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通販サイト作成ソフト

購入ガイド
インターネットに自分だけのお店を持 つ。そんな思いをかなえてくれるソフ
トやサービスが充実してきた。通販サイト作成ソフトを使って、手軽にオン

椿 浩和
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ラインショップを始めてみよう！

通販サイトを作る環境の変化
現実の世界で、自分の店を持つのは大変

動送信」などの便利な機能を実現するには

だ。出店する場所を探し、内装や外装を手配

HTMLやCGI スクリプトなどの知識が欠かせ

し、商品を仕入れ……これでようやくお店を

なかったからだ。

開ける。さらに営業時間内はずっと店内にい

難しかった、欠かせなかった…など、過去

なければならず、掃除やディスプレイの変更な

形で書いたのにはわけがある。最近では、通

どのメンテナンスも欠かせない。

販サイトの作成環境はだいぶ変わってきた。

もっと手軽に自分だけのお店を持てるのが
インターネットだ。通信販売を行う
「オンライ
ンショップ」サイトなら、現実のお店より手軽
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通販サイトを作るための専用ソフトが数多く
登 場 してきたか らだ。 専 用 ソフトには、
「HTML や CGI がわからない」
、
「FTPって何

に始められる。とはいえ、企業が運営するも

のこと？ 」という人でも充実した通販サイト

ののように、充実した通販サイトを作るのは

を作れる機能が搭載されている。各ソフトの

難しかった。ある程度形が見えるサイトはでき

特徴を見極め、今年の夏はアナタもeビジネ

ても、
「ショッピングカート」や「受注メールの自

スに乗り出そう！

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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通販サイトの作り方は千差万別

作成ソフトと提供サービスを徹底比較
通販サイト作りを支援してくれるのは、専用ソフトだけではない。作成からメンテナンスまで面倒を見てくれ
るホスティングサービスや、登録するとウェブ上でお店を作れるショッピングモールもある。どのサービスにど
んな特徴があるのか、比較してみよう。

□ 手軽にできる作成ソフト

□ トータルで任せるなら

構えず気軽に始められるのが、通販サイト

□ 集客第一！

ホスティングサービス

しかも簡単

ショッピングモールの登録

作成ソフトが持つ最大の利点だ。すでに加入

専用サーバースペースの維持や管理を行っ

インターネットには、複数のオンラインショッ

しているプロバイダーが商用目的のホームペ

てくれるのがホスティングサービスだ。ホーム

プが集まったショッピングモールがある。こう

ージ作りを認めているなら
（318ページ参照）
、

ページの作成から管理までを代行してくれる

したモールのなかには、通販サイト作成ツール

最初にかかるお金はソフト代だけ。プロバイ

ところも多い。このサービスを利用して通販サ

を提供しているところもある。@niftyの「ショ

ダーを乗り換えたとしても、ソフト代とその費

イトを開設するメリットは、
「すべて任せられる」

ッピング・アット・ニフティ」などだ。ツールを使

用だけで済む。サイトの中身は自由に作れる

ということ。現実のお店でいえば、製品開発

えば、HTMLの書き方がわからなくても通販

し（一定のルールはあるが）
、思い切った内容

以外のすべてを任せてしまえるということにな

サイトを作って登録できる。用意された決済

変更もしやすい。さらに、維持費もほとんど

る。手間をかけたくない人には最適だ。反面、

システムを使えば、代金の回収もラクにでき

必要ないといいことずくめのように思える。決

有料サービスなのでコストがかかるという欠点

る。そのうえ、店舗が集まっているので集客

済システムは郵便振替や代引き、銀行振込

もある。決済システムは自分で用意するか、

効果が期待できるし、手間もかからない。す

が標準で、It's eShopはアコシスとスマッシ

別料金でシステムを構築してもらう必要があ

ぐに商売を軌道に乗せたい人に向いている

ュに対応している。

る。初期費用が発生するので「ちょっとやって

といえるかもしれない。

みるか」と気軽に始めるわけにはいかないし、

ただし、こうしたツールでは作成できるウェ

行う必要があるので、手間がかかるのは覚悟

ショップが軌道に乗るまでの維持費も馬鹿に

ブサイトのフォームが決まっていることが多い。

しておきたい。また、ある程度ホームページ作

ならない。本腰を入れて経営に取り組みたい

オリジナリティーを重視したい人には向いてい

りの知識も必要だ。

人向きだ。

ないかも。

ただし、サイトの作成や維持、管理は自ら

通販サイト作成ツール十番勝負
項目

作成ソフト

ホスティングサービス

ショッピングモール（楽天市場など）

オリジナリティー

◎

一から自分で作ることもできる

○

自分の意図を制作者に伝える
必要がある

×

フォーマットが決まっているサイト
が多い

サイト作成にかかる手間

△

ホームページ作りの知識が必要

◎

すべて任せられ、何もしなくても
OK

△

トップページは簡単だが、ほかは
自分で作る

◎

ソフトの購入費用だけ

サイト作成にかかるコスト

×

初期費用は馬鹿にならない

×

登録費がかかるサイトがほとんど

機能の充実度

○〜 ソフトの種類による
◎

◎

ショッピングカートなど、多彩な
機能

◎

専用の仕組みを用意している

決済システム

△〜 個人ではカード決済は無理
○

○

代金回収代行サービスを提供し
ているところもある

◎

サイト自体の決済システムを使
える

サイト維持の手間

×

すべてに目配りすることが必要

◎

何もしなくてもOKの場合もある

△

中身は自分でしっかり管理する
必要がある

サイト維持にかかるコスト

◎

プロバイダーの利用料金と電話
代だけ

×

定期的に維持費用が出ていく

△

登録料や報酬料などがかかる場
合もある

サイト作成上のリスク

◎

コストがかからない分、気楽

×

売上と経費のバランスをシビア
に見る必要がある

×

売上と経費のバランスをシビア
に見る必要がある

顧客の信頼度

△

個人サイトが信用を得るには
時間がかかる

△

個人サイトが信用を得るには
時間がかかる

○〜 サイト自体の信用度による
◎

集客効率

×

認知されるまで、地道な宣伝が
必要

×

認知されるまで、地道な宣伝が
必要

×〜 サイト全体の集客率はいいが、
◎ 埋もれる可能性がある

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

ホスティングサービス：業者が自前のサーバーのハードディスクの容量の一部をユーザーに貸し出し、使用料を得るサービスのこと。ユーザー側には安価な料金でインターネットに接続さ
れたサーバーを構築できるというメリットがある。
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商品管理などの機能も豊富

作成ソフトで手軽に通販サイトを作ろう
安価なものから高価なものまで、通販サイト作成ソフトは複数のメーカーから発売されている。ここでは、各ソフトの
違いや、一般的なホームページ作りに使われる「ホームページビルダー」などと比較したときの違いを紹介していこう。

□ 一般のホームページ作成ソフト

□ 作成ソフトを使って、

せないデータベース機能（在庫管理・受発注

との違い

通販サイトを開く

管理・入金管理など）
に関しても搭載している

通販サイトも、構造の基本的な部分はほか

前述したとおり、通販サイト作成ソフトは、

ものがほとんどだ。

のウェブサイトと変わらない。ベースになるデー
タにHTMLタグを付け、複数の画像やHTML

□ ソフトの違いは対象ユーザー

に作れるようになっている。ここでは、作成ソ

文書をリンクしてサイトを構成している。だか

一口に通販サイト作成ソフトといっても、複

フトを使った通販サイト開設までの流れを、実

ら、普通のホームページ作成ソフトでも、通販

数のメーカーから何種類ものタイトルが発売

例を交えながら紹介していこう。なお、各ソフ

サイトを作ることはできる。

されている。各ソフトともカタログを見ただけで

トの操作体系は非常に個性的だ。同じ作業

は機能面の大きな違いはないように思える。

をするときの方法がソフトごとに異なるのはあ

通している。専用ソフトの魅力は「特定コン

しかし、実際に使ってみると各ソフトの作り方

たりまえで、サイトを作っていく順番自体がま

テンツが作りやすい」ことだ。どんなサイトで

は明らかに異なる。

ったく異なる場合もある。ここでは、各ソフト

市場には複数の通販サイト作成ソフトが流

も作れるという汎用性はない代わり、商品の
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オンラインショップに特有のコンテンツを手軽

もちろん、対応する決済方法の種類やテン

に共通する手順を紹介するが、実際にソフト

一覧表やショッピングカートのCGIスクリプト

プレートの数など、スペック上の違いもある。

を使う場合にはマニュアルをしっかり参照し

など、固有のコンテンツを手軽に作れるよう

だが、一番大きな違いは「どこまでユーザー

て作業してほしい。

になっている。また、通販サイトの維持に欠か

をフォローするか」だ。それぞれのソフトは通
販サイトを簡単に作れるといっているものの、

1 テンプレートで構成を決める

実際に作業するユーザーに求める
「レベル」に
差がある。
「マイ・通販」のようにホームページ

サイト作りのスタートは、どのテンプレート

作りの基礎知識があるユーザーを対象とした

を使うかを選 ぶところから始まる。通販サイ

ものもあれば、
「通販開業」のようにまったく

ト作成ソフトのほとんどは、あらかじめ提供さ

初めてという人向けに至れり尽くせりの機能

れたテンプレートを利用してコンテンツを作っ

を付けたものまで、要求するレベルの差は意

ていく。ソフトに収められているテンプレート

外に大きい。実際にソフトを購入する際には、

の数はタイトルごとに異なり、10 種類程度の

自分のレベルを考え、それに応じたものを選

ものから100 種類を超えるものまである。テ

ぶようにしたい。

ンプレートの数＝オリジナリティーというわけ
ではないが、作るサイトのバリエーション
が広がることは事実だ。
テンプレートを選んだら、内容を入力

＜商品情報の編集画面＞（通販開業）

していく。ほとんどのソフトで、ウィザー

一覧形式でキレイに並べた商品情報など、通販サイトに特有

ド形式を採用。変更したいパーツ
（トッ

のコンテンツを手軽に作れるのが、作成ソフトの大きな魅力。

プページのタイトルなど）
をクリックする
と別ウィンドウが開き、入力すべき項目
を表示してくれる。質問に答える形で
内容を埋めていけば、サイトを構成する
各ページができ上がっていく仕組みだ。

＜「訪問販売法に基づく表示」を編集＞（e-SITEmaster）

＜初期設定画面＞（通販開業）

通販サイトには、法律上掲載を義務 付けられている項目が

簡単といわれる作成ソフトでも、CGI へのパスやsendmail へのパ

ある。作成ソフトには、表示項目を入力するテンプレートも

スなど、ユーザーが知っておくべきことは多い。

用意されている。
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CGI（シー・ジー・アイ／Common Gateway Interface）：WWWサーバーで、外部プログラムを起動して、その結果をWWWクライアント（ブラウザー）に返す仕組み。ユー
ザーのリクエストによってウェブページの表示内容を変えたり、ユーザーの入力したフォームのデータをサーバー側へ読み込んだりできる。
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2 商品データを編集する

4 FTPでデータをアップロード

通販サイトで集客に貢献する
「顔」はトップ

サイトに必要なコンテンツを作ったら、サー

ページだが、実際に訪れたユーザーにとって

バーにアップロード。だが、手動でFTPという

大切なのは商品を展示するページだ。売れる

のは意外に面倒だ。今回紹介するすべてのソ

通販サイトを目指すなら、商品情報を過不足

フトには、自動でFTPを行ってくれる機能が搭

なく、かつ美しく表示したい。通販サイト作

載されている
（別ソフトに分かれているものも

成ソフトには、商品データを編集して表示す

含む）
。どれも、最初にサーバー名やアカウン

るのに便利な機能が数多く搭載されている。

ト、パスワードなどを指定しておく必要はある

商品ごとにIDを付けて管理を簡単にしたり、

が、
あとは更新のたびにボタン一発かドラッグ

商品を画像と説明入りで一覧表示したりする

アンドドロップでFTP作業は終わる。ユーザ

機能などが用意されている。新製品やオスス

ーにかかる負担は、
どのソフトも極めて少ない。

商品データの脇に付けられたアイコンがショッピングカート

メを別途表示する機能もある。データ編集も
ウィザード形式で行えるソフトが多く、作業は

＜ショッピングカート＞（ShopFactory）
を表 す。欲しいと思った商品をすぐに購入してもらえるよう

5 受注から発送、入金までを管理

にしよう。

リピーターを増やし、店舗の経営を安定さ

簡単だ。

せていくためには、ユーザー管理が欠かせな

3 ショッピングカート機能

い。発注メールが届いたらただちに受注確認

ある意味で、通販サイトにもっとも必要とさ

のメールを出すべきだし、発送時にもメールを

れる機能がショッピングカートだ。いくら商品

送信するくらいのことはしたい。作成ソフトに

がキレイに並べられていても、その名称やID

は、こうしたメールのやりとりを自動化してく

などをいちいちメモしてメールで送信してもら

れる機能を持つものもある。

うなどというのでは、意味がない。気に入っ

また、ショップの経営に役立つ管理機能も

た商品をその場で購入してもらうためにぜひ

豊富だ。顧客との取引ごとに受注状況や発

欲しい機能だ。ほとんどの作成ソフトに、この

送状況、入金情報などを一括管理できる機能

機能を実現するCGIスクリプトを自動的に生

を持つソフトが多い。マイクロソフトアクセス

成する機能が付いている。作成中はCGIを特

などのデータベースとの連携を考慮したソフト

に意識することなくサイト作りを進められる。

もあり、サイトの管理もラクになる。

＜ FTP ＞（
「通販開業」に同梱のtsuhan FTP）
完成したデータを丸ごとドラッグアンドドロップするだけで
FTP 作業が終了する。作成ソフトならFTPにかかる手間は
ほとんどない。

＜発注フォーム＞（
「It's eShop」に同梱のIt's BizMail）
顧客から届いた商品の発注メールを、自動的に仕分けする
ソフトもある。また、受注メールを自動的に送信してくれる
ソフトもある。

＜商品データ編集＞（e -SITEmaster/SHOP）
データベースなどを使った商品管理を行 いやすくするため、

＜テンプレートの選択＞（ShopFactory）
あらかじめ用意されたテンプレートを使って、各ページを作っ

IDを付ける。
あらかじめ分類方式が決まっているソフトもある。

ていく。テンプレートの数や内容は、ソフトごとに異なる。

＜データ管理＞（
「It's eShop」に同梱のIt's Tsuhan）
店舗運営に欠かせない各種のデータ管理機能を持つソフト
がほとんど。手間を省き、効率のいい情報管理ができる。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

FTP（エフ・ティー・ピー／File Transfer Protocol）：インターネットでファイルを転送する手順を定めたプロトコル。このプロトコルを使いファイルのダウンロードやアップロー
ド機能を提供するサーバーをFTPサーバーと呼ぶ。誰でも自由にアクセスできるFTPサーバーを「anonymous（匿名）FTP」という。
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商用利用を禁止しているプロバイダーもある

開業前に気をつけたいサーバーの条件
ソフトを使ってデータを作っただけでは、お店は開けない。ネット上に公開するには、プロバイダ
ーのサーバーがオンラインショップに対応していることが必要になる。オンラインショップ開設に
あたってチェックしたい項目を紹介しておこう。

□ プロバイダーのウェブサーバー

CGI スクリプトがうまく起動しないなどという

通販サイトを運営するときに気を付けたい

通販サイト作成ソフトを使えば簡単にサイト

こともある。もちろん、自分でスクリプトを書

のが、カード情報などのセキュリティー面の管

を作れるが、実際にインターネット上で公開

き直せる知識がある人ならいいが、
「簡単に作

理だ。最近はインターネットを介した個人情報

するためには、加入しているプロバイダ−がシ

れる」のが魅力のソフトを使っていて、CGI に

の漏洩が大きな問題となっている。顧客に信

ョップの開設に対応しているかどうかをチェッ

悩まされるようでは本末転倒だ。

頼してもらい商品を安心して購入してもらう

こうした制限に悩まされずに通販サイトを開

ためにも、個人情報の管理には細心の注意

のホームページで営業活動をすることを禁じた

きたいなら、レンタルサーバー
（ホスティングサ

を払いたい。顧客から見てひとまず安心でき

り、制限を設けたりしているところもある。この

ービス）
を利用しよう。大手プロバイダーより

るのがSSL機能を備えたサーバーを使うこと。

ような場合は開設できないので、ほかに乗り

も緩やかな利用条件を提示しているし、コス

レンタルサーバーにはSSL 機能に対応したも

トも思ったほど高くないので、検討の余地は

のが増えてきた。こうしたサービスの利用も考

あるだろう。

慮したい。

クしたい。大手プロバイダーのなかには個人

換える必要も出てくる。
また、ショッピングカートなどの機能を実現

Prod u ct Showca se

□ 個人情報とセキュリティーに注意！

通販サイト作成ソフトを利用して完成させた

利用条件をチェック！

するためにCGI スクリプトをサーバーに置くこ
とが多い。セキュリティー面の問題から、多く
のプロバイダーではユーザーが独自に作成し

大手プロバイダーの商用利用とCGIへの対応状況

たCGI スクリプトの利用を禁止している。事

プロバイダー名
@nifty

前のチェックは忘れずに。

□ 制限が少ない
レンタルサーバーを使う
商用利用やオリジナルCGIの利用を認めて

商用利用 CGIの使用 自作SSI

使用可能言語

パス

○

○

×

Perl、
シェルスクリプト
（sh） #!/usr/local /bin /perl

BIGLOBE

○

○

×

Perl、sh、csh

#!/usr/local /bin /perl5

DION

○

×

×

−

−

DreamNet

○

×

×

−

−

DTI

○

×

×

−

−

OCN

○

×

×

−

−

ODN

○

×

×

−

−

Panasonic Hi -HO

○

○

○

Perl、sh、csh

#!/usr/local /bin /perl

いるプロバイダーでも、表記法やCGIスクリプ

So-net

△※

×

×

−

−

トの置き場所（ディレクトリー）
に制限を設け

ぷらら

×

○

○

Perl、sh、csh

#! /usr/local /bin /perl

ているところがほとんどだ。場合によっては、

※内容に制限あり

主なホスティングサービスプロバイダー
サービス名
AIRインターネット
www.air.ne.jp
ASAHIネット
www.asahi-net.or.jp
BEKKOAME SQUARE
www.bekkoame.ne.jp
GOL（ウェブレンタル）
www.gol.com
SPPD（個人・商用）
www.sppd.co.jp
SRSさくらインターネット
www.sakura.ad.jp
WebARENA（個人）
www.arena.ne.jp
ネクストウェブ
www.next-web.ad.jp
ネットラピュタ
www.netlaputa.ne.jp
ラピッドサイト
www.rapidsite.co.jp

初期費用（円）
月額料金（円）
10,000円〜
5,000円〜
5,000円 / 10,000円
2,200円 / 2,800円
10,000円
2,000円
20,000円
8,000円〜50,000円
1,500円
2,400円〜9,800円
なし
2,000円 / 5,000円
5,000円
3,500円
15,000円〜24,000円
3,600円〜15,000円
10,000円
7,000円/ 17,000円
10,000円〜70,000円
4,500円〜70,000円

転送量制限

最低
期間

−

1年

OS

UNIX 無制限

INTERNET magazine 2000/8

CGI
○

SSI シェル ホームページ 自動応答 フォーム アクセス SSL対応
作成キット メール デコード カウンター
×

×

×

×

○

○

× ※1

Perlのみ

−

2か月

UNIX 50MB

○

×

×

×

×

○

○

商用サイト
のみ利用可

−

1か月

UNIX 50MB

○

○

○

×

△

○

○

100 / 200
のみ対応

300MB / 月〜 1年

UNIX 50MB〜100MB

○

○

○

×

×

○

○

オプション

−

3か月

UNIX 10MB〜100MB

○

○

○

×

×

○

−

2か月

UNIX 100MB

○

○

○

×

△

○

○

×

−

3か月

UNIX 25MB

○

○

×

×

×

○

○

オプション

−

1か月

UNIX 50MB〜200MB

○

○

○

○

○

○

独自ドメイン
での運用

345MB / 日

6か月

UNIX 50MB/ 100MB

○

○

×

掲示板
のみ
×

×

○

○

×

△※2

○

○

○

○

オプション

オプション 要相談

EXEC系不可

2GB / 月〜

1か月

UNIX 20MB〜200MB

※ 1 このほか、SSI、シェル、telnet 、SSL に対応しているホスティングサービスもあり
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ウェブ容量

○

○

※ 2 シェルが使えるのは月額 70,000 円のコースのみ

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

SSL（エス・エス・エル／ Secure Socket Layer）： ブラウザーやサーバー間で安全にデータをやり取りするためのプロトコル。米ネットスケープ社が開発し、マイクロソフ

トなどが採用している。認証と暗号の機能を持ち、ブラウザーとサーバーの間でお互いを確認したり、やり取りするデータを暗号化したりする機能を持つ。
©1994-2007 Impress R&D
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充実のテンプレートからデータ管理機能まで

通販サイト作成ソフト製品ラインナップ
現在市販されている通販サイト作成ソフトの使い勝手を検証してみた。個々のソフトごとに搭載している機能
も、その操作体系もまったく異なっている。使うアナタの好みに合わせて選びたいところだ。

メーカー ：株式会社クエスチョンズ
標準価格 ：19,800円
問い合わせ ：011-614-4844
www.questions.co.jp

通販開業 Power Version 1.00
もっともコストパフォーマンスのよい通販

注意：各ソフトの★の数は筆者
の独断によるものです。

作りが初めてという人でも安心だ。ただし、

サイト作成ソフトがコレ。2万円を切る価格

各ページのデザインフォーマットが 1つしか

ながら、通販サイトの作成に必要な機能が、

ない。通信環境によっては作業に重さを感

ほぼすべて揃っているといっていい。

じるなどの欠点もある。

ソフト自体は2 つに分かれており、
ページの

＜ウェブ上での編集画面＞
トップページ以外の作成は、

作成作業は「通販開業」
で行う。最初に作成

すべてブラウザーで行う。

するのはトップページのみ。これを別ソフトの
「tsuhan FTP」でサーバーにアップロードし、
ほかのページはすべてインターネットエクス
プローラ5 などのブラウザーで作成していく。
コンテンツの中身を作り込む作業はすべて
ウィザード形式になっていて、ホームページ

機能の充実度
直感的な使いやすさ
マニュアルの充実度
サイトのオリジナリティー

★★★★
★★★★★
★★★★
★

＜完成したサイト＞
ひな型が1 種類しか用意され
ていないのは寂しいところだ。

メーカー ：インフォテクニカ有限会社
標 準 価格 ：24,800円
問い合わせ ：0776-52-7355
www.infotechnica.co.jp

It's eShop

＜決済方法設定＞

サイトを構 成 する各 ページを作る「It's

決 済 方 法 が豊 富 に

eShop」、受注メールなどの送受信を行う

揃っているのは、こ
のソフトの魅力。

「It's BizMail」、データベースソフトの「It's
Tsuhan」という3本のソフトが、1つのパッ
ケージに収録される。サイトの作成にはウ
ィザード形式を採用。画面上に表示される
項目を1つ1つ埋めていけば通販サイトが作
れる。最初は項目の内容がつかみにくいが、
プレビューを見ながら作業を進めていくと、
初心者でもすぐに慣れてしまうはずだ。

＜完成したサイト＞

注目したいのは対応する決済方式の多さ。

テンプレートは豊富だが、画像サンプル

銀行振込や代引きだけでなく、アコシスや

はなし。自分で用意しなければならない。

スマッシュなどのオンライン決済にも対応し
ているのはうれしいところ。また、顧客か
らのメールを自動的に仕分けしてデータベー
ス化するなど、かゆいところに手が届くソフ
トとなっている。

機能の充実度
直感的な使いやすさ
マニュアルの充実度
サイトのオリジナリティー

★★★★
★★★
★★★
★★★★

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

オンライン決済：銀行や郵便局に行く手間を省き、オンラインで売買取引を行う仕組み。個人情報を登録すると決済専用のID とパスワードが発行され、それを使ってショッピングサイ
トで決済を行うのが主流だ。国内では、アコシス（アコムが運営）
、スマッシュ（So-netが運営）などが有名。
©1994-2007 Impress R&D
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e-SITEmaster/SHOP Ver.1.0

メーカー ：リップジャパン株式会社
標準 価格 ：60,000円
問い合わせ ：03-5744 -7171
www.ripjapan.co.jp

本格的に「開業」を考えている人におす
すめしたいソフト。ソフト自体の機能が充実
しているのはもちろん、開業にあたって行う
べき準備作業まで、マニュアルには網羅さ
＜商品データ仕分け画面＞

れている。記載されたとおりに進めていけ

データ管理機能は秀逸。サイ
トの運営効率は上がるはず。

ば、完成度の高いショップになるはずだ。中
古車、不動産、
アパレル用のデータベースが
付属しているので、同業種のサイトを作るに
は最適といえる。ただし、性能に見合った、

Prod u ct Showca se

やや高めの価格設定となっている。

機能の充実度
直感的な使いやすさ
マニュアルの充実度
サイトのオリジナリティー

★★
★★★
★★★★★
★★

メーカー ：エクセルソフト株 式会社
標準 価格 ：48,000円
問い合わせ ：03-5440-7875
www.xlsoft.com

ShopFactory Professional 版
22 か国語に対応したページを作れたり、
度量衡の換算も行ってくれたりするなど、海
外向けサイトも作れるソフト。サイトの構造
表示などはマイクロソフトフロントページと

＜売り場設定画面＞

似たテイストになっていて、直感的にわかり

商品は「売場」という単位で管

やすい操作体系だ。機能面は充実してお

設定ができる。

り、多くのテンプレートがあるほか、クレジ
ットカード決済に対応していたり、ページご
とに割引率が設定できたりなど、本格的な
法人での使用にも向いている。

理する。各売 場ごとに細か い

機能の充実度
直感的な使いやすさ
マニュアルの充実度
サイトのオリジナリティー

★★★★★
★★★★
★★
★★★★

ホームページ制作王 2001 eコマース編
豊富なテンプレートを利用してホームペー

分で 独自の設定をしなく

ジを作成する「ホームページ制作王」に、通

て済 むのでラクだ。機能

販サイト作成の対応バージョンが登場する。

を限定したぶん、価格を

「インターネット・ストアー」
と名付けられた21
のテンプレートを使ってサイトを作る。全体

メーカー ：株式会社ジャングル
標準価格 ：9,800円
問い合わせ ：03-3234-2102
www.junglejapan.com

安く抑えている。
www. estore.co.jp

の操作方法は、元のバージョンと同じ。FTP
のしやすさも含め、サイト作りが初めての人
＜完成したサイト＞

でもわかりやすい。

サンプルページ程 度の内 容な

ソフト自体にショッピングカートや決済シ
ステムに対応する機能はない。株式会社 Eス
トアーが提供する
「storetool」

と完全

提携しており、その仕組みを利用して顧客の
便宜を図る。設定の自由度は少ないが、自
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ら、10分もあれば作れる手軽さ。

機能の充実度
直感的な使いやすさ
マニュアルの充実度
サイトのオリジナリティー

★★★
★★★★
★★★
★★★★

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

テンプレート：文書を作成するときの「雛形」のこと。文書に必要な要素をあらかじめレイアウトし、指定された部分だけを書き換えれば簡単に文書を作成できるようになっている。テ
ンプレートの種類が多ければ、それだけ多彩な文書を作れることになる。
©1994-2007 Impress R&D
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メーカー ：株式会社総合ビジネスアシスト
標準価格 ：49,800円
問い合わせ ：052-204-0505
www.aba-inc.co.jp

マイ・通販 1.0
＜データベース機能画面＞

ほかのソフトとは異なり、
ウィンドウズNTな

強力なデータベース機能が、この製

どを利用したサーバーを自分で運営している

品の持つ最大の特徴であり魅力だ。

人向けのソフト。自前のサーバーにインスト
ールして利用するため、当然FTP機能などは
ない。サイトの作成機能自体は標準的なも
の。特徴的なのはマイクロソフトアクセスな
どのデータベースソフトと連携できる添付
ソフト。在庫や顧客データの管理に、大き
な威力を発揮してくれる。マニュアルの記述
内容の少なさに、初心者は手を焼くかも。
やや上級者向けのソフトといえるだろう。

機能の充実度
直感的な使いやすさ
マニュアルの充実度
サイトのオリジナリティー

★★★★
★★
★
★★★

通販サイト作成ソフト主要機能一覧表
製品名

通販開業Power Version
1.00

It's eShop

e-SITEmaster /SHOP
Ver.1.0

ShopFactory
Professional版

ホームページ制作王2001
eコマース編

マイ・通販1.0

株式会社クエスチョンズ
19,800円
15,800円（オンライン価格）
011-614-4844
Win95 /98 /NT
Pentium以上
16MB（32MB以上推奨）
約10MB
IE4.5以上/NN4.5以上
−
UNIX系のOSを実装
Perl /CGI /sendmailが使
用可能 /.htaccessがなく
ても動作すること
定型フォームを利用して作成
110
○
項目を選択して自動作成

インフォテクニカ有限会社
24,800円
19,800円（直販価格）
0776-52-7355
Win95OSR2/98/NT4.0
Pentium 200MHz以上
64MB以上
30MB以上
IE3.0以上
−
フォームメール送信CGIが
利用できるサーバー推奨
だが、対応していなくても
利用可能
定型フォームを利用して作成
30 ※1
×（カスタマイズで○）
項目を選択して自動作成

リップジャパン株式会社
60,000円
49,800円（直販価格）
03-5744-7171
Win95/98/NT4.0
Pentium 90MHz以上
32MB以上
20MB以上
IE3.0以上/ NN3.0以上
−
フォームメール送信CGIが
利用できるサーバー

エクセルソフト株式会社
48,000円
43,800円
03-5440-7875
Win95OSR2/98/NT4.0/2000
Pentium以上
32MB以上
100MB以上（OSによる）
IE3.0以上/ NN3.0以上
−
指定なし

株式会社ジャングル
9,800円
7,350円
03-3234-2102
Win95/98/NT4.0/2000
Pentium 133MHz以上
64MB以上
50MB以上
IE4.0以上/NN4.0以上
−
指定なし

株式会社総合ビジネスアシスト
49,800円
39,000円〜43,000円
052-204-0505
WinNT4.0以降（SP3）
Pentium以上
32MB以上
200MB以上
IE3.0以上/ NN3.0以上
常時接続環境、IIS、ASP
WinNT4.0以降（SP3）

定型フォームを利用して作成
15 ※4
×（カスタマイズで○）
項目を選択して自動作成

定型フォームを利用して作成
52
×
定型フォームに入力

定型フォームを利用して作成
44（eコマース以外49）
×
項目を選択して自動作成*

定型フォームを利用して作成
1
×
定型フォームに入力

○
○
○
○
○
sendmail
自動送信
自動送信
○（tsuhan FTP）
○
○
○
項目を選択して作成
○
○
○
×
×
コンビニ決済
アクセスログ閲覧機能
問い合わせログ閲覧機能

○
○
○
○
△複数の商品引き継ぎ機能なし
sendmail/通常のメール
自動送信（It's BizMail）
自動送信（It's BizMail）
○
× ※2
○（It's Tsuhan）
○（It's Tsuhan）
項目を選択して作成
○
○
○
× SSL未対応、FAX連絡可
アコシス/スマッシュに対応
※3
贈答対応
テンプレートカスタマイズ
受注データエクスポート機能
−

○
○
○
○
×（Ver.2.0で搭載予定）
フォーム
フォーム
手動送信
○
× ※5
× ※5
× ※5
項目を選択して作成
○
○
○
×（カスタマイズで○）
×（カスタマイズで○）
−
FAX 注文用紙、XML対応
会員登録 / 申し込みフォーム
運用監視機能、※6
Ver.2でXMLを利用した高
精度の総合検索サイトを開
設予定

○
○
○
× 「スペシャル」で対応
○
通常のメール
自動送信
手動送信
○
×
×
×
項目を選択して作成
○
○
○
○ ※7
×
SSL対応
割引機能（全体/ 数量/ 売場
単位）
、22か国語対応
US$など150通貨変換機能
無料SSLサーバーの提供

×
○
○
○
○*
通常のメール/フォーム*
自動送信*
手動送信
○
×
○*
○*
項目を選択して作成
○
○
○
○*
×
コンビニ決済*
*マークが付いているもの
はEストアーと契約した場合
に利用可
Eストアー、モールサービス
と直結

○
○
○
○
○
データベースに直接注文受付
×
×
×
○
○
○
項目を選択して作成
○
○
○
×
×
−
ウェブサーバーにインストー
ルして使用

製品写真

メーカー名
標準価格（税別）
実売価格（税別）
問い合わせ先
対応システム
（サイト作成用PC）

対応OS
推奨CPU
メモリー容量
ハードディスク容量
ブラウザー
その他必須条件

対応システム
（サーバー）

ホームページ作成機能

商品紹介ページ作成機能

メール送受信機能

FTP機能
データベース機能

支払い・配送案内
対応する決済方法

その他の機能

その他関連サービス

基本手順
テンプレート数
アクセスカウンター
訪問販売法に基づく情報
の表示
商品ジャンル編集
商品説明編集機能
商品画像表示
新着情報作成機能
ショッピングカート
注文メールの形式
受注メールの送信
発送メールの送信
在庫管理
受注管理
顧客管理
作成方法
郵便振替
代引き
銀行振込
クレジットカード
電子マネー
その他

通販開業支援ホームページ
通販開業ホスティングサービス
通販開業専用ショッピングモール

※ 1 サポートホームぺージで追加テンプレートをダウンロードできる

※ 2 在庫なしと商品登録した場合、商品を表示しないテンプレートはある

※ 3 入力項目のない決済方法を追加できる（コンビニ決済など）

※ 4 内容ごとに1 種類ずつ 用意

※ 6 商品データのインポート・エクスポート機能、インポートデータの更新識別機能ほか

−

※ 5 Ver.2（7 月末発売予定）で経理、販売、顧客管理パッケージと連携予定

※ 7 クレジット会社と別途契約が必要

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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アーカイブ」として以下のウェブサイト「All-in-One INTERNET magazine 2.0」で公開しているものです。
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このファイルをご利用いただくにあたり、下記の注意事項を必ずお読みください。
z 記載されている内容（技術解説、URL、団体・企業名、商品名、価格、プレゼント募集、アンケートなど）は発行当
時のものです。
z 収録されている内容は著作権法上の保護を受けています。著作権はそれぞれの記事の著作者（執筆者、写真
の撮影者、イラストの作成者、編集部など）が保持しています。
z 著作者から許諾が得られなかった著作物は収録されていない場合があります。
z このファイルやその内容を改変したり、商用を目的として再利用することはできません。あくまで個人や企業の
非商用利用での閲覧、複製、送信に限られます。
z 収録されている内容を何らかの媒体に引用としてご利用する際は、出典として媒体名および月号、該当ページ
番号、発行元（株式会社インプレス R&D）、コピーライトなどの情報をご明記ください。
z オリジナルの雑誌の発行時点では、株式会社インプレス R&D（当時は株式会社インプレス）と著作権者は内容
が正確なものであるように最大限に努めましたが、すべての情報が完全に正確であることは保証できません。こ
のファイルの内容に起因する直接的および間接的な損害に対して、一切の責任を負いません。お客様個人の
責任においてご利用ください。
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