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Apple ID・Googleアカウントログインオプション

限定

オプション

iPhoneのApple ID・AndroidのGoogleアカウントを使ったログイン機能を手軽に安全に導入いただけます。いつも使っているデバイスで、ログイン・購入・登録の「しやすさ」をお客様に提供できます。

アクセス解 析
アクセス解析は、Google アナリティクス4（GA4）eコマースに対応しています。GA4の測定IDをfutureshopの管理画面に設定するだけで、ECサイトに自動出力しすぐに測定を開始できます。

ライブコマース機能「Live cot tage（ライブコテージ）」

オプション

Live cottage（ライブコテージ）は、自社ECサイト内にライブ配信会場を用意して、自社のお客様に対してライブコマースを展開できるサービスです。
自社ECサイト内でライブ配信を実施することができ、ライブに参加したまま、商品ページを見て、購入していただけます。

レポート機能「repor ts β版」
訪問注文分析

ECサイト全体の状況を一目で把握するためのレポートです。ECサイトのページ種類ごとの訪問者数と、注文の数字を見ることで、サイトパフォーマンスをおおまか
に把握できます。

売上分析

ECの売上を構成する主要な指標を一目で把握するためのレポートです。

注文（全体）

ECサイトのパフォーマンスそのものである注文全体の推移をみるレポートです。

注文（集客元別）

集客施策の結果となる、集客元別注文の推移をみるレポートです。

注文（デバイス別）

ECサイト注文の推移をスマートフォン・PC（その他）別にみるレポートです。デバイスごとの注文状況を確認できます。

注文
（ご注文者都道府県別）

ECサイトの注文者情報を都道府県別にみることで、エリアごとの偏りがないか見るレポートです。注文者数が多いほど濃い色で表示されます。

注文（決済方法別）

ECサイト注文の推移を決済方法（お支払い方法）別にみるレポートです。

注文
（会員ステージ別）

ECサイト注文の推移を注文者の会員ステージ別に分けて見るレポートです。レポート設定から会員ステージを選択してください。

注文
（ID連携別）

ECサイト注文の推移をID連携全体、Amazon ID連携、LINE ID連携のそれぞれに分けて見るレポートです。

注文
（平均商品単価）

購入されている商品価格の平均についての推移を見るレポートです。

注文（平均商品点数）

1回の注文において購入されている商品点数の平均についての推移を見るレポートです。

顧客数（全体）

ECサイトの顧客数の推移をみるレポートです。顧客数とは、会員数と非会員（購入者）の数です。

顧客数（購入回数別）

購入回数毎の顧客数の推移を見るレポートです。

顧客数（会員ステージ別）

会員ステージ別に会員数の推移をみるレポートです。会員ステージ自動判定オプションをご利用の場合、自動判定の結果として、会員ステージ別の会員数がどのよ
うに変化したか把握できます。

顧客数（ID連携別）

会員ID連携別（Amazon ID連携会員・LINE ID連携会員）別に会員数の推移をみるレポートです。

顧客数（性別）

会員における性別毎の会員数の推移を見るレポートです。

顧客数（年齢 性別）

会員における年齢×性別毎の会員数の推移を見るレポートです。

会員登録数

会員登録数の推移をみるレポートです。日ごとに会員登録された数を把握できます。

平均購入回数

全顧客における平均購入回数の推移を見るレポートです。

リピート転換率

F2〜F5のリピート転換率や顧客数の推移を見るレポートです。

日別F2転換顧客数

初回購入から2回目購入されるまでの期間について、各期間毎の顧客数の分布を見るレポートです。

F2転換率分布

futureshopをご利用いただいている店舗様においてEC販売している商品のカテゴリ毎に、F2転換率毎の店舗数の分布を見るレポートです。

店舗受取オプション

限定

オプション

ECで注文した商品を、自宅または任意の住所にお届けする代わりに実店舗に配送、お客様ご来店の上、お受け取りいただけます。購入者は会社や学校帰りなどの好きなタイミングで、送料を発生させずに
店舗で受け取れます。店頭での接客機会を作り出すことができ、また店舗内滞在時間の短縮が可能なため感染症対策の一つになります。
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クロスデバイス・マルチデバイス対応
マルチデバイス対応

レスポンシブデザイン・アダプティブデザインいずれにも対応
できます。

クロスデバイス対応

PCやスマートフォンに関わらず同じ会員IDでのログイン時は、同じ商品
情報がカート内で最大90日間表示できます。

会員管理
簡易会員登録

メールアドレスと氏名、パスワードだけで会員登録できます。会員登録時は任意の項目を省略し、次回ログイン時に改めて入力していただけます。

メールアドレス認証機能

会員登録時に、お客様が入力されたメールアドレス宛に認証コードを送り、確認画面にて正しい認証コードを入力できたものだけを会員登録します。

会員検索

会員名、メールアドレス、生年月日、会員ステージなどから会員を検索できます。検索結果をダウンロードできます。

会員新規登録

ECサイトだけでなく、管理画面からも会員登録できます。

会員一括登録・取得

CSV形式ファイルをアップロードして、会員情報を一括登録できます。また、ダウンロードして一括取得できます。

会員規約の設定

会員登録の前に会員規約を表示し、お客様の同意を得ることができます。

アンケート機能

会員登録項目として、任意のアンケート項目を20項目まで追加することができます。アンケートの回答で会員を検索できます。

購入時会員登録

購入時のお客様情報入力項目を利用して会員登録ができます。
生年月日やアンケート項目など、
会員登録に必要な項目はマイページにアクセスした際に入力いただけます。

会員ステージ機能
会員ステージ機能

会員を複数の「会員ステージ」に分けることができます。メール配信やクーポン付与などの条件に利用できます。

クーポン機能ご利用時

ポイント付与率変更機能

会員ステージごとに購入ポイント付与率を変更できます。

ポイント機能ご利用時

会員ステージ価格機能

商品の「会員価格」を会員ステージごとに設定できます。

会員ステージ一括登録機能

会員一括登録時に、会員ごとに会員ステージ情報を一括登録できます。会員ステージ情報の一括取得も可能です。

会員ステージ自動判定機能

オプション

会員ステージ自動判定機能

購入金額、購入回数から会員ステージを自動判定できます。金額のみ、回数のみ、金額と回数のいずれも、金額と回数のいずれかの4パターンから設定できます。

判定対象期間設定機能

判定対象とする期間を設定し、期間中の購入履歴を自動的に集計して判定します。初回購入からの累積、初回購入から一定期間ごと、月を指定して過去1年間、判定
日より過去（月数指定）の4パターンから設定できます。

判定タイミング設定機能

会員ごとに初回購入日から一定期間おき、または月数を指定したタイミングでの判定が可能です。集計期間終了後の日数を任意に指定し、注文処理が完了したタイ
ミングで自動判定が行えます。

購入時ステージアップ機能

判定タイミングにかかわりなく、お客様が購入されるたびに会員ステージを判定し、条件に合致すれば会員ステージをアップします。

会員ステージ一時ダウン機能

一定期間購入のないお客様の会員ステージを一時的にダウンできます。一定期間おきに1ステージずつダウンし、購入があるごとに1ステージずつ復帰します。

自動判定対象除外機能

会員を個別に自動判定対象から外すことができます。自動判定によらず会員ステージを固定にしたい場合に有効です。

会員専用ページ（マイページ）
会員ログイン機能

ログインして会員機能を利用できます。

会員ログイン期間

ログイン後、180日間はログアウトしない限りログイン状態が続きます。
個人情報にアクセスする画面ではパスワードが要求されます。

レビュー履歴

会員が書いたレビュー一覧をマイページから確認できます。

デザイン機能

コマースクリエイターを利用して、デザインカスタマイズできます。

会員登録内容変更

住所など、登録している情報を表示し、変更することができます。

パスワード変更

パスワードを変更することができます。

パスワードリマインダー

パスワードを忘れた場合、会員がパスワードを再設定できます。

お気に入り商品一覧

お気に入り登録した商品の確認・削除ができます。直接カートに商品を投入することができます。

お届け先リスト機能

送付先リストのアドレスを会員が150件まで登録できます。送付先の一括登録、一括取得ができます。

注文履歴

会員が自分の注文履歴を確認できます。販売中の商品は、商品ページへリンクされます。現在年を含めて最大3年分表示されます。

ポイント履歴

会員が取得または利用したポイントの履歴を確認できます。

クーポン確認

会員が保有しているクーポンを表示できます。
利用期限や適用条件などといったクーポン情報や、
クーポン対象商品
（最大20件）
を表示できます。 クーポン機能ご利用時

クレジットカード情報の編集

クレジットカード情報の編集や追加登録ができます。ご購入時にクレジットカード情報を入力する手間が省けます。

レビュー

購入した商品のレビューを書いたり、今までに書いたレビューを見ることができます。

退会手続き

会員を退会することができます。

定期・頒布会申込履歴

会員が申込をおこなった定期購入・
頒布会の履歴を確認できます。

定期購入・頒布会
ご利用時

ポイント機能ご利用時

定期商品の次回お届け希望
日スキップ・スキップ解除

クレジットカード番号保持機能ご利用時

受注確定日まで操作できます。また、会員による 定期購入・頒布会
ご利用時
操作はログ取得や通知メールが送られます。

常時SSL・ドメイン
常時SSL対応

トップページ、商品（一覧・詳細）ページやショッピングカートなど、futureshopで自動生成するすべてのページ、およびCMSサーバー（VPS）オプションを利用した
CMSのページをhttpsで表示できます。
※弊社経由でSSL証明書(アルファSSLプラス)を取得させて頂きます。また、他社で取得したSSL証明書の持ち込みはいたしかねます。あらかじめご了承ください。

利用ドメイン

決済手続き画面など、個人情報を取得するページを含め、全ページお客様が取得した独自ドメインを利用します。
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ショッピングカート機能
購入手続き

決済手続きを行うことができます。会員ログイン時はショッピングカートページを含め最短3ステップで決済が完了します。

商品情報カート保持期間

会員ログイン時は90日間保存します。また、ゲストは15日間保存しています。

価格変更お知らせ

カート内の合計金額が変更された場合、カート画面にお知らせが表示されます。

購入できない商品のお知らせ

カート内の商品が在庫切れなどで購入できなくなった場合、カート画面にお知らせが表示されます。

「あとで買う」リンク設置

カート内商品の「あとで買う」リンクをクリックすると、商品がカート内からマイページのお気に入りリストに移動します。

デザイン機能

コマースクリエイターを利用して、デザインカスタマイズできます。

カート内商品数表示

置換文字を利用することで、カート内に入っている商品数を表示できます。

「カゴへ」ボタンのhtml フォーム フリーページや静的ページに商品のカート投入ボタンをつけることができます。
おすすめ商品表示

商品をカートに投入した際、最大20件おすすめ商品を表示できます。商品ごとに、固有のおすすめ商品を設定できます。

送料割引あとわずか表示

購入金額による送料割引を設定している場合に、
「あと○○円で送料無料」などの文言をショッピングカートページに表示します。

割引購入まであとわずか表示

割引販売機能を利用している場合に、割引特典までの購入金額と割引率を表示します。

包装・のし設定

選ばれた包装パターンの手数料を自動加算します。送付先ごとに計算できます。

お届け希望日設定

ネットショップの休日を除外日として設定し、ご注文後何日から何日後まで指定可能かを設定できます。

返品特約設定

商品詳細ページ・注文確認ページに、返品特約の説明や、返品特約ページへのリンクを表示できます。

会員登録機能

お客様情報入力画面で会員登録のチェックとパスワードを入力するだけで、簡単に会員登録が完了します。メールマガジン登録もチェックするだけで完了します。

会員登録・メルマガ登録促進

会員登録やメルマガ登録のチェックが外された場合、訴求するメッセージを表示するように設定ができます。

クレジットカード番号登録（オプション）

会員ログイン時、購入に使用するクレジットカード番号を入力した際、そのまま登録できます。

複数のお届け先の設定

「1つの商品を複数のお届け先に配送する」設定と、
「複数種類の商品をカートに
一度の注文で複数のお届け先を設定できます。複数のお届け先を指定する場合に、
投入した後に、届け先ごとに商品を割り振る」設定の2パターンから設定できます。

複数お届け先･受注管理

1度の注文で複数のお届け先を指定された場合、お届け先ごとに受注を管理することができます。

コマースクリエイター（店舗デザイン）
パーツを利用したページデザイン ECサイトの要素をパーツ単位に分割。レイアウト機能で表示したいパーツの追加・配置変更を行い、各ページをデザインできます。
パーツ作成機能

システムから提供されるパーツとは別に、デザイン用のパーツを自分で作成できます。

システムパーツ

ECサイトとしての必須要素です。価格表示やカートボタン、お気に入りボタンなど、ECサイトに必要な要素があらかじめ用意されています。

パネルパーツ追加・変更

複数のパーツをまとめてレイアウトに配置できます。管理画面からパーツの読込表示（include・入れ子）を設定できます。レイアウトでは一つのパーツとして表示さ
れます。複数のレイアウトで共通利用できます。

フリーパーツ追加・変更

自由にHTMLタグを直接入力できるパーツです。置換文字を使用することで、他のパーツを読み込み表示（include・入れ子）できます。

カルーセルパーツ追加・変更

トップページなどにあるカルーセルを追加できます。スライドの1枚ごとに画像・キャプション・リンクを設定できます。スライドは最大30枚まで追加できます。

コラムパーツ追加・変更

画像＋見出し＋本文で構成されるコラムを追加できます。一つのコラムパーツで1から4コラムまで作成できます。コラムを追加した後、コラムの表示順を変更でき
ます。コラムの配置の縦・横も簡単に設定できます。

メニューパーツ追加・変更

ECサイトのメニュー（ナビゲーション）を簡単な操作で作成できます。任意のメニュー項目を追加、配置できるできるだけでなく、商品グループ情報を読み込み、グ
ループの親子関係を自動的にメニューの階層に設定できます。

箇条書きパーツ追加・変更

複数の「行」からなる箇条書き形式のパーツを追加できます。行ごとに追加し、行の表示順を変更できます。最大で100行まで追加できます。箇条書きの行頭文字
（および表示形式）を選択できます。

任意商品一覧追加・変更

商品番号を登録するだけで、商品を横に並べて表示できるパーツです。20商品まで登録でき、カルーセル形式で横にスライド（フリック）できます。表示できる商品
がない場合や商品番号が登録されていない場合は、任意商品一覧パーツは表示されません。

置換文字利用

置換文字を利用し、futureshopで管理しているページで「○○さん こんにちは」などのメッセージを表示できます。

レイアウト機能

パーツを組み立てることで、ECサイト各ページの表示内容を設定します。パーツを追加・配置変更し、ECサイトの表示内容を変更できます。body内の設定はもちろ
ん、head内の設定もできます。

レイアウト作成

トップページや商品詳細ページなど、ページのタイプを選び、新規にレイアウトを作成できます。

レイアウト複製

作成したレイアウトを複製できます。キャンペーン時など、現在サイト来訪者が見えているページとは別に複製し、新しいレイアウトを編集することができます。

レイアウト割当

各ページのレイアウトを設定します。キャンペーン用の商品詳細ページレイアウトをあらかじめ作成し、キャンペーン時に割当を行うことですぐにページの表示内容
が変更され、サイト運用の手間を省けます。

レイアウトパーツ追加・変更

パーツをまとめ、囲み設定ができます。特定のレイアウト内のみ利用できます。

レイアウトパーツ表示条件設定

会員のログイン状態や会員ステージなどの条件から、表示する・しないの設定ができます。

テーマ機能

ECサイト各ページのレイアウトをまとめ、表示内容やデザインを管理する機能です。スマートフォン、PC、タブレットごとに利用するテーマを設定できます。

テーマ設定

価格の表示方法や商品画像のサイズをテーマごとに共通設定できます。

テーマ複製

作成したテーマを複製できます。リニューアル時など、現在サイト来訪者が見えているものとは別に、開発環境のように新しいレイアウトを作成することができます。

デバイス設定

スマートフォン、タブレット、PC・その他の3種類のデバイスで、表示するテーマを変更できます。スマホ、タブレット、
PC・その他の3種類のデバイスのいずれに該当
するかをシステムで自動判定し、設定されたテーマを表示します。

レスポンシブデザイン

デバイス設定でスマートフォン、PC・その他、タブレットすべてに1つのテーマを設定すると、レスポンシブデザインを実現します。
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アダプティブデザイン

デバイス設定でスマートフォン、PC・その他、タブレットそれぞれ、別のテーマを設定すると、アダプティブデザインを実現します。

スケルトンテーマ

プロフェッショナル向けに、CSSデザインや構築作業を1から行う場合に使用していただくテーマです。SCSSファイルと仕様書を参考に、本格的にECサイトを構築
できます。

スタートアップテーマ

すぐ開店できるように、サンプルパーツが配置されたシンプルなデザインのテーマです。画像や文章、リンクを変更すると開店できます。レスポンシブコーディング
で作成されています。バージョンアップへの追随は独自対応が必要です。

カラー・サイズ設定

各ページの基本となるカラーまたはリンクボタンのサイズを設定できます。

ボタン

「カートに入れる」各ページに利用されているリンクボタンを変更できます。ラベルもしくは画像を設定できます。

商品マーク

商品一覧ページなどに表示できる、商品の特徴を一言で表すマークです。商品情報に登録した商品タグに対して、商品マークを追加できます。商品マークの色やラ
ベル、classを設定できます。画像を登録すれば、マーク画像として表示できます。

トップページ管理

トップページもfutureshopで管理できます。

フリーページ管理

フリーページもfutureshopで新規作成・管理できます。最大10000ページ管理できます。

class/id設定

パーツにclass/idを設定できます。

CSS利用

CSSを登録し、各画面に適用できます。
（注文フォームなどSSL通信対象の画面を含む）

JavaScript利用

JavaScriptを利用する事ができます。

アイテム一覧

ECサイトに表示する画像や静的HTMLファイル、CSS・JavaScriptなどのファイルを管理できます。アップロードには、FTPの他に管理画面からドラッグ&ドロッ
プで行えます。

アイテム管理タグ設定

タグを作成し、アイテムに設定できます。パーツにアイテムを利用する際など、タグをキーに検索できます。

アイテム検索

一覧からキーワードやパス、種類や管理タグから検索できます。

メッセージ
メッセージ一覧

ECサイトの表示内容のうち、システムパーツに表示する内容を変更できます。例えば、
商品在庫が残りわずかの際にシステムから表示するメッセージなど、700項
目以上を変更することができます。HTMLタグを利用することができます。

メッセージ検索

キーワードやページの種類、ページ名などの条件でメッセージを検索することができます。

商品の表示・管理について（商品グループ・商品）
商品グループ（カテゴリ）ページ自動生成

登録された商品グループ（カテゴリ）の商品一覧ページを自動生成します。

商品ページ自動生成

登録された商品情報を元に、商品ページを自動生成します。

デザイン機能

コマースクリエイターを利用して、商品一覧ページや商品ページをデザインカスタマイズできます。

個別デザイン設定

商品グループや商品ごとに独自のレイアウトを割り当てることができます。

画像リサイズ処理

商品画像（オリジナル）を元に、システムが自動でサイズバリエーションをリサイズします。

SEO設定

titleタグの内容、METAタグの説明（description）とキーワード（keywords）を設定できます。置換文字が利用できます。

構造化データ設定

パンくず、商品（価格・在庫）、レビューが設定可能。使用する・使用しないの設定ができます。JSON-LD方式を利用しています。

商品マーク

商品に設定した「商品タグ」に連動して、
商品一覧や商品詳細にマークを表示できます。
「オススメ！」
「新作！」など、商品一覧と商品詳細ページに表示するオリジナ
ル画像を登録できます。

商品情報一括取得･登録機能

グループ、商品、価格、画像、バリエーション、項目選択肢、
Googleデータフィード、予約設定、在庫などのデータを一括取得、一括登録できます。
（CSV形式ファイル
を利用します。）

グループ一覧の表示パターン

下位グループを一覧表示できます。表示方法は2種類から選んでいただけます。

商品グループページ表示設定

下位グループに所属する商品を、上位グループに、サムネイル画像付きで一覧表示することができます。

商品一覧の表示パターン

商品一覧のバリエーション表示は、バリエーションごとにカートもしくはセレクトボックスの2種類から選べます。

商品並び替え機能

商品一覧表示ページにて「価格が安い」
「価格が高い」
「新着順」
「登録順」
「優先度」
「レビュー数」順で並びかえができます。

在庫あり商品優先表示

商品一覧、商品検索結果一覧それぞれで、在庫のある商品を優先して表示できます。
（在庫有無で並び替えしてから、指定した並び順で表示します。）

商品グループ別レイアウト

ブランド・カテゴリーなど、それぞれ異なるレイアウトを設定できます。

商品一覧ページからのカート投入 商品一覧ページからカートに投入できます。バリエーションアイテムはモーダル表示でバリエーションの選択が可能です。
カートボタン押下時の挙動設定 「カートに入れる」ボタン押下時、カート画面に画面遷移する/しないを設定できます。
商品詳細ページの表示パターン

商品画像の並べ方と商品説明の位置などが違ったPC用4パターンとスマートフォン用1パターンをあらかじめ提供しています。
新しくレイアウトを作成することもできます。

画像登録

商品画像を最大5枚まで登録できます。

商品別レイアウト

商品別に異なるレイアウトを設定できます。

商品画像繰り返しパーツ

商品画像として登録されている画像を、商品ページ内の任意の位置に自動表示できるパーツです。

商品の複数グループ登録

1 商品を複数グループに登録できます。
（最大15グループまで）

パンくずリスト自動表示

商品が登録されたグループに応じて、パンくずリストを自動表示します。

複数パンくずリスト表示

商品が複数のグループに登録されている場合、複数のパンくずリストを自動表示します。

商品コメント

商品説明を23項目設定できます。商品説明(大・小)、
商品一言説明、商品独自コメントを追加で20項目利用できます。商品独自コメントに入力された内容はECサイ
トへの表示は任意です。サイトには表示させず、検索用の項目としても設定できます。

バリエーション商品のレイアウト 商品単位で4パターンから設定することができます。
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商品ごとのお問合せ機能

商品ごとに「お問合せ」ボタンを設定できます。氏名、Eメール、お電話番号とお問い合わせ内容を記入していただけます。

おすすめ商品表示

商品ページの下部、
または、
商品がカートに投入された際に、
あらかじめ設定されたおすすめ商品をショッピングカートページに表示することもできます。
（最大20商品）

項目選択肢表示

お客様に選んでいただく項目のために、
「セレクトボタン」
「ラジオボタン」
「テキスト入力」
欄を、商品ごとに設定できます。包装や付属物、名入れなどに適しています。
受注情報として登録されます。1商品に対して「20項目・300選択肢」まで設定できます。

オプション価格

衣服のサイズ直しなど、
お客様に選んでいただく項目で、
価格が増減する場合に設定できます。
1商品に対して
「20項目・100選択肢」
まで設定ができ、
「ラジオボタン」
「セレクトボックス」
「テキスト入力」
「テキスト入力
（必須）
」
の４つの選択方法より設定できます。
選択肢のそれぞれで
「価格をプラス」
「価格をマイナス」
設定が出来ます。

Twitter・Facebook ボタン表示 Twitterの「ツイート」、Facebookの「いいね」などソーシャルネットワークのボタンを設置することができます。
商品検索

キーワード（商品名・商品説明）、商品番号、価格（最小から最大まで）、商品タグ、在庫の指定、バンドル販売、予約商品などを利用して検索できます。

検索文字列表示

商品検索結果一覧ページで置換文字を利用し、検索文字列も表示できます。

商品バリエーション検索

バリエーション登録されている商品から、バリエーションの「縦軸・横軸」
「選択肢名」をピンポイントで指定して検索できます
（カラー検索やサイズ検索など）。バリ
エーション検索を行うための検索フォーム用HTMLタグを、管理画面より出力できます。

バリエーション画像表示

検索結果一覧画面にお客様が検索した、カラーなどのバリエーション画像が表示されます
（あらかじめ設定していただく必要がございます）。選択されたバリエー
ション画像が商品詳細ページのメイン画像として表示されます。

商品検索結果一覧の商品並び替え機能
公開/ 非公開設定

「価格が安い」
「価格が高い」
「新着順」
「登録順」
「優先度」
「レビュー数」
「おすすめ順（キーワードヒット順）」による並び替えができます。
まだ販売したくない商品は非公開に指定できます。非公開の場合、商品情報を登録していても、サイトに表示されません。

リアルタイム在庫表示

残り在庫数が表示できます。また、在庫数を設定することにより「残りわずか」などの文言を表示することもできます。

縦 横の在庫表示

色 サイズなど、バリエーションの縦または横を最大50項目、合計400バリエーションまで在庫設定が可能です。

バリエーションごとにカゴボタン

バリエーションごとに「カートに入れる」ボタンの表示ができます。また「入荷お知らせメールオプション」をご利用いただいている場合、在庫がない商品は「入荷お
知らせメール」の申込ボタンが表示できます。

在庫切れメールの送信

在庫数が指定した数字を下回った時点で管理者にメールでお知らせします。

在庫切れ文言の設定

商品ごとに在庫切れ文言を設定できます。 例）
「在庫がきれました」
「今年の販売は終了いたしました」など

商品別送料設定

商品ごとに個別送料が設定できます。通常の送料と違う商品に対応できます。

販売期間設定

販売開始と終了の日時を指定して、タイムセールを行うことができます。

ポイント付与率の個別設定

ポイントの付与率を商品ごとに変更できます。

購入個数制限設定

1度のご注文で購入できる商品の数を制限できます。

サンプル商品設定

1度しか購入できない商品を設定できます。
（注文者のメールアドレスと商品番号で判別）

会員アクセス制限

会員がログインをしている場合のみ、表示する商品を設定できます。

闇市グループ機能

パスワードを知っているお客様だけが購入できるように、閲覧にパスワード認証が必要なグループを作成できます。同じグループに属している商品は、パスワードの
再入力を求められず表示できます。

返品特約設定

商品ページのショッピングカートボタンの下へ、
「返品特約」についてのコメントとリンクを表示できます。

会員特別価格設定

会員がログインして購入した際の商品価格を、販売価格とは別に設定することができます。

会員価格表示設定

非ログイン状態での表示／会員価格アイコンの表示、会員価格ありの表示など、会員価格の表示設定ができます。会員ステージ別表示に対応しています。

商品タグ機能
商品タグ付与

商品に対して任意のタグを付与することができます。付与個数の制限はありません。

商品タグによる検索機能

商品タグによる商品検索が可能です。

お届け日時指定不可商品タグ設定

商品タグを利用して、店舗単位でお届け日時の指定が可能な設定をされていても、お届け日時指定不可の設定ができます。対象の商品タグが付与された商品がカー
トに入っている場合、お届け日時指定ができない設定となります。

決済方法別選択不可商品タグ設定

決済方法別に「選択不可にする商品タグ」を指定でき、
指定された商品タグが付与された商品がカートに入っている場合、該当する決済方法が選択できない設定と
なります。

受注管理
ステータス管理

受注情報をステータスによって管理します。
（予約/ 通常処理/ 注文取消/ 返品/ 未回収/ 処理済/ 保留）

納品書・注文書出力機能

納品書（PDF 形式）、注文書（html 形式）を出力できます。

受注データ検索機能

受注データを日付、注文者名、注文商品などで検索できます。

売上管理

「日別」
「月別」
「商品別」で売上を確認し、CSV形式ファイルで受注データをダウンロードできます。

受注データダウンロード

futureshop/ 頑張れ♪店長！ / マイティ通信販売形式の受注データをダウンロードできます(CSV形式)。futureshop形式は受注データのすべての項目がダウン
ロードできます（任意の項目を出力しない設定も可能）。

送り状CSV対応

ヤマト運輸の「B2」、佐川急便の「e飛伝」
「e飛伝Ⅱ」、日本郵便の「ゆうぱっくプリントR」
へ取り込みができる送り状用データをダウンロードができます（CSV形式）

受注編集機能

決済方法、ご注文内容、
送料などの変更や、商品の追加・削除ができます。
「佐川急便：e飛伝Ⅱ」
「ヤマト運輸：B2」
「日本郵便：ゆうぱっくプリントR」
から出力される出荷済みデータ
（CSV形式ファイル）のアップロードにより「お届け予定日/

送り状番号一括アップロード機能 配達日」の一括登録できます。
ブラックリスト設定

注意が必要な受注データを、ブラック受注として設定することができます。
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予約販 売機能
予約商品表示

カートに予約商品が入った際、
商品名の上にキャプションを表示できます。
また、
予約商品が含まれる受注の場合、
注文確定ボタン直前で予約コメントの表示ができます。

予約商品アイコン

商品一覧ページ、商品詳細ページに予約商品を示すアイコンを表示できます。

予約商品と通常商品同時購入設定 「予約商品のみ購入可能」
「同時購入を認めず、
予約商品1種類のみ購入可能」
「通常商品との同時購入可能」の3パターンから設定できます。
決済設定

予約商品購入時に使用可能な決済方法を設定できます。

予約在庫切れメールの送信（管理者用） 予約在庫数が、指定した数を下回った際に管理者へメール送信されます。メールを送信する在庫数は商品のバリエーション別に指定できます。
予約在庫残りわずか表示

予約在庫数が、指定した数を下回った際に「△（残りわずか）」などの表示ができます。

ご予約確認メール

購入された商品が全て予約商品の場合に
「ご予約確認メール」
が送信されます。
（通常商品と予約商品を同時に購入された場合は
「ご注文確認メール」
が送信されます。
）

予定在庫機能
受注管理

入出荷予定日が登録された在庫分を受注できます。

入出荷予定日

店舗への入荷予定日、またはお客さまへの出荷予定日で予定在庫を管理します。

予定在庫切れメールの送信

予定在庫数が、指定した数を下回った際に管理者へメール送信されます。メールを送信する在庫数は商品のバリエーション別に指定できます。

予定在庫残りわずか表示

予定在庫数が、指定した数を下回った際に「△（残りわずか）」などの表示ができます。

予定在庫切れメールの送信（管理者用） 予定在庫が０になると在庫切れメールが管理者に送信されます。

送料設 定
送料設定

店舗の送料を「送料設定一律」
「配送先別」
「購入金額別」
「パターン別」
「ご注文時に送料を計算せず、後ほど連絡」｢送料無料｣のいずれかに設定でき、商品ごとに
「商品個別送料」や「送料込み」に設定できます。

送料の高額割引設定

「購入金額○○○円以上で、△％送料割引」ができます。送料無料も可能。ショッピングカートで割引適用までの残り金額と送料割引率を表示できます。

クール便設定

設定した金額を「クール便の手数料」として加算できます。また、クール便と通常便を同梱する/ しないの設定ができます。

メール便設定

メール便で配送可能な商品がショッピングカートに投入された場合、お客様が配送方法にメール便を選択できます。また、商品ごとにメール便で１度に配送できる
数量を設定できます。

バンドル販 売機能（まとめ買い・購入個数割引販 売）
購入個数ごと割引販売・定額販売

購入個数ごとに一定額を割引、または一定率を割引して販売、または購入個数ごとに定額で販売できます。
（例：3個で500円OFF、
3個で10%引き、3個1,000円な
ど）5段階の販売個数別販売を1種類として、最大100種類まで登録可能です。

バンドル販売対象商品一覧ページ 商品をバンドル販売対象に設定すると、バンドル販売単位で対象商品一覧ページが自動生成されます。
バンドル販売アイコン

商品一覧ページ、商品詳細ページで対象商品に表示されるアイコンが登録できます。

ポイント付与率

通常のポイント付与率と別に、バンドル販売時のポイント付与率を設定できます。

バンドル販売対象商品検索

商品検索フォームで、バンドル販売対象商品の検索ができます。

購入画面設定

バンドル販売時のコメントや対象商品一覧へのリンクテキストを設定できます。

SEO設定

バンドル対象一覧ページの「ページ名」
「説明」
「キーワード」を設定できます。

割引設 定（購入金額割引販 売）
割引設定機能

商品の購入金額に応じて、割引率（1〜99%）を最大5段階まで設定でき、カートに入っている商品合計金額によって自動的に割引額します。クーポン発行機能やポ
イント機能との併用の可否も設定できます。割引の名称も任意に設定できます。

割引対象外商品

ショッピングカート内で割引対象外商品がわかる表示を任意に設定できます。

割引適応範囲設定

オプション価格を含めて割引を適用するか設定できます。

メール設 定
ご注文確認メール

ご注文時に、ご注文内容を記載したメールを自動送信できます。

サンクスメール

ご注文確認後、メールを送信できます。受注管理画面より、事前に用意したテンプレートを元にメール送信がおこなえます。

ご入金確認メール

ご入金確認後、メールを送信できます。受注管理画面より、文章を編集し個別にメール送信がおこなえます。

発送通知メール

発送完了後、メールを送信できます。受注管理画面より、文章を編集し個別にメール送信がおこなえます。

会員登録完了メール

会員登録完了後、メールを自動送信できます。

会員登録解除メール

会員登録を解除された後、メールを自動送信できます。

会員登録内容変更完了メール

会員情報の内容を変更後、メールを自動送信できます。

パスワード再設定用メール

会員がパスワード再設定を行った場合に、メールを自動送信できます。

パスワード変更完了メール

会員がパスワードを変更した場合に、メールを自動送信できます。

メルマガ登録完了メール

メルマガを登録された後、メールを自動送信できます。

メルマガ解除完了メール

メルマガを登録を解除された後、メールを自動送信できます。
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お問い合わせ受付完了メール

お客様から商品についてのお問い合わせを受けた後、
メールを自動送信できます。

任意受注連絡メール１・2

メール取込型の受注管理ソフトとの連携を目的とし、受
注連絡を送信するメールです。
（管理者専用）

在庫切れメール

在庫が切れた場合に管理者にメールを自動送信でき
ます。

レビュー受付完了メール

レビュー投稿時に、
書込み完了のお知らせメールを自動送
信できます。

メールマガジン

※プランにより配信可能数が異なる

メールマガジン配信機能

メールマガジンを希望者に対して配信できます。 ※PC・スマートフォン・携帯キャリアアドレス向けに配信

HTMLメールマガジン配信機能

HTMLメールマガジンを配信できます。

メールマガジン配信予約機能

メールマガジンを予め登録して指定した日時で配信できます。

メルマガ申込フォーム

メルマガ申込、解除が行えます。

メールマガジン配信先絞込

メールマガジンの配信の際に、性別、登録都道府県、購入回数、購入金額、購入商品、会員登録経路、会員ステージ、利用可能ポイント、ポイント有効期限により、配信
先を絞り込みメールマガジンを発行することができます。専用CSV形式ファイルによるメールアドレス指定も可能です。

メルマガ配信数追加オプション

プラス4,000円／月額（税別）で、合計月間60万通まで配信可能。
（超過分は1通につき1円）オプションは 1つのみ契約可。

デコメール配信機能

携帯キャリアアドレス（docomo/au/SoftBankなど）に絵文字入りのメールやデコメールを配信できます。
（月間10万通まで・超過1通につき1円）

メルマガ配信数追加オプション
（デコメール）
メールアドレス認証機能

月間40万通まで。
（超過分は1通につき1円）

プラス4,000円／月額（税別）で、合計月間30万通まで配信可能。
（超過分は1通につき1円）オプションは1つのみ契約可。
メールマガジン登録時に、
お客様が入力されたメールアドレス宛に認証コードを送り、
確認画面にて正しい認証コードを入力できたものだけをメールマガジン登録します。

決済設定
決 済 代行 会 社
基 本決 済 設 定

※決済方法により別途契約が必要
SBペイメントサービス株式会社とご契約いただけます。
「銀行振込」
「郵便振込」
「代金引換」
「店頭払い」
「任意決済（1~3）」が設定できます。※別途契約は必要ありません

任意 決 済 項目追 加

決済代行サービス以外に手数料、最大・最小購入金額の設定ができる任意の決済方法を追加することができます。

クレジット決 済

以下のクレジットカードが利用できます。
5大国際ブランドに対応 JCB / AMERICAN EXPRESS / VISA / MASTER / Diners Club

クレジットカード番 号 保 持

会員情報としてクレジットカード番号を保持できます。
2回目以降のご購入時にクレジットカード情報の入力が不要となります。

外部ID決済:
Amazon Pay利用
Pay Pay（オンライン決 済）
キャリア決 済
N P 後 払い

Amazon Payが利用できます。
別途、アマゾンジャパン合同会社との契約が必要です
PayPay（オンライン決済）が利用できます。

別途、SBペイメントサービスとの契約が必要です

外部ID決済:
楽天ペイ（オンライン決済）
d払い

別途、SBペイメントサービスとの契約が必要です

楽天ペイ
（オンライン決済）
が利用できます。

別途、楽天株式会社との契約が必要です

d払いが利用できます。

ドコモ、ソフトバンク、auのキャリア決済が利用できます。
NP後払いへ取り込みができる受注データ（CSV形式
ファイル）をダウンロードができます。
別途、株式会社ネットプロテクションズとの契約が必要です

別途、SBペイメントサービスとの契約が必要です

別途、SBペイメントサービスとの契約が必要です

別途、SBペイメントサービスとの契約が必要です

コンビニ決済

ECサイトで購入した商品の代金を、
購入者がコンビニエンスストア
で支払いを行えるようになります。
先払いになります。
利用できるコ
ンビニエンスストアは、
サービスサイトからご確認ください。
別途、
SBペイメントサービスとの契約が必要です

プロモーション管理機能
G o o g l eショッピング 連 携 機 能 登録された商品データをGoogleショッピングに連携、商品リスト広告を出稿できます。※Googleショッピング側の審査があります。

(G o o g l e データフィード設 定 )

商品データフィード連 携 機 能

登録された商品データをCriteo、KANADE DSP、deqwas、TAGGYなどのサービスに連携できます。

G o o g le A naly t i c s™
拡張 eコマース対応

Google Analytics™の拡張eコマースに対応しています。簡単な設定でご利用いただけます。カスタムディメンションも設定できます。

測定タグ一覧

CriteoやKARTE、Google広告 リマーケティング、アフィリエイトコード設定などをご利用いただけます。最新の対応確認アフィリエイト一覧は、
サービスサイトを
ご確認ください。

構 造 化データ設 定

パンくずリンク、商品（価格・在庫）、レビューの構造化データの設定ができます。JSON-LD方式です。

FacebookコンバージョンAPI標準連携

FacebookコンバージョンAPIに標準連携。futureshopの管理画面に設定するだけで、すぐに利用を開始できます。Facebook・Instagram広告の効果測定を改
善・パフォーマンス向上に役立ちます。

オプション・別途ご契約が必要となります

In stag r a mショッピング 機 能 Facebookビジネスマネージャで作成するカタログに必要な商品データを自動連携。Instagramのフィード投稿時に商品情報をタグ付け可能。

（Fa c e b o o kカタログ 連 携）

ポイント機能

オプション

会員登録ポイント登録設定

会員登録時にポイントを付与できます。付与するポイント数やポイントの有効処理（即時反映/ 手動反映）など設定できます。

レビューポイント設定

会員（お客様）がレビューを投稿した際にポイントを付与できます。付与されるポイント数、ポイント有効処理の設定ができます。

購入ポイント付与設定

購入時にポイントを付与できます。ポイントの付与率や、有効期限、ポイント値引き購入時のポイント付与、など設定できます。

会員ステージ別ポイント付与機能 会員ステージを設定することで、会員ステージごとに購入ポイントの付与率を変更できます。
ポイント付与購入金額制限値

ポイント付与が可能となる商品購入金額の最小金額が設定できます。

1回の購入で利用できるポイント数 購入1回あたりに利用できる最大・最小のポイント数の設定ができます。
ポイント利用単位
ポイント有効期限設定
ポイント一括登録

ポイント値引き時に使用できるポイント数を、任意の数を1単位として指定できます。
（例：500ポイントずつ使用）
「購入ポイント・会員登録ポイント・レビューポイント」の有効期限を設定できます。
会員に対してポイントの一括登録ができます。
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特別ポイント付与

購入時や会員登録時以外に、購入回数や、購入商品、
会員ステージにより会員を抽出し、期間限定のポイントを付与できます。

特別ポイント付与会員へメール配信

特別ポイントを付与した会員へメール配信できます。

ポイント状況表示

管理画面にて店舗の「全保有ポイント合計」
「全有効ポイント合計」
「有効待ち件数」の現在の状況を表示します。

画像 ホスティング

オプション[500・2500・5000・10000]

商品画像登録数

利用不可[プラン50]

商品画像を40枚まで登録できるようになります。通常は5枚まで登録可能です。

サムネイル画像指定

任意の登録画像から指定できます。

商品画像一括登録

FTPサーバーの所定のディレクトリにまとめて配置することにより、画像を一括登録できます。

画像個別登録

最大40枚分の商品画像を1画面で登録できます。

一括登録時のリネーム

XXL〜XSまでの6パターンの命名規則に従って、システムが自動でリネームします。

クーポン発行機能

オプション
購入時に値引きや送料無料の特典が受けられるクーポンを発行できます。クーポンは対象者を設定でき、
ゲストを含む全員、会員全員、または特定の会員に絞って
発行できます。

クーポン発行機能
特定会員クーポン付与機能

購入日や購入回数、会員ステージなどで会員を絞り込み、クーポンを付与できます。CSV形式ファイルでの一括登録もできます。

クーポンコード

カート画面でクーポンコードを入力すると利用できるクローズドクーポンを発行できます。ゲストを含む全員もしくは会員のみなど、対象を設定できます。

値引き設定

商品に対する値引きクーポン（定率／定額、全商品対応/対象商品指定）、送料無料クーポンを設定できます。値引きは、商品合計金額に対して行われます。

利用可能数制限

１会員（メールアドレス）の利用可能数、店舗全体での利用可能数を設定することができます。

利用条件設定

利用条件（金額もしくは個数）、他のクーポンとの併用可否が設定できます。

クーポンメール配信機能

メルマガとは別に、クーポン告知メール、クーポン未利用お知らせメール、クーポン利用期限ご案内メールを配信できます。

会員登録クーポン

サイト来訪者が会員登録時に自動で付与されるクーポンを発行できます。

LINE連携クーポン

サイト訪問者が自社ECの会員IDとLINEアカウントを連携した時に自動で付与されるクーポンを発行できます。

LINE連携オプションご利用時

Amazon Pay連携クーポン

サイト来訪者がAmazon Payを利用し、自社ECの会員IDと連携を行った際に自動で付与されるクーポンを発行できます。

誕生月クーポン

誕生月をむかえる会員に毎月自動でクーポンを発行できます。

クーポン自動適用

利用可能なクーポンがあれば、ショッピングカートページで自動適用されます。

クーポン期間

公開期間、利用期間を設定できます。公開期間は会員マイページのクーポン情報ページにクーポン情報が表示される期間を設定できます。利用期間のみ、そのクー
ポンが利用できます。また、会員登録クーポンには発行期間が設定できます。

クーポン期限

会員の行動によって発行されるクーポンで、
発行時点から計算して、対象会員のクーポン利用終了日時を自動設定できます。たとえば、
「会員登録して1ヶ月後の月末
まで」というクーポンが発行できます。

対象商品設定

値引き対象となる商品を設定できます。商品タグを設定できます。

入荷お知せメール

他社ID決済オプションご利用時

※月間5万通まで配信（超過1円／通）

オプション

入荷お知らせメール機能

商品のバリエーション
（サイズやカラー）ごとに入荷お
知らせメールの登録･配信ができます。

入荷お知らせメール申込状況表示 レス数」の現在の状況を表示します。

入荷お知らせメール配信予約機能

入荷お知らせメールを予め登録して、指定した日時に
配信できます。

入荷お知らせメールアドレス取得

入荷お知らせメールに申込済みのメールアドレスを、商品ご
とにダウンロードできます。

HTMLメール配信

入荷お知らせメールをHTMLメールで配信できます。

入荷お知らせメールアドレス削除

入荷お知らせメールに申込済みのメールアドレスを、商品ご
とに削除できます。

入荷お知らせメールの申込をされている
「商品数」
「登録アド

レビュー機能
レビュー投稿
書込権限の設定

商品に対するレビューを投稿できます。
投稿されたレビュー
は商品ページなどに表示できます。
投稿時に、
５段階評価、
ニックネーム、
性別などを投稿することができます。

承認（公開）設定

レビューの公開設定は
「即時公開」
か
「管理者による承認後の公
開」
のいずれかを設定できます。

レビューの書込み権限は
「誰でも書込み可能」
「会員のみ」
「購入をおこなった会員のみ」
のいずれかを設定できます。

レビュー検索機能

管理画面で、
商品名や会員IDなど、
指定された条件で投稿され
たレビューを検索し、
公開ステータスを変更できます。

管理者
管理者登録・編集

管理者ごとに、機能単位で利用権限の設定ができます。
例）制作会社の方であれば「商品管理+デザイン設定
のみ利用」など

管理ログ（動作ログ）

管理画面での重要な動作のログを表示します。

パスワード変更

管理者のパスワード変更ができます。

定期購入・頒布会

オプション

定期購入機能

同じ商品を定期的にお届けする定期購入ができます。お届
け月またはお届け回数を定めた販売、または期限なしの販
売も可能です。

頒布会販売機能

毎月違う商品をお届けする頒布会販売ができます。月1回の
お届けで、
あらかじめ設定した商品を販売します。

初回価格・最終回価格設定

「初回おためし価格」でお得感を演出し、
「最終回ありがとう
特別価格」などで継続率をアップさせます。

「申込コース」の設定

定期購入と在庫一括管理

定期商品のお届けは、お届け月コース（3ヶ月/6ヶ月/12ヶ
月）、お届け回数コース（3回/6回/12回/24回）、期限無コー
スで設定し、購入者側で選択していただくことができます。
（固定にすることもできます）
通常商品（１回きりの購入商品）と定期商品を同じ商品ペー
ジで併売できます。その場合、在庫を一括で管理できます。
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クレジットカード洗替処理
（継続自動決済）
別途、SBペイメントサービスとの契約が必要です

クレジットカード番号変更
別途、SBペイメントサービスとの契約が必要です

定期購入・頒布会にてクレジットカード決済オプションを利
用される場合は、決済代行会社側で洗替え処理を行い、定
期販売継続中に購入者のクレジットカードが有効期限切れ
になる、などを防ぎます。

「お届けサイクル」の設定

会員がマイページで、別のクレジットカードに変更できま
す。会員と管理者に対してクレジットカード番号変更完了
メールを自動配信することができます。
「ご申込から初回のお届け日までの日数」や、
「受注データを

定期・頒布会機能の基本設定 お届け日の何日前に作成するか」を設定できます。

定期購入・頒布会申込時に、お客様へお申込内容を自動で

定期・頒布会申込受付メール 返信します。

お届け月の間隔（1/2/3ヶ月）を設定し、

定期機能
「お届けサイクル」の設定

その後、店舗固定もしくは購入者指定からサイクルを1つ
選んで設定できます。
お届け月の間隔やサイクルは（）内から設定できます。
●店舗によるサイクル固定（日付指定、
曜日指定）
●購入者によるサイクル指定
（日付指定、曜日指定、サイクル(お届け間隔日数)）

定期・頒布会商品にて、Google Analytics™による測定、
広告・アフィリエイト測定、レコメンド、ポイント（付与のみ）、
入荷お知らせメールなどをご利用いただけます。

他機能の利用

お届けサイクルは、店舗が指定する他、店舗があらかじめ設
定した中からお客様に選んでいただけます。定期商品は「日
付指定（毎月1日など）/曜日指定（毎月第一土曜日など）/サ
イクル指定（xx日ごとなど）」、頒布会商品は「日付指定」
「曜
日指定」から選んでいただけます。

CMSサーバー（VPS）オプション

オプション

WordPressなどCMSのご利用ができる、サーバーのディスクスペースやデータベースを提供します。CMSインストール後は、futureshop契約ドメインでブログなどの管理ツールとしてお使いいただけます。

実店舗在庫表示
実店舗在庫表示

「よく行く店舗」
の設定

オプション
実店舗の在庫を管理する「在庫管理システム」と
futureshopのシステム連携（API経由）を行うことで、ECサ
イトに実店舗の在庫状況が表示できます。

取扱い店舗一覧画面への
リンク

「取扱い店舗一覧」ボタンを商品ページに設置できます。店
舗の在庫状況が一覧で表示されます。

会員登録フォームでよく行く店舗を設定できます。
会員のよ
く行く店舗に在庫がある場合、商品ページにその旨が表示
されます。

商品バリエーションごとの
在庫数表示

カラー・サイズなどのバリエーションがある商品は、取扱い
店舗の一覧でもバリエーションごとに検索ができます。

STAFF START連携オプション

限定

オプション

株式会社バニッシュ・スタンダードが提供する「STAFF START」の連携オプション。スタッフのコーディネート撮影からアイテム情報ひも付け、投稿まで専用アプリで一連の業務が完了する「コーディネー
ト投稿機能」とコーディネート経由のECサイトからの購入など可視化できる「分析機能」がご利用いただけます。
「LINE STAFF START」のご利用も可能です。 別途、バニッシュ・スタンダード社「STAFF START」との契約が必要です

FBZ 連携オプション

p owe re d by C o m m e rc e C o n n e c t

(Fulfillment by ZOZO 連 携 )

オプション

ZOZOTOWNに出店しており、futureshopでECサイトを構築されているファッション・アパレルブランド様は、自社ECとZOZOTOWN間で在庫連携を実現できます。
発送業務を委託可能、自社ECとZOZOTOWNの在庫を集約し一元管理が可能といったメリットがあります。
別途、
株式会社ZOZOとの契約が必要です

futureCar tRecover y

オプション

カゴ落ちした会員にメールやディスプレイ広告などで買い忘れた商品をリマインド。
再来訪を促します。

他社ID決済オプション

A mazon Pay 利用

オプション

Amazon.co.jpに登録された情報を利用して、会員登録・配送先の登録・クレジットカード決済が
できます。会員登録率やコンバージョン率アップが期待できます。

別途、
アマゾンジャパン合同会社との契約が必要です

PayPay（オンライン決済）利用

オプション

futureshopで運営する自社ECサイトで、
「PayPay（オンライン決済）」が導入できます。決済処理
には、物販利用時も安心な課金・売上方式を採用。
ECサイトでの物販に発生しうる確定までの金額
変更も、対応が可能です。
別途、
SBペイメントサービスとの契約が必要です

あと払い（ペイディ）

オプション

あと払い（ペイディ）は、スマホだけで今すぐお買い物ができるあと払いサービスです。カゴ落ちを
防ぎ、
売上げアップが見込めます。
別途、
株式会社Paidyとの契約が必要です

フォーム入 力アシスト機能
お客様のフォーム入力をリアルタイムにサポートすることで、カゴ落ち率を改善し、コンバージョン
に繋げます。購入手続き時や会員情報登録時に利用できます。

他社ID決済オプション

楽 天ペイ（オンライン決 済）

オプション

futureshopで運営する自社ECサイトで、
「楽天ペイ（オンライン決済）」が利用できます。お客様が
楽天市場などでご登録されている「楽天ID」を利用したクレジットカード決済ができます。
別途、
楽天株式会社との契約が必要です

d払い利用

オプション

futureshopで運営する自社ECサイトで、
「d払い」が導入できます。お支払いを月々のケータイ料金
と合算して支払えることに加え、支払い額に応じてdポイントがたまり、支払い時にdポイントを利
用できます。
別途、
SBペイメントサービスとの契約が必要です

NP後払い（即時与信）

オプション

クレジットカードも口座登録も不要、ご注文時に即時与信、商品到着後にお支払いとなる未回収
りすく保証型の後払い決済サービスです。
別途、
株式会社ネットプロテクションズとの契約が必要です

LINE連携オプション

オプション

LINE連携とは、自社のWebサービスとLINEアカウントを連携させ、LINEアカウントを起点に集客・アクション誘導・リピート促進まで、ユーザーの行動をLINEアプリ上でシームレスに完結させることができる
仕組みです。自社ECでも会員とLINEでのコミュニケーションを実行できます。
別途、LINE株式会社との契約が必要です

※LINE株式会社が提供するLINE＠認証済みアカウントの取得、および「ライトプラン」
「スタンダートプラン」へのお申込みが別途必要です。

futureRecommend2

オプション

「この商品を買った人は、この商品も買っています！」などのおすすめ商品や、最近見た商品などを
表示し、有能な販売員のように自社EC来訪者を接客するサービスです。

futureサジェストリンク

オプション

検索フォームへのキーワード入力途中に、検索候補を予測表示。同時にキーワードに関連した商品
を商品画像・商品名・商品説明付きでリアルタイム表示できます。

以下の機能は準備完了次第、お使いいただけるようになります。
（2022年 10月現在）
決済設定
Apple Pay

商品ページから、Touch ID・Face IDを使って決済完了！
自社ECで「ほしい商品を、
その場でスグ購入完了」を実現します。また、
クレジットカード番号が店舗側に共有されず、決済時には指紋認証を行
うため不正利用を防ぎ、安全・安心の決済方法をお客様に提供します。

オリコWebクレジット

分割払い（月賦払い）のお申込みをWeb上で完了できる決済サー
ビスがご利用いただけます。
別途、
株式会社オリエントコーポレーションとの契約が必要です
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