
通信販売業務向け パッケージシステム

システム概要

通信販売が多様化する中、販売する事業者へのお客様からの要望もどんどん高度化しています・・・

それに比例するかのように事務処理が多様化し、様々な業務効率化を考えて営業していかなくてこの先勝ち残れません！

競合他社に負けない体制を作るには何が必要か？ そのために必要な情報やシステムは？ そんなお悩みを改善します。

イシマルには通信販売業務向けパッケージシステムとして長年リリースしてきた i-Pack通販システム「ふるさと本舗」という

実績と経験を生かしたカスタマイズ対応可能なパッケージがあります。 今回様々なご要望から新バージョンをリリース！

『ふるさと本舗 NEXT』は、企業密着型の業務支援の「核(コア)」パッケージとして通販業界をリードしていきます。

ふるさと本舗 NEXT コンセプト

『『お客様と向き合ってお客様と向き合って』』をコンセプトにした自信満々のパッケージシステムをコンセプトにした自信満々のパッケージシステム

例えば例えば 店舗の店舗のPCPC--POSPOSと連携を可能に！と連携を可能に！ WebWebショップと連携を可能に！ショップと連携を可能に！

競合他社に勝つ為の競合他社に勝つ為の『『理想的理想的』』な通販システムを構築することが可能ですな通販システムを構築することが可能です

個人情報共有化構想個人情報共有化構想
イシマルが提案する

データベースデータベース
個人情報個人情報
注文情報注文情報
販促情報販促情報

通販システム通販システム POSPOSシステムシステム

WebShopWebShopシステムシステム

今までは･･･今までは･･･

それぞれの顧客管理を
別々のシステムで実施

でも実現困難だった･･･

これからは･･･これからは･･･

顧客管理を共有化し
一元化が可能に！

イシマルが提案します

顧客管理顧客管理
受注管理受注管理
ﾎﾟｲﾝﾄ管理ﾎﾟｲﾝﾄ管理
出荷管理出荷管理 等等

売上管理売上管理
顧客管理顧客管理
ﾎﾟｲﾝﾄ管理ﾎﾟｲﾝﾄ管理 等等

売上管理売上管理
顧客管理顧客管理
ﾎﾟｲﾝﾄ管理ﾎﾟｲﾝﾄ管理 等等



通販業界の通販業界の 『『ユーザーユーザー 』』

このような声に聞き覚えはありませんか？

ふるさと本舗 NEXT 概念図

通信販売業務向け パッケージシステム

なぜサービスがなぜサービスが
バラバラなの？バラバラなの？

伝票や送状発行は伝票や送状発行は
通販ではもう当然通販ではもう当然

●個人情報(所在/独自項目)
●問合せ、クレーム情報
●情報検索機能(購買履歴)
●注文情報(届先/請求先/配送)

入力や確認作業を簡素化することを
目的とした機能となります。

迅速に且つ正確に把握することを
目的とした機能となります。

●販促抽出
●各種出力(ﾗﾍﾞﾙ/ﾃﾞｰﾀ)
●イベント(CPO)関連情報

上手に活用し販促活動に繋ぐ事を
目的とした機能となります。

統括的な情報の運用統括的な情報の運用

■■ 情報の収集情報の収集 ■■

■■ 情報の活用情報の活用 ■■■■ 情報の把握情報の把握 ■■

●明細集計情報
●統計関連情報(地域別/商品別)
●分析関連情報

ふるさと本舗 NEXT のポイント

②② 『『業務改善業務改善』』に繋げる事ができるツールですに繋げる事ができるツールです

①① 『『売上向上売上向上』』に繋げる事ができるツールですに繋げる事ができるツールです

■新規客[初回]と既存客[二/三回目/以降]の判別を持ち、リピータ育成可能です
■イベントに対しての注文把握やコスト比較も行え、効果的な販促に役立ちます
■統計・分析機能が充実、コストを抑え、効果的な販促に役立ちます
■個人情報の連動活用(別システム連携)を行い、お客様の囲い込みを行えます

■「CTI」を始めとした様々なオプション連動で業務効率向上に繋がります。
■お客様との対話を考えたシステム構成(前頁参照)で運用効率があがります。
■イシマル開発により、ご要望に応じたカスタマイズにも対応可能です

これはほんの一例！
詳しくは担当者まで
お尋ねください。

電話、ＤＭ、店頭電話、ＤＭ、店頭
WebWebｼｮｯﾌﾟｼｮｯﾌﾟ でで

なぜ何度も同じなぜ何度も同じ
事を聞くの？事を聞くの？

名前や住所を名前や住所を
毎回聞いたり毎回聞いたり

なぜ聞いてもなぜ聞いても
分からないの？分からないの？

過去に贈った過去に贈った
送付先を送付先を

もっと便利にもっと便利に
できないの？できないの？

決済方法を決済方法を
増やしたり増やしたり

自社内部の自社内部の 『『効率化効率化 』』

アウトソーシングアウトソーシング
考えないと考えないと

受注や出荷など受注や出荷など
効率化のため効率化のため

即時処理を即時処理を
図らないと図らないと

拠点間を繋いで拠点間を繋いで
事務作業の事務作業の

バラバラなのをバラバラなのを
統合しないと統合しないと

PCPC--POSPOSやや
WebWebシステム等システム等

効率良い投資を効率良い投資を
考えないと考えないと

経費を抑える経費を抑える
分析を行い分析を行い

売上に繋げる為の売上に繋げる為の
『『鍵鍵』』が必要ですが必要です



個人情報の管理及び閲覧を行う画面です

『ふるさと本舗 NEXT』の画面サンプル

受注入力を行う画面です

通信販売業務向け パッケージシステム

貴社の用途で自由に使える項目を準備しています。貴社の用途で自由に使える項目を準備しています。
文字列文字列××66項目、数字項目、数字((短短))××66項目、数字項目、数字((長長))××33項目、日付項目、日付××33項目項目

お客様からのクレームや要望等の管理を準備しています。お客様からのクレームや要望等の管理を準備しています。

カラーバーカラーバー××33項目項目 それぞれの項目は抽出条件でも利用可！それぞれの項目は抽出条件でも利用可！

日時や連絡頂いた内容、対応した内容や対応者などを管理できます。日時や連絡頂いた内容、対応した内容や対応者などを管理できます。

←← タブで表示情報を切替タブで表示情報を切替

御注文の明細項目を準備しています。御注文の明細項目を準備しています。
商品毎の「のし」なども管理できます。商品毎の「のし」なども管理できます。

複数贈答先を切替→複数贈答先を切替→

↓↓出荷に関する詳細項目出荷に関する詳細項目



Microsoft   VisualBasic 2008

□長 崎 本 社：〒851-0134 長崎市田中町587-1 

Tel:095-834-0330 Fax:095-834-0331

□佐世保支店：〒857-1162 佐世保市卸本町8-2

Tel:0956-26-1400 Fax:0956-33-2328

□島 原 支 店：〒855-0031 島原市前浜町甲74-1

Tel:0957-63-0735 Fax:0957-64-4353

□北九州支店：〒802-0044 北九州市小倉北区熊本1丁目13-5

Tel:093-923-1400 Fax:093-923-1408

ソフトウェア開発・販売

http://www.ishimaru.ne.jp

動作環境 / 価格情報

Windowsパソコンで、以下の条件を満たし快適に稼動すること

クライアントＯＳ：Microsoft Windows XP / Windows 7 MEM：2GB 以上

サーバー利用時 : ＯＳ：Microsoft Windows 2008 推奨

システム動作環境／開発環境

Ｗｉｎｄｏｗｓ

その他

●記載されている各製品名および会社名は各社の登録商標または商標です。

●本カタログに記載する内容は諸事情により変更される場合があります。

価格

品名 標準価格 備考

ふるさと本舗 NEXT 基本パッケージ ( 1cal ) 

各種オプション機能

¥800,000

オープン

オープン 〃

データ移行 オープン 〃

コンサルテーション、カスタマイズ オープン

お問い合わせ先

イシマル ｉＤＣ部門で
ＩＳＯ27001の認証を
受けています。
（情報セキュリティ）

オプション

PC-POS

Webショップ

別途

別途

システム連動

オープン年間保守料金

導入指導費用
基本パッケージ

通信販売業務向け パッケージシステム

開発言語

Oracle DataBase 11g Release2

〃

複数台利用時、別途御見積りと致します

別途御見積りと致します。

〃

DB

■基本パッケージ■基本パッケージ
|- 個人情報管理(検索・閲覧)
|- 受注情報管理(伝票発行・売掛)
|- イベント管理(CPO)
|- 販売促進管理(抽出・ＤＭ)
|- 締請求管理
|- 各種 統計・分析資料

■オプションパッケージ■オプションパッケージ
|- 受注活用(ｺﾝﾋﾞﾆ収納・送状一体)
|- 販売促進活用(ﾒｰﾙ・FAX)
|- 頒布会管理
|- ﾎﾟｲﾝﾄ管理
|- 産直品集荷依頼管理
|- Webｴﾝﾄﾘ

■こんな事も個別に対応可■こんな事も個別に対応可
|- CTIシステム連携
|- 決済システム連携
|- PC-POS連携
|- 自社Webｼｮｯﾌﾟ連携

など多様なニーズに対応できます。

システム構成 Ver1.0 (Release 11/02/02)



なぜシール式送り状のニーズが高まってるの？

一体型用紙イメージ(例:A3型振込用紙付き)

通信販売業務向け パッケージシステム 『ふるさと本舗NEXT』

『『一体型用紙一体型用紙』』へ切替を行ったメリットの事例へ切替を行ったメリットの事例

シール式用紙印刷の推奨プリンタ

シール式用紙印刷の推奨プリンタ特長シール式用紙印刷の推奨プリンタ特長

■定着ドラムとフィード機構を改良し、フィード性能や糊漏れへの耐性を強化
■低価格トナーによる安価なプリントコストを実現
■A4横フィードで毎分35枚の高速エンジンにより、大量出力に対応
■ファーストプリントタイムを15秒に短縮

■通常の普通紙印刷も当然可能。タックシール(DMラベル)用紙にも効果を発揮
■コンビニ収納用バーコード印字(GS1-128)の印字も可能
■トッパンフォームズによる保守サービスもあります

--シール式送り状部シール式送り状部-- --出荷指図書部出荷指図書部--

--納品書伝票部納品書伝票部--

--振込用紙部振込用紙部--

■運送会社さんの話■運送会社さんの話
・ 集荷時(持出時)のピッキング作業(送状番号と着店コードの紐付け&シール貼付け)が格段に軽減できる。
・ 複写式送り状を作るための「印刷コストの圧縮」するためにシール式用紙への切替が必要。
・ 運賃の値下げ交渉が日々増加する中で上記も含めた『経費削減』を実現するために提案必須の状況！

事務作業面事務作業面 メリットメリット

別々のプリンタから
出力された用紙の
取り纏めが不要

ピッキング作業軽減ピッキング作業軽減 印刷時騒音軽減印刷時騒音軽減

大きくうるさい印刷
時の音が無くなり
作業効率がＵＰ

管理経営面管理経営面 メリットメリット

高額なドットプリン
タ排除による機器
購入と保守コスト減

機器経費軽減機器経費軽減 運賃値下げ交渉運賃値下げ交渉

値下げ条件になる
昨今の状況からも
取り組みは必須

運送会社さんの背景を逆手にとってメリットを生み出せる運送会社さんの背景を逆手にとってメリットを生み出せる『『送り状一体型用紙送り状一体型用紙』』をご提案をご提案

トッパンフォームズ社製
EXフォーム専用
「レーザープリンター 8035EX」

現在シール式用紙をご利用のお客様、紙詰まりに苦労していませんか？現在シール式用紙をご利用のお客様、紙詰まりに苦労していませんか？

本製品についてのお問合せは下記まで！

用紙サイズや用途などご相談下さい！

□長 崎 本 社：〒851-0134 長崎市田中町587-1 

Tel:095-834-0330 Fax:095-834-0331

□佐世保支店：〒857-1162 佐世保市卸本町8-2

Tel:0956-26-1400 Fax:0956-33-2328

ソフトウェア開発・販売

http://www.ishimaru.ne.jp イシマル ｉＤＣ部門で
ＩＳＯ27001の認証を
受けています。
（情報セキュリティ）□島 原 支 店：〒855-0031 島原市前浜町甲74-1

Tel:0957-63-0735 Fax:0957-64-4353

□北九州支店：〒802-0044 北九州市小倉北区熊本1丁目13-5

Tel:093-923-1400 Fax:093-923-1408

まだまだ複写式の送り状複写式の送り状をお使いなんですか？をお使いなんですか？

『『送り状の見直し送り状の見直し』』から始めるから始めるコスト削減案コスト削減案をご提案！をご提案！

ちょっと
待って



『『BtoCBtoC ビジネスビジネス』』のの創造パートナー創造パートナー宣言宣言

『独自の顧客管理』構築の相談が増えてます

「手作業軽減」を実現できる要望に柔軟対応

通信販売業務向け パッケージシステム 『ふるさと本舗NEXT』

■■事例１事例１ 産直品の定期配送を行う顧客情報管理システム産直品の定期配送を行う顧客情報管理システム
<頂いたご相談>
・ 会員様からの問合せに対応ができ、独自販売形態を

統括運用できる他にはない仕組みの構築。

<構築ポイント>
・ 会員様毎に「配送サイクル」と「希望セット商品」を持ち

対象週のセット毎商品から一括でデータを作成します。
・ スポット注文同梱商品や交換希望商品などの情報も

予め登録が出来るため情報管理が簡単になります。

■■事例２事例２ 補助金給付申請を伴う装具販売を行う顧客情報管理システム補助金給付申請を伴う装具販売を行う顧客情報管理システム
<頂いた相談>
・ 患者様の補助金給付申請から受給管理ができ

基幹販売管理システムへの連携を実現できる仕組みの構築。

<構築ポイント>
・ 患者様毎に「障害部位」と「給付対象」などの情報を持ち

申請サイクルに併せ一括でデータを作成します。
・ 手術した病院の情報や患者様の関連人など多様な情報が

一元管理でき台帳管理も不要になります。

通販を独自の販売形態に拡張した「サービスの差別化」を図る新事業形態が増加中！

データベースデータベース

個人情報
注文情報
販促情報

通販システム通販システム

顧客管理
受注管理
ﾎﾟｲﾝﾄ管理
出荷管理 等

■CTI連携

■WebShop連携

PBX連動で電話着信より前に
個人情報を画面に表示

Computer Telephony Integration System

□長 崎 本 社：〒851-0134 長崎市田中町587-1 

Tel:095-834-0330 Fax:095-834-0331

□佐世保支店：〒857-1162 佐世保市卸本町8-2

Tel:0956-26-1400 Fax:0956-33-2328

ソフトウェア開発・販売

http://www.ishimaru.ne.jp イシマル ｉＤＣ部門で
ＩＳＯ27001の認証を
受けています。
（情報セキュリティ）□島 原 支 店：〒855-0031 島原市前浜町甲74-1

Tel:0957-63-0735 Fax:0957-64-4353

□北九州支店：〒802-0044 北九州市小倉北区熊本1丁目13-5

Tel:093-923-1400 Fax:093-923-1408

ショッピングサイトデータ取込み
受注管理の一元管理を実現

■情報分析連携<DWH>

ＢＩツールとの連携により
蓄積データを多面的に分析

■シール式送り状連携

様々なコスト削減を実現
ニッチな対応をご提案

便利なシステムと連携すれば便利なシステムと連携すれば 『『より便利より便利』』

<画面ｲﾒｰｼﾞ>

<画面ｲﾒｰｼﾞ>

個人様への販売方法や運用での不安やお悩みを一緒に解決致します！
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