商品管理」内の「陳列中商品設定」または「準備中商品設定」ページから
クール料金を適用したい商品の「内容を変更する」ボタンをクリックして詳細ページに移動
して詳細ページに移動します。
※商品を新規登録する場合は「商品新規登録」画面へ移動します。

家電ショップＢさんの送料設定CASE2

重さやサイズ、送り先によって送料が変わります。例えば、関東から関西への発送で単品購入で
すと、冷蔵庫52kgで3600円と炊飯器4kgで500円なのですが、60kgまでは3600円で済むので両方購
入の場合でも3600円になります。複数購入時の送料が重複しないように設定できますか？

こんなふうに設定します

管理画面の「ショップ運営設定」内の「送料設定」ページを
開きます。�
�
「重量別送料」を選択して、送料の区分範囲を記入します。

Ｂさんのショップの場合、送料は
７段階。総重量が増えるごとに送
料が上がっていくシステム。
まずは送料を分類する基準になる
単位を「kg」に。区分名は5kgまで
の「最小」から、60kg以上の「最
大」まで７つ記入。各区分名の送
料が適用される数値を区分範囲に
記入します。記入したら、ページ
最下部の「変更する」をクリック
して重量別送料入力画面に移動し
ます。

商品基本情報の「重量別送料適用時の重さ」欄に、各商品の重量を記入します。冷蔵庫なら
50、炊飯器は4です。

まとめて複数商品の重量を設定する場合は、CSVファイルで商品情報をダウンロード後、一括
登録して下さい。

重量別送料

重量別送料入力画面では、都道府県別に送料を記
入します。

次にメニューの「商品管理」内の「陳列中商品設定
」または「準備中商品設定」ページから、各商品の
「内容を変更する」ボタンをクリックして詳細ペー
ジに移動して詳細ページに移動します。
※商品を新規登録する場合は「商品新規登録」画面
へ移動します。
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ショップ運用設定　　発送方法設定

発送方法のオプションを設定します。

・送り主…商品の送り主をショップ以外に設定可の場合はチェックします。 
・日本国外発送設定…海外への発送可の場合はチェックします。  
・お届け日指定…お届け日指定可の場合はチェックします。 
・お届け時間指定お届け時間指定可の場合はチェックします。
・注文日からのお届け可能な日数…受注日から発送作業にかかる日数を設定します。未記入の場合は翌
　日から指定可になります。 
・お届け可能時間帯…時間帯指定を設定します。
・お届け日指定に関する備考…注意事項や説明などを記入します。

●各項目説明

ショッピングカートお客様記入欄
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ショップ運用設定　　用途・オプション設定

商品の用途やオプションを設定します。

ショッピングカートオプション選択画面

・[用途設定]「用途名」文言変更…ショッピングカートに表示されている「用途」の文言を変更します。
・[用途設定]用途名…用途名を設定します。
・[オプション設定]「オプション名」文言変更…ショッピングカートに表示されている「オプション」の文
　言を変更します。
・[オプション設定]オプション選択欄…オプション名とオプション追加時に加算される金額を設定します。
・[オプション設定]オプション備考欄用コメント…ショッピングカートのオプション選択画面に表示されま
　す。 
 

●各項目説明
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ショップ運用設定　　お問い合わせアンケート設定

お問い合わせ時、フォームに設置するアンケートを設定します。 お問い合わせ画面

・新しくアンケートを登録する…フォームに表示する質問を新しく登録します。
・[現在登録されている質問一覧]非表示にする…質問を一覧から外します。
・[現在登録されている質問一覧]内容を変更する…質問の変更画面に移動します。
・[現在登録されている質問一覧]削除する…質問を削除します。

●各項目説明
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ショップ運用設定　　会員登録アンケート設定

会員登録時、フォームに設置するアンケートを設定します。 会員登録画面

・新しくアンケートを登録する…フォームに表示する質問を新しく登録します。
・[現在登録されている質問一覧]非表示にする…質問を一覧から外します。
・[現在登録されている質問一覧]内容を変更する…質問の変更画面に移動します。
・[現在登録されている質問一覧]削除する…質問を削除します。

●各項目説明
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ショップ運用設定　　カートアンケート設定

商品購入時、ショッピングカートに設置するアンケートを設定します。

ショッピングカートオプション選択画面

カートアンケート新規登録画面

・新しくアンケートを登録する…商品購入時、ショッピングカートに表示する質問を新しく登録します。
・[現在登録されている質問一覧]非表示にする…質問を一覧から外します。ショップ側の該当項目も非表示になります。
・[現在登録されている質問一覧]内容を変更する…質問の変更画面に移動します。
・[現在登録されている質問一覧]削除する…質問を削除します。

●カートアンケート設定

・質問…アンケートの質問を設定します。
・並び順…アンケート一覧での並び順を設定します。
・必須…アンケートを必須にするか、または必須にしないかを設定します。

●カートアンケート新規登録
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ショップ運用設定　　カート備考欄設定

ショッピングカート備考欄のコメントを設定します。

・備考欄用コメント…ショッピングカートに表示するコメントを設定します。
●各項目説明

ショッピングカート備考欄
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ショップ運用設定　　カートメルマガ欄設定

ショッピングカート購入者情報入力欄のメールマガジン欄を設定します。

ショッピングカート購入者情報入力画面

・メルマガの配信を希望しますか？欄…ショッピングカートのメルマガ欄表示
　/非表示を設定します。
・メルマガの配信を希望しますか？欄質問内容変更…質問内容を変更します。

●各項目説明
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ショップ運用設定　　ポイント機能

ポイント制度を設定します。

・ポイント制度を利用する…ポイント制度を利用する/しないを選択します。
・購入時のポイント設定…指定した金額ごとに1ポイント発行します。
・自動承認する…受注時に自動的にポイントを発行する/しないを選択しま
　す。自動承認しない場合、ポイントの承認は、受注管理の[ポイント履歴]
　で行います。
・利用時のポイント設定…ポイント利用時の条件を設定します。
・お客様情報登録時のポイント設定…お客様情報登録時にポイントを発行し
　ます。
・ポイント有効期限…ポイントを利用できる期限を設定します。
・ご利用案内表示（タイトル）…ご利用案内に表示する、ポイント制の説明
　タイトルを記入します。
・ご利用案内表示…ご利用案内に表示する、ポイント制の説明文を記入しま
　す。
・[支払い方法に応じた追加時のポイントレート]…お支払方法別にポイント
　を発行するレートを設定します。

●各項目説明

ポイント履歴

ご利用案内
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ショップ基本設定　　登録情報変更

おちゃのこネットに登録した、お客様のアカウント情報を変更します。

・氏名/氏名カナ…ショップ担当者の氏名を記入します。
・郵便番号/都道府県/住所…ショップの住所を記入します。
・生年月日/性別…ショップ担当者の生年月日、性別を記入します。  
・TEL/FAX…ショップの電話番号、FAX番号を記入します。
・E-mail…ショップ担当者のメールアドレスを記入します。受注メールやお問い合わせ、
　おちゃのこネットからのお知らせは、このメールアドレスに送信されます。   

●お客様情報

・法人区分…法人の形式を選択します。 
・会社名/会社名カナ…法人名を記入します。
・郵便番号/都道府県/住所…ショップの住所を記入します。  
・TEL/FAX…ショップの電話番号、FAX番号を記入します。
・資本金/設立年月日/業種…法人の資本金、設立年月日、業種を記入します。

●会社情報

・法人代表者名/法人代表者名カナ…法人の代表者の指名を記入します。
・TEL/E-mail…法人の代表連絡先を記入します。

●法人代表者情報

・ショップ担当者名/ショップ担当者名カナ…ショップ担当者の氏名を記入します。 
・部署・課名/役職名/ご連絡先TEL…ショップ担当者の部署、役職名、電話番号を
　記入します。
・ご連絡先E-mail…ショップ担当者のメールアドレスを記入します。受注メール　
　やお問い合わせ、おちゃのこネットからのお知らせは、このメールアドレスに　
　送信されます。

●ショップ担当者情報

・ショップ名/ショップ名カナ…ショップ名を記入します。
・自社サイトURL…おちゃのこネットの他に自社サイトがある場合はURLを記入し
　ます。 
・カテゴリ…ショップのカテゴリを選択します。
・ログインパスワード…ログインパスワードを変更する場合のみ、記入します。

●ショップ情報

法人のお客様

個人のお客様

登録情報変更（個人）
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ショップ基本設定　　契約コース変更

おちゃのこネットの契約コースを変更します。

・[契約期限日]…契約の期限を表示しています。
・[現在の登録コース]…現在ご利用中のコースを表示しています。 
・[支払い方法]…お支払方法を変更します。
・[変更希望コース]…ご希望になる契約コースを選択してください。 
・[独自ドメイン]…現在独自ドメインをご利用の方、これからご利用になりたい方は、
　ドメイン名を記入してください。

●各項目説明
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ショップ基本設定　　退会手続

おちゃのこネットからの退会手続きをします。

・退会する…アカウント内のデータを全て消去しておちゃのこネットを退会します。
・[アンケート]…お手数ですが、ご記入下さい。 

●退会手続
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ショップ基本設定　　特定商取引法設定

特定商取引法に基づいた表示を設定します。

インターネット通販で商品を販売する場合、販売主はお客様に対して
以下の項目を表示をすることが特定商取引法によって義務づけられています。
・ショップの名前…ショップの名前を記入します。
・販売主…会社名（法人）またはショップ名（個人）を記入します。  
・販売主：所在地/電話番号/ファックス番号…ショップの情報を記入します。 
・販売主：担当者メールアドレス…問い合わせ先のメールアドレスを記入します。[画像で表示する]をチェックするとメー
　ルアドレスが画像で表示されます。スパムメールの対策にご利用下さい。
・販売主：BCCメールアドレス…担当者メールアドレスに送信される、注文確認メールや問い合わせメールを指定のメール
　アドレスにBCCで送信します。こちらに記入したメールアドレスは[特定商取引法表示]ページには表示されません。 
・販売責任者：担当者名…ショップの販売担当者名を記入します。
・商品代金以外の必要経費…送料等、商品代金以外の必要経費を記入します。  
・注文の受付方法…受付方法を記入します。
・商品代金の支払い時期…商品代金をいつ支払うかを記入します。
・商品の引渡し時期…受注から到着までの時間を記入します。
・お支払い方法…お支払い方法の変更はショップ運用設定の[お支払い方法設定]から変更してください。 
・返品・返金について…返品・返金する際の条件を記入します。
・資格・免許…販売に特別の資格や免許が必要な場合は記入します。

●各項目説明

特定商取引法表示
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ショップ基本設定　　ご利用案内設定

ご利用案内の表示を設定します。

・ご利用案内の表示…ご利用案内ページの[お買い物の流れ][送料について][お支払い方法について]の表示/非表示を設定ます。
　アフィリエイトサイト等で商品の販売を行わない場合、非表示を設定します。 
・お買い物の流れコメント…ご利用案内ページの[お買い物の流れ]上部に表示するコメントを設定します。

●各項目説明

ご利用案内
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ショップ基本設定　　メタタグ設定

ホームページのメタタグを設定します。

・タイトル…画面の一番左上に表示されます。
・ディスクリプション…ホームページの説明文を書き込みます。先頭に近いところにキーワードを置いて書きま
　す。検索エンジンによっては、検索結果にそのまま表示されますので、お客様の注意を引くために重要なタグ
　です。ショップ側の画面には表　示されません。
・キーワード…半角のカンマでつないで検索エンジンに拾ってほしいキーワードを羅列します。ショップ側の画
　面には表示されません。 
・ヘッダー…ショップ全ページの<HEAD>～</HEAD>に挿入するタグを記入します。
・Googleサイトマップ…Googleウェブマスターツール用のサイトマップファイルです。

【Googleサイトマップ】
　Google社のGoogleウェブマスターツール用URL。Googleの検索結果で上位に掲載するための、サイトの評価や診断に受けられるサービス。

●各項目説明
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ショップ基本設定　　グローバル設定

海外向けのショップ設定を行います。

・言語設定…ショップに表示される言語を設定します。言語を変更しても、登録した商品情報や送
　料、お支払い方法、登録者情報は変更されません。
・通貨設定…ショップ内の通貨単位を設定します。「円（Yen）」を設定すると、小数点以下の価
　格は切捨てになります。通貨単位を変更しても、登録した価格情報は変更されません。
・タイムゾーン…お住まいのタイムゾーンを設定します。

●各項目説明
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ショップ基本設定　　グローバルサイトリンク設定

多言語サイトなど別サイトへのリンクを設定します。

・[グローバルサイトリンク利用設定]…グローバルサイトリンク機能を利用する/利用しないを設定します。
・[グローバルサイトリンク表示設定]タイトル…多言語サイトへのリンク説明を記入します。
・[グローバルサイトリンク表示設定]表示方法…多言語サイトへのリンク表示を設定します。
・[グローバルサイトリンク表示設定]表示方法…リンクを新しいウインドウで開きます。

●各項目説明

※ショップサイト右上（テンプレートにより異なります）に表示されます。
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ショップ基本設定　　グローバルサイトリンク一覧

現在登録されているグローバルサイトリンクを一覧で表示します。

・新しくリンク先を登録する…新しくグローバルリンクを追加します。
・[現在登録されているリンク一覧]内容を変更する…リンクの内容を変更します。
・[現在登録されているリンク一覧]削除する…リンクを削除します。
・[現在登録されているリンク一覧]並び順…リンクの並び順を変更します。

●グローバルサイトリンク一覧

・リンク名表示…リンク名表示を設定します。
・リンク名…リンク名を設定します。
・リンク先URL…リンク先のURLを設定します。
・画像…リンクする画像を設定します。
・並び順…リンクの並び順を設定します。

●グローバルサイトリンク新規登録
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ショップ基本設定　　エリア設定

送料エリアに国を分類します。

・[エリア検索]絞り込む…エリア一覧から、国名で該当
　するエリアを検索します。
・[新しいエリア]登録する…新しくエリアを登録します。
・[エリア一覧]内容を変更する…エリア名を変更します。
・[エリア一覧]非表示にする…エリアを一覧から外しま
　す。非表示のエリアに含まれる国は、お届け先の国リ
　ストに表示されません。
・[エリア一覧]国一覧を見る…エリアに含まれる国一覧
　画面に移動します。
・[非表示になっているエリア]取り出す…非表示になっ
　ているエリア情報を一覧に戻します。
・[非表示になっているエリア]削除する…非表示になっ
　ているエリア情報を削除します。

・[一括設定]チェックした国のエリアを変更する…チェ
　ックした国を一括で別のエリアに移動します。
・[一括設定]チェックした国を非表示にする…チェック
　した国を一括で一覧から外します。非表示にした国は
　お届け先の国リストに表示されません。
・[所属エリア]非表示にする…国を一覧から外します。
　非表示の国は、お届け先の国リストに表示されません。
・[非表示になっている国]取り出す…非表示になってい
　る国を一覧に戻します。
・[国の追加]変更する…どのエリアにも属していない国
　をリストに追加します。

●各項目説明
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ショップ基本設定　　税金設定

税金の設定を行います。

・[税表示設定]…価格の税別、税込を設定します。日本国内を対象に販売される場合
　は[内税]が義務付けられています。外税の場合は、[税率設定]で購入した国による
　税率を設定する必要があります。
・[端数処理設定]…税金計算の端数処理を選択します。
・[ご利用案内注意書き]…ご利用案内に表示される税金についての注意書きを記入し
　ます。

●各項目説明

88 / 106



ショップ基本設定　　税率設定

購入した国別に税率を設定します。

・[税率設定]登録する…国別に税名をつけて税率を設定します。
・[税率設定済み一覧]内容を変更する…税率設定を変更します。
・[税率設定済み一覧]削除する…税率設定を削除します。

●各項目説明
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ショップ基本設定　　会員グループ設定

会員グループの登録します。

・[会員グループ新規登録]登録する…新しく会員グループを作ります。
・移動する…会員グループを一括で移動させます。個別に移動させる場合は、受注管理の
　[登録者情報一覧]から移動させて下さい。
・削除する…登録者を移動してグループを削除します。
・[新規登録者の会員グループ設定]…新規登録時に自動で振り分けられるグループを指定
　します。

●各項目説明
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ショップ基本設定　　会員制限設定

会員制限機能を設定します。

・[会員制限利用設定]…会員制限機能を利用する/しないを選択します。
・[会員制限利用設定]ご利用案内表示（タイトル）…ご利用案内に表示する、会員制限の
　説明タイトルを記入します。
・[会員制限利用設定]ご利用案内表示…ご利用案内に表示する、会員制限の説明文を記入
　します。
・ショップへのアクセス…アクセス可/不可を選択します。
・商品価格の表示…会員割引率を設定します。

●各項目説明
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ショップ基本設定　　ご利用に際して設定

ご利用に際して欄を設定します。

・ご利用に際して…お客様登録画面のご利用に際して欄の表示/非表示を設定します。
・カート内表示設定…ご利用に際して全文のリンク表示/全表示を設定します。
・ご利用に際して本文…ご利用に際して欄に表示する文章を設定します。

●各項目説明

お客様登録画面
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ショップ基本設定　　登録完了メール設定

お客様情報登録時にお客様に自動返信する登録完了メールを設定します。

・件名…メールの件名を記入します。 
・本文…メールの本文です。
・担当者にテストメールを配信する…担当者宛にテストメールが送信されます。 

●登録完了メール

件名：{Name}様　ご登録有難うございます。 

メール本文：

《○○オンラインショップご登録完了メール》

ご登録有難うございました。
下記内容でのご登録を完了いたしました。
なお、この確認メールは自動で配信しております。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○ ご登録者名　　　　　：{Name}様
○ ご登録メールアドレス：{Email}
○ ご登録パスワード　　：{Password} 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

上記の内容で間違いがないか必ずご確認ください。
万一お申し込みに覚えがない場合や
記載内容に間違いがある場合は
ご面倒ですが下記までメールにてお知らせください。

shop@***.ocnk.net

今後とも○○オンラインショップをどうぞよろしくお願いいたします。

*************************************
○○オンラインショップ
担当：御茶野彩子
shop@***.ocnk.net
〒***-****
神戸市○○
TEL.078-***-**** FAX.078-***-****
http://***.ocnk.net/
*************************************

登録完了メールサンプル
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ショップ基本設定　　メールアドレス設定

ショップ用のメールアドレスを作成します。

・メールアドレス作成画面にログイン…メールアドレス作成・変更のための別画面（QmailAdmin）に移動します。
・メールアドレス作成方法…QmailAdminでの作成方法を解説しています。

●各項目説明
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ショップ基本設定　　注文確認メール設定

受注時にお客様に自動返信する注文確認メールを設定します。

・受注番号を転記する…購入者に送信される注文確認メールに受注番号を転記する/しないを設定します。ショップ担当
　者に送信されるメールには設定に関係なく受注番号を記載します。 
・受注番号開始番号設定…受注番号の開始数値を指定すます。 
・注文確認メールを設定する…注文確認メールの本文を設定します。

●注文確認メール設定

・自動返信メール題名…メールの件名を記入します。
・メール本文：冒頭部分…メールの前半部分です。
・メール本文：受注内容…受注内容が自動的に挿入され
　ます。受注内容を挿入しない場合は、「受注確認メー
　ルに受注内容を転記しない」にチェックを入れます。
・メール本文：署名部分…メールの後半部分です。署名
　はここに記入します。
・担当者にテストメールを配信する…担当者宛にテスト
　メールが送信されます。

●ご注文メール

件名：{Name}様　ご注文有難うございます。 

メール本文：

《○○オンラインショップご注文確認メール》

ご注文有難うございました。
下記内容でのご注文を受付いたしましたのでご確認ください。
なお、この確認メールは自動で配信しております。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○ ご注文の内容  テスト商品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ご注文難うございます！
上記の内容で間違いがないか必ずご確認ください。

万一お申し込みに覚えがない場合や
記載内容に間違いがある場合は
ご面倒ですが下記までメールにてお知らせください。

shop@***.ocnk.net

なお発送に際しましてはあらためてメールにてご案内いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

*************************************
○○オンラインショップ
担当：御茶野彩子
shop@***.ocnk.net
〒***-****
神戸市○○
TEL.078-***-**** FAX.078-***-****
http://***.ocnk.net/
*************************************

注文メールサンプル注文確認メール設定：PC版設定
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ショップ基本設定　　パスワード通知設定

お客様がパスワードを問い合わせた際に自動返信する、パスワード通知メールを設定します。

・メール送信…定型文を利用する/しないを設定します。
・メール題名…メールの件名を記入します。
・メール本文…メールの本文を記入します。パスワードは自動返信されます。必ず本文中に{Password}を記入して下さい。
・携帯用メール題名…携帯用のメールの件名を記入します。
・携帯用メール本文…携帯用のメールの本文を記入します。パスワードは自動返信されます。必ず本文中に{Password}を記入
　して下さい。
・担当者にテストメールを配信する…担当者宛にテストメールが送信されます。

●パスワード通知メール

件名：{Name}様 新しいパスワードをお知らせします。

メール本文：

【○○オンラインショップよりパスワードのお知らせ】
お客様パスワードを再発行いたしました。
今後とも○○オンラインショップをよろしくお願い致します。
なお、この確認メールは自動で配信しております。

新しいパスワード: {Password}

*************************************
○○オンラインショップ
担当：御茶野彩子
master@***onlineshop.ocnk.net
〒***-****
○○市○○区○○1-2-3
TEL：012-345-**** FAX：012-345-****
http://***onlineshop.ocnk.net/
************************************* 

パスワード通知メールサンプル
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ショップ基本設定　　携帯サイトアドレス通知設定

お客様の携帯にURLを自動返信する、携帯サイトアドレス通知メールを設定します。

・メール送信…URLのみの送信/内容を編集を設定します。
・メール題名…メールの件名を記入します。
・メール本文…メールの本文を記入します。URLは自動返信されます。必ず本文中に{Mobile}を記入して
　下さい。
・担当者にテストメールを配信する…担当者宛にテストメールが送信されます。

●携帯サイトアドレス通知メール

件名：携帯URLをお知らせします。

メール本文：

○○オンラインショップより携帯サイトURLをお知らせします。

携帯サイトURL: {Mobile}

今後とも○○オンラインショップをよろしくお願い致します。
なお、このメールは自動で配信しております。

*************************************
○○オンラインショップ
担当：御茶野彩子
master@***onlineshop.ocnk.net
〒***-****
○○市○○区○○1-2-3
TEL：012-345-**** FAX：012-345-****
http://***onlineshop.ocnk.net/
************************************* 

携帯サイトアドレス通知メールサンプル
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ショップ基本設定　　お問い合わせ通知設定

お客様からのお問い合わせに自動返信する、お問い合わせ通知メールを設定します。

・メール送信…お問い合わせ内容のみを送信/編集して送信を設定します。
・メール題名…メールの件名を記入します。
・メール本文…メールの本文を記入します。お問い合わせ内容は自動返信されます。必ず本文中に{Content}を記入して下さい。
・携帯用メール題名…携帯用のメールの件名を記入します。
・携帯用メール本文…携帯用のメールの本文を記入します。お問い合わせ内容は自動返信されます。必ず本文中に{Content}を
　記入して下さい。
・担当者にテストメールを配信する…担当者宛にテストメールが送信されます。

●お問い合わせ通知メール

件名：{Name}様　お問い合わせ有難うございます。 

メール本文：

《○○オンラインショップお問い合わせ確認メール》

お問い合わせ有難うございました。
下記内容でのお問い合わせを受付いたしましたのでご確認ください。
なお、この確認メールは自動で配信しております。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
お問い合わせ内容
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
{Content}
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

万一お問い合わせに覚えがない場合や
記載内容に間違いがある場合は
ご面倒ですが下記までメールにてお知らせください。

shop@***.ocnk.net

1～2営業日中にご返信いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

*************************************
○○オンラインショップ
担当：御茶野彩子
shop@***.ocnk.net
〒***-****
神戸市○○
TEL.078-***-**** FAX.078-***-****
http://***.ocnk.net/
*************************************

お問い合わせ通知メールサンプル
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携帯サイト管理　　テンプレート選択

携帯ショップのデザインを設定します。

デザインを選択して最下部にある「変更する」ボタンをクリックします。
テンプレートは第3世代携帯以外の場合、第3世代携帯の場合と分かれています。
※第3世代携帯端末はドコモではFOMA対応端末・auではWIN対応端末・Vodafoneでは3G対応端末を推奨環境です。

●テンプレート選択
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携帯サイト管理　　画像とコメントの設定

携帯ショップの画像とコメントを設定します。

・ショップ画像…ショップ名画像…ショップのロゴ画像を登録します。推奨画像サイズは[20KB以内]です。
　画像がない場合はショップ名がテキストで表示されます。[画像を削除する]をクリックすると登録されて
　いる画像を削除します。  
・トップページコメント…携帯サイトトップページに表示するコメントを設定します。
・携帯掲示板…携帯版の掲示板を使わない場合は、[利用しない]を選択してください。外部の掲示板を使用
　する場合は、URLを入力してください。
・携帯店長日記…携帯版の店長日記を使わない場合は、[利用しない]を選択してください。外部のBLOGを使
　用する場合は、URLを入力してください。

●画像とコメントの設定

・背景画像…ショップの背景画像を設定します。推奨画像サイズは[20KB以内]です。背景画像は第3世代携
　帯端末のみ表示されます。
・ヘッダー画像…ショップのヘッダー画像を設定します。推奨画像サイズは[20KB以内]です。ヘッダー画像
　は第3世代携帯端末のみ表示されます。

●背景画像
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携帯サイト管理　　商品一覧表示設定

商品一覧の表示を設定します。

・商品一覧ページ表示設定…携帯サイトの商品一覧の表示を選択します。
●各項目説明
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携帯サイト管理　　リンク集新規登録

携帯ショップのリンク集を設定します。

・リンク名…リンクするサイトのサイト名を記入します。 
・リンク先URL…リンクするサイトのURLを記入します。  
・コメント…リンク先に関するコメントを記入します。
・並び順…リンクする並び順を記入します。 

●画像とコメントの設定
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携帯サイト管理　　リンク集変更

携帯ショップのリンク集の一覧です。

・新しくリンク先を登録する…リンクを新しく登録します。
・[現在登録されているリンク一覧]内容を変更する…リンクの内容を変更します。
・[現在登録されているリンク一覧]削除する…リンクを削除します。
・[現在登録されているリンク一覧]並び順…移動させたい並び順を入力して「移動」ボタン
　をクリックします。

●各項目説明

103 / 106



携帯サイト管理　　フリーページ新規登録

フリーページを設定します。

・[フリーページの登録]ページ名…フリーページの名前です。左側メニューに表示されます。
・[フリーページの登録]ページ内容…フリーページの内容を記入します。[htmlエディタモード]と[通常編集モード]があ
　ります。エディタモードでは文字に装飾をかけることができます。携帯サイトでの利用可能HTMLタグにご注意下さい。
・[フリーページの登録]並び順…メニューの並び順を記入します。
・[フリーページの登録]表示…メニューへの表示/非表示を設定します。「非表示ボックスへ」にチェックを入れると完全
　に非公開となります。

●フリーページ新規登録各項目説明
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携帯サイト管理　　フリーページ変更

フリーページを設定します。

・新しくフリーページを登録する…フリーページ新規登録画面に移動します。 
・[現在登録されているフリーページ一覧]内容を変更する…フリーページの内容を変更します。
・[現在登録されているフリーページ一覧]非表示にする…フリーページを非表示にします。シ
　ョップ側から削除されます。
・[現在登録されているフリーページ一覧]メニュー非表示にする…フリーページへのリンクを左
　側メニューから削除します。フリーページ本体は削除されていません。
・[現在登録されているフリーページ一覧]メニュー表示する…フリーページへのリンクを左側メ
　ニューに表示します。
・[現在登録されているフリーページ一覧]並び順…移動させたい並び順を入力して「移動」ボタ
　ンをクリックします。
・[完全非表示になっているフリーページ]取り出す…完全非表示になっているフリーページをフ
　リーページ一覧に戻します。
・[完全非表示になっているフリーページ]削除する…フリーページを削除します。
・[完全非表示になっているフリーページ]非表示をすべて削除する…完全非表示になっているフ
　リーページを一括で削除します。

●各項目説明
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携帯サイト管理　　アクセス解析タグ設定

携帯サイト用のアクセス解析タグを設定します。

・アクセス解析タグ設定…携帯サイトアクセス解析用タグを設定します。携帯サイトでの利用可
　能タグにご注意下さい。

●各項目説明
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