
ご利用シーンに合わせた 3つのプラン

e-shopsカートSお問い合わせ窓口

レンタルサーバの機能

0570-666-370 cart2@e-shops.jp

エキスパート
全機能搭載の

各種最大容量の充実したプラン

各種プラン

ご利用料金 33,500円／月円／月 4,900円／月円／月

初期費用

販売手数料 無料

5,000点 15,000点 30,000点商品登録数

購入画面のスマホ対応

定期購入機能

カートに入れておく機能

株式会社ハンズ
〒411-0901　静岡県駿東郡清水町新宿823-1

プラン料金表のご案内

10：00～12：00 13：00～17：00（土日祝日を除く）

〇

〇

ホームページの
　　　テンプレート

フリーページ上限数

〇ー ー

ー ー ３０ページ

ー

制作会社・提携会社様へ

※ご案内価格は、すべて税込価格となっております。

無料無料

〇

〇

〇

〇

〇

10,000 円

自動生成（CMS）の機能

自動生成（CMS）の機能

充実した機能と安心のサポート体制充実した機能と安心のサポート体制

※詳しくはWEBへアクセス！またはお問合せ下さい。

物販以外の
利用も可

電話
サポート有手数料　   円0

導入店舗数

10,000以上
            の
安心カート

ネットショップをOPEN するならネットショップをOPEN するなら

※レンタルサーバor自動生成（CMS）機能をご利用希望の場合には、ドメインを1つ無料でご提供します。

1.13

プランスタンダード プランビジネス

機能の詳細は次ページへ

銀行振込（一括前払い）
半年一括と年間一括からご選択ください。
年間一括の場合には1ヶ月分割引されます。

クレジットカード
ご登録いただいたクレジットカードから
月ごとのお支払となります。

ご利用料金のお支払いについて
(※何れのお支払い方法でも、初回のご契約期間は、最低利用期間となります。）

電話サポート 〇 〇

データベース

11
   
安

〇

〇

〇 〇ー

プランエキスパート

7，97，900 円／月円／月

顧客・受注の
ブラックリスト登録機能

レンタルサーバの機能

FTP（ディスク容量） ３GB １０GB
※ご利用には、別途お申込み（無料）が必要です

１GB

ー １つ ３つ

10,000 円10,000 円

スタンダード
売上促進に必要な機能を
ご利用希望の方へ

ビジネス
効率よく受注を捌いたり、

WordPressのご利用を希望される方

e-shopsカートSをご紹介いただくことで
成約手数料と継続手数料を受けとれる、
とてもお得な制度です。ご登録はとても簡
単（無料）！ 規約をご確認の上、登録フォ
ームから申し込むだけです。

※WordPressのインストールをする際にはDBが必要です

全機能を大容量でご使用され
たい方

商品数や画像が多い方

毎月、沢山DM配信したい方

レンタルサーバもショッピン
グカートも同じ会社で一元管
理したい方

WordPress を使用してネット
ショップを構築されたい方

CMSを使用して、簡単にホー
ムページを作成し、早くネット
ショップを開店したい方

商品情報の更新が頻繁な方、
商品数が多い方

いたずら注文などを防止し
円滑に受注処理をしたい方

運用中のホームページがあり、
購入手続き機能だけが必要な方

定期購入をご利用希望の方

簡単にカゴに入れるボタンを
設置したい方

ホームページを他社サーバで
公開したい方
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充実した機能を月額固定費用のみでご利用可能

多岐外部サービスとの連携で幅の広い ショップの運営を自由に

e-shopsカートSは、初心者ショップ様から専業バリバリのショップ様まで
満足していただけると確信しています。（一部、プラン毎に利用できる機能の制限がございます。）

機能一覧

レンタルサーバ領域の提供がありますの
で、自動生成ページ（CMS）を利用し
ながら任意の自作ページをアップロード
してWEB に公開できます。
自作ページ以外にも pdf や xml、
Javascript、画像など、なんでも FTP で
独自ドメイン配下に公開できます。

HyBrid CMS

ページ自動生成（CMS）

自動生成ページ郡

レンタルサーバ

自作ページ郡

example-cms.com
ハイブリッド CMSEngine

アクセスを
振り分けます

連動可能な他社サービス
ネットショップ運営が可能

ゼロステップカート
常時 SSL 対応
3ステップカート
カートデザイン
商品お問い合わせフォーム
ついで買い機能
あと○○円で送料無料表示
会員登録機能
会員価格機能
配送先リスト登録
ギフト機能（複数配送）
送料自動計算
ラッピング選択
アンケート
領収証設定
備考欄設定
QRコード画像取得
会員マイページ

■受注管理
受注台帳機能
独自ステータス設定
購入経路管理
メモ機能
ブラックリスト登録機能
サンクスメール
メール定型文登録
帳票発行

■顧客管理
顧客台帳機能
顧客グループ
会員ランク設定
購入履歴参照
顧客一括登録
顧客データダウンロード
顧客一括変更機能

■マーケティング
レビュー機能
クーポン機能
One To One メール配信
ポイント機能
GoogleAnalytics タグ設定
コンバージョンタグ設定
アフィリエイト設定
Instagram ショッピング連携
Googleショッピング広告連携

■便利機能
イベントカレンダー
商品検索フォーム
イベントQRコード機能
画像一括アップロード
デスクトップ通知

■商品・在庫管理

受注データダウンロード
受注データ一括移動処理

商品台帳機能
属性別在庫設定
オプション設定
個別送料設定
販売数量制限設定
販売期間設定
在庫通知機能

■配送設定
宅配便複数登録
代引き手数料設定
配送日設定
送り状ソフト対応
配送なし設定
店頭渡し設定
特定地域送料設定

■支払い方法設定
利用可能金額設定
利用可能配送設定
任意の支払方法追加設定

■運用補助
開店・休止設定
レポート機能
特商法ページ設定
操作履歴確認
IP アドレス制限機能

ショップ様のニーズにあった様々な機能を実装しています

購入者様がメリットを感じる特典を設け
て購入の継続率をUP。
2 回目以降注文時の購入金額を減額す
る設定などが可能です。
客離れ防止にも役立ち、売り上げの安
定化にご活用いただけます。
（※スタンダードプラン以上にてご利用
可能。）

定期購入

決まったサイクルで
定期的に商品をお届け！

３月２月１月

1ヶ月目

1件目注文

2ヶ月目

2件目注文

1件目注文

3ヶ月目

3件目注文

2件目注文

1件目注文

1 回の注文で売上が
毎月累積されていきます

毎月決まった日にちに
商品をお届け！！

ビジネスプランと
エキスパートプラン限定の機能

※上記の決済サービスでは、クレジットカード・コンビニ・電子マネー・ネットバンクなどがご利用可能です。
　上記サービスのご利用にあたっては提供元の会社様とご契約が必要な場合がございます。

1.13

常時SSLに対応！！

カートに入れておく機能

画面移動がないから、気軽に
サッと商品をカートに投入できる !
ネットショップ上にある「カートに入れる」を
クリックすると、カート画面に移動することが
ありますが、本機能をご利用いただくと、
カート画面には移動せず、商品ページ上に
「カートに追加しました」とモーダルで表示
されるだけで、すぐまた他の情報や商品を閲
覧することができます。
（※ビジネスプラン、エキスパートプランで
ご利用可能。）

デスクトップ通知

管理画面にログインしていなく
ても、注文が入った時などに
Webブラウザのプッシュ通知で
検知可能！

注文情報の場合は、通知メッセージを
クリックすることで管理画面の受注明細
画面へ遷移します。（但し、ログインして
いない場合はログインする必要あり。）

ゼロステップ
　 カート

画面遷移 (ステップ ) の無い購入
手続き画面で且つ、PCやタブレッ
ト、スマホなど多くの端末で購入
しやすい！
従来の PCサイト向けの 3ステップカートと
比べて購入時のストレスやカゴ落ち（離脱率）
を減少させ、ショップ様の売上UPに貢献でき
るよう、郵便番号入力すると、自動で住所
入力したり、メールアドレス入力中に入力文字
をプレビューで大きめに表示したりと、様々な
施しを実装してあります。
（※スタンダードプラン以上のプランの
「ゼロステップカート」にてご利用可能。）

メールアドレスメールアアドレス

cart＠e-sho

cart＠e-sho

郵便番号 郵便番号を入力して下さい郵便番号 して下さい号 郵便番号を入力し

■カート関連機能

カートに追加しました
　　　　1点

購入を続ける 注文手続きへ

判図太郎様よりご注文がありました
（000000000000253）
支払方法：代金引換
購入金額：1,200円

注文情報を検知しやすい！
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