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拡張開発（オリジナル開発）

任意機能（エクステンション）

60万円～
各種デザイン込

HP制作及び、各種機能のシステム追加
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基本機能
①多言語・多通貨

サイト機能

②越境EC(海外
通販)機能

③マルチサイ
ト運用機能

④CMS機能

5万円～

パッケージ本体 Magento

⑤多数のエクステンションの中から選択

⑥必要な機能を要件定義し、独自に開発 25万円～



パッケージ本体 Magento2について

• ECサイト構築用のプラット
フォーム

• アメリカ・ロサンゼルスに本
拠を構える、Magento Inc.が
開発

• 世界シェアＮｏ.１であり、
海外通販の機能が充実

• 越境ＥＣ（海外販売）のシー
ンでは、日本国内産のプラッ
トフォーム（EC-CUBE等）よ
り実績が多い

• 機能の豊富さや、使いやすさ、
カスタマイズ性も優れている。
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ECサイト構築プラットフォーム Alexa TOP100K（Datanyzeより）



・海外通販向けに、多言語、他通貨に対応したECサイトを構
築したい

①多言語・多通貨サイト機能
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多言語・多通貨対応

• 多言語、多通貨対応!

• スマートフォンページや
言語ページごとに専用の
別ページ管理で運用可能

• 自動翻訳と手動修正機能

多言語、他通貨に標準対応!
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・すぐに越境EC（海外販売)をはじめたい

②越境EC(海外通販)機能
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海外販売に優れた機能とUI

• 各国で求められる要件は様々
（各国の法律に対応した機能、各国でウケの良
いデザインやボタンなどのUI）

• Magentoはなら、機能・UIともに海外での販
売シーンに適した機能が、そろった状態となっ
ている

スピーディーに海外販売（越境EC)サイトを構築



・1つのシステム上で複数のECサイトを管理したい

③マルチサイト運用機能
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サイトA サイトB

複数のドメインの異なるマルチサイトを構築しな
がら、１つの管理画面で管理できる

• ブランド毎にサイトのドメインを分けて、マルチ
ドメインを構築するシーンで、通常のプラット
フォームであれば、サイト毎に複数のが管理画面
に分かれ煩雑になる。

• Magentoでは、一つの管理画面で複数のECサイ
トを運営することが可能。

• 「英語のサイト」「中国語のサイト」「日本語の
サイト」のように各国の言語、通貨の表示方式も
1つの管理画面をで運営できる

◆サイト毎に独自設定が可能な項目
・サイトデザイン ・商品 ・表示通貨
・決済方法 ・送料 ・ポイント

1つの管理画面



・ ECサイトの更新を手軽に行ないたい
・社内でECサイトの更新を行いたい

④CMS機能
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各ページの更新がカンタン

• 更新容易性の向上

• HTML等の専門知識がなくてもECサイ
トを更新できます

• 文字の編集、画像の挿入・入れ替えな
どが容易に行えます

管理画面より、カンタン操作で
コンテンツを更新

管理画面から
更新・管理

技術的なことで悩まずに、ページの内容づくりや
マーケティングに専念できます。



・ニーズに合わせて機能を追加したい

⑤任意拡張機能 エクステンション
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多数の拡張機能（エクステンション）の中か
ら選択して追加

• Magentoに、全世界の技術者が開発した豊
富なエクステンション（拡張機能・追加プ
ログラム）ある

• ネットショップの要件に合わせて選択して
追加が可能

◆エクステンションの例
・Q&A機能 ・注文データの項目追加機能
・各種SNS連携機能 ・配送日指定機能
・チャット追加機能 ほか

多数の既存の拡張機能（エクステンション）の中から、
要件に合わせて必要な機能を追加



・既存のエクステンションにない、独自な機能を追加したい

⑥拡張開発（オリジナル開発）
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プログラマによる拡張機
能のオリジナル開発

• 実現されたい要件を伺い、
PHPを用いて、Magento

に対応したオリジナルの
拡張機能を開発します ◆オリジナル開発の例

・複雑な送料テーブルに対応する機能
・商品の特殊なオプション選択機能
ほか



Magento(バージョン2.1)推奨環境
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サーバ

・「レンタルサーバ」に設置が必要です。
・レンタルサーバをご利用の場合は、サイトの安定
稼働率、利用サイトの多さの観点より、さくらイン
ターネット、Xserverをおすすめいたします。

※ SSL

・通信の暗号化のため、SSLの導入をご提案いたします。
・さくらインターネット、Ｘserverご利用時は維持費が無料。
・一般的なコーポレートサイトでのSSL証明書の取得・維持
費用は、年額1,000円～80,000円と差がありますが、暗号化
技術そのものには違いはありません。どのSSL証明書を利用
しているかが企業のブランディングのひとつとも言えますが、
サイト訪問者には意識がされない部分でもあります。

メンテナンスのコスト圧縮
（レンタルサーバの場合）
・月額1,000円～2,000円程度
・機器メンテナンスやバージョンアップ、セ
キュリティなどをサーバ会社に行ってもらえる

通信傍受・情報漏洩リスクの回避
・暗号化された通信で情報を保護します
ユーザーの信頼性向上
・ブラウザにおいて、非SSLサイトは「保護されて
いない通信」と出る一方、SSL導入サイトには「セ
キュアな通信」のマークが出るため、SSL導入が
ユーザーにとって信頼性の向上をもたらすことが見
込まれる

OS RedHat Enterprise Linux (RHEL), CentOS, Ubuntu, Debianなど

メモリー 2GB以上

Webサーバー Apache 2.2 or 2.4またはnginx 1.8以上の最新版

データベース MySQL 5.6など

PHP 7.0.2 / 7.0.4 / 7.0.6-7.0.x / 5.6.5～5.6.x

PHPエクステンション curl / gdまたはImageMagick 6.3.7 / intl / mbstring / mcrypt / mhash / openssl / 
PDO/MySQL / SimpleXML / soap / xml / xsl / zip / json(PHP7の場合のみ) / iconv(PHP 7
の場合のみ)

メールサーバー 必要

SSL※ 必要



保守・運用サポートのご案内
補足
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・ターゲットとなるお客様からの反応率やお問い合わせ率を高めたい
・戦略的に、より成果の出るウェブサイトを作りこみたい

⑦マーケティング・運用コンサルテーション
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３C分析による「選ばれる理由」の明確化

•３C分析のワークを御社担当者様と一緒に実施
し、戦略を共有

• 自社の選ばれる理由を明確化

• お客様に訴求すべきポイントが明らかに
ターゲットとなるお客様に自社が提供できる
「ベネフィット」や、「差別的優位点」を発見

• ホームページの目的達成率を向上

３C分析は
Customer(付き合うべきお客様）
Company（自社）
Competitor（競合）
の3者の関係性から戦略を見いだすための分析手法です

３C をコンテンツに
落としこむ

伝えたい
メッセージ

お客様に、自社と付き合うメリットや、競
合他社よりすぐれているところを、効果的
に伝えましょう



定期的なバックアップとアップデート

•定期的なバックアップ

•万が一のトラブルに備え、ウェブサイトを復旧で
きるよう、バックアップを定期的に実行

•CMSのアップデート

•CMSはソフトウェアなので、アップデートが発
生

•アップデートすることで、セキュリティ向上、バ
グ削除、管理画面の操作性向上が期待される

⑧保守・運用サポート
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GoogleAnalytics
改善アドバイス

•GoogleAnalyticsを導入

•ホームページの改善ポイントを
発見し、次の施策につなげるた
めの気づきを得ることが出来る

•効果測定・改善提案

•ご要望に応じて、月次・隔月
でアクセス解析レポートや改
善提案を実施

運用サポート

•オンライン質問サポート

•御社で更新いただくにあたり、ご
質問への回答や、エラーの原因究
明・復旧作業を実施

ウェブサイトの安定的稼働 スムーズな運用
効果測定と継続的な改善

公開後も安心して運用いただけるように保守を行ない、
更なる成果を出せるように、解析と改善のサポートをいたします。


