
WideShopプラン価格
無料版（ASP版のみ）

料金

利用条件等

ドメインメール

お問い合わせ対応

決済可能方法

利用可能商品数

プラン

90日間ログインがない場合、
アカウントが停止されます

×

メール対応のみ

銀行振込・郵便振替
現金代引・カード代引

銀行振込・郵便振替・現金代引・カード代引
クレジットカード（オリコペイメント限定）

コンビニ決済・電子マネー

～ 30点

WideShop F30

無 料

～ 500点

WideShop F500

※オリコペイメント契約必須

1アカウント付属

電話/メール対応

WideShop F500

料金（12カ月契約）
料金（6カ月契約）
料金（3カ月契約）

利用条件等

ドメインメール

問い合わせ対応

決済可能方法

利用可能商品数

プラン

別途御見積
102,000円（8,500円/月）
54,000円（9,000円/月）
28,200円（9,400円/月）

60,000円（5,000円/月）
31,800円（5,300円/月）
16,800円（5,600円/月）

特になし

1アカウント付属

電話/メール対応

銀行振込・郵便振替・現金代引・カード代引・クレジットカード（4社選択）※1
コンビニ・電子マネー・ショッピングクレジット ※2

WideShop 1000 ： ～1000点
WideShop 2000 ： ～2000点
WideShop 10000 ： ～10000点
※上記以上はお問い合わせください

～ 500点～ 100点

WideShop 1000 ～WideShop 500WideShop 100

通常版（ASP版 / 購入版）

当社は「WideShop」の開発元として、お客様のニーズに合わせた高品質の製品やサービスだけでなく、
最新のマーケティング動向等も随時提供してまいります。まずはお気軽にお問い合わせください。継続義務／ノルマ一切なし完全成果報酬型登録無料WideShopでは販売パートナーを募集しております

WT161026.00

お問い合わせ・お申込みはこちら WideShop お客様サポートセンター
Tel.03-5829-3964（平日9:30～17:30）
www.WideShop.jp   support@WideShop.jp 

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-11-2 イトーピア岩本町二丁目ビル 4F

株式会社ワイドテック

Tel.03-3866-6450  Fax.03-5829-6258
■本製品を当社の許諾なしで使用･再販する事はできません。
■「WideShop」は株式会社ワイドテックの登録商標です。
　また、本カタログ記載の商品名並びに商標は、各社の登録商標、あるいは商標です。

WideShop Webサイト

ネットショップがまるごと、ずっと無料！通常のネットショップで月々あ
るいは年単位などで課金される、システム利用料やサーバー代など
の固定費用は、いただきません。契約初期の一定期間だけが無料の
「期限付き無料」でもありません。必要なのは売上金額に応じて発生す
る、決済会社へのカード決済関連費用だけです。

初期費用・月額費用完全無料で
はじめられる、2つのプランをご用意いたしました

ASP版
当社サーバーにインストールしたWideShopを、ASP（SaaS）と
してご利用いただく方式で、12ヶ月、6ヶ月、3ヶ月のご契約期間
に応じて料金をお支払いただく、期間契約となります。

購入版
お客様にご用意いただいた、自社サーバーまたはレンタ
ルサーバーにWideShopをインストールする方式で、ライセ
ンス使用権のご購入と、年間保守費用をお支払いいただくご
契約となります。

決済会社：イオンクレジットサービス、オリエントコーポレーション、ゼウス、ベリ
トランス（記載の4社以外でも、別途カスタマイズにて連携対応可能）
電子マネー・ショッピングクレジット：オリエントコーポレーションのみ対応
価格は全て税別です。
決済手数料は別途必要です。

※1

※2
※
※

WideShopプラン表について
WideShopは、登録可能な商品数ごとのプラン設定となって
おります。
商品数500点を超えるショップ様につきましては、オープン
価格とさせていただいております。
御見積のご相談は下記WideShopお客様サポートセンター
までお気軽にご相談ください。

WideShopは、カスタマイズによる機能追加が可能です。
カスタマイズのご相談も承っております。
ご相談は下記WideShopお客様サポートセンターまでお気
軽にご相談ください。
※カスタマイズ対応は、WideShop500以上のプランから
ご利用可能です。
※初期費用無料キャンペーン　ご好評につき、期間延長中！

■

■

初期費用完全無料 月額費完全無料 500アイテムまで
登録可能

独自ドメイン
使用可能 電話サポート メールサポート

カード決済機能 最短3日で
営業可能

追加オプション・
カスタマイズ対応可能

WideShop F30

初期費用・月額利用料がずっと無料、利用期間の限定もなく、30アイテ
ムまで販売できるネットショップ構築・運営サービスです。
WideShop最新バージョンの充実した機能はそのままに、30アイテム
まで販売可能なシステムを、無料でご提供いたします。

初期費用完全無料 月額費完全無料 30アイテムまで
登録可能

独自ドメイン
使用可能 メールサポート 最短3日で

営業可能

追加オプション・
対応可能

無 料 または 少
ないコストでネ
ットショップを
開きたい

独自ドメインで
ネットショップ
を始めたい

定期購入を視野
に入れ、会員向
けEコマースサ
イトを作りたい

自社の商流に合
わせて、Eコマー
スサイトを拡張
（カスタマイズ）
したい

大規模なネット
ショップやWeb
受注システム構
築を考えている

Eコマースサイト
を、自社の調達
システムとして
活用したい

自社の基幹シス
テムに連動する
Eコマースサイ
トを構築したい

豊富な機能と高いカスタム性、導入のしやすさを追求した
ECサイト構築・運営システム、それがWideShopです。

ワイドショップワイドショップECサイト構築・運営システム

業界トップクラスの

多機能と

カスタム性
誰でも簡単に開店・運営が可能。

完全無料から
始められます。

し
か
も



WideShopとは、独自ドメインに対応するECサイト（ネットショップ）構築・運営システムです。
システム会社である弊社が全て自社開発したシステムのため、基幹システム連携や独自機能の追加等、
様々なカスタマイズ要望にも柔軟に対応可能です。

導入実績豊富なWideShopなら、安心してすぐにWeb受注システムを導入できます。

(株)ミクリードが、居酒屋・飲食店経営のお客
様に向けて展開する、業務用食材通信販売の
BtoBサイト。

全国のソフトバンクショップを対象に、ソフト
バンクモバイルのノベルティ・販促用品を一
手に扱うBtoBサイト。

ノート、学習帳から学用品、日用品、写真整理
グッズのオンラインストア。

ノベルティ・販促グッズ・業務用食材・部品・部材など卸売を「Web受注」でもっと合理的・効率的に。

一般的なネットショップ運営に必要な機能はもちろん、受注管
理、商品管理、会員管理に必要な様々な機能を搭載しています。

はじめてのネットショップでも簡単に操作できる
よう、管理画面をわかりやすく設計。
もちろん運用も簡単です。
メールはもちろん、お電話でもサポートいたしま
すので、はじめての方でもご安心ください！

集客を促すメールマガジンやアクセス解析、
SEO対策などの機能を標準で搭載し、お客様
のネットショップを機能面からサポートしま サイトデザイン制作や商品登録代行など

の、各種代行サービスもございます。

まずは無料版から初めていただき、売上が
伸びて更に商品数を増やしたくなったら、多
くの商品を取り扱える有料版に変更していた
だくことも可能です。

標準搭載されている機能の他にも、BtoB用途の基幹システムと
の連動や、ユーザー認証方法のカスタマイズなど、お客様のビジ
ネスに合わせた様々なカスタム機能を追加することが可能です。

多様なニーズにお応えする、多彩な機能群

わかりやすい操作性と安心のサポート

ビジネスの要、集客力もサポート

ご要望に合わせてカスタマイズ可能

初期費用・月額利用料無料の
WideShop無料版を2種類ご用意！

早めにショップを開きたい方に

SEO対策用の各種機能

納品書・請求書・領収書の
作成・印刷機能

会員ごとへの
オススメ商品管理機能会員区分管理機能メールマガジン発行機能

アクセス統計機能Q&A管理機能掲示板管理機能新着情報管理機能

簡単に構築できる
デザインテンプレートモバイル対応スマートフォン対応通知メール定型文管理機能

注文内容の一元管理機能

会員情報のCSV出力機能注文内容のCSV出力機能ポイント機能

おすすめ商品・ランキング商品などの
在庫状況に応じた商品管理機能

商品データのCSV
一括登録機能

商品のカテゴリ管理機能

アンケート機能メールマガジン予約配信

のし、ラッピング、
メッセージカード設定まとめ買い割引機能

セット販売機能複数配送業者対応

クーポン発行機能会員区分のマスタ機能

ご希望の決済会社での
クレジット決済対応

自社内
基幹システムとの連動

年齢認証機能商品ごとのQRコード
自動生成機能

電話オペレーターによる
代理注文機能商品コードとの注文機能

ポイントお知らせメール機能 在庫不足通知機能

一定額での送料無料機能カタログ画像から各商品への
直接リンク機能

管理画面IPアクセス制限
+ログ記録機能

パスワード定期変更要請の
通知機能

株式会社ミクリード
URL：http://shop.micreed.co.jp/

福岡ソフトバンクホークス株式会社 
URL：http://sbm-novelty.com/

アピカ株式会社
URL：http://www.apica.jp/

山口県を中心に80店舗以上の食品スーパー
を展開する「マルキュウ」のネットスーパー。

株式会社丸久
URL：http://www.rakuraku-bin.com/

高品位な音質を誇るデジタルオーディオプレ
イヤーやポータブルAVプレイヤーで有名な
COWONの日本の公式通販サイト。

株式会社コウォンジャパン
http://www.buycowon.com/

河村電器産業株式会社製品専門のネット通
販サイト。電材商品が総合的に揃う。

中島電機株式会社
URL：http://www.denzainavi.com/

オーディオ製品のチューニングとメンテナン
スを主業務とするプロショップ。

株式会社サウンドデン
URL：http://www.dentec-at.com/

健康食品からトレーニング器具まで、TOPクラ
スのアスリート、指導者のメンバーが培ってき
た知識＆経験をフルに活用した商品を取り扱

株式会社ファイン・ラボ
URL：http://www.fine-lab.com/shop/

Web受注は、お客様がキーワードやカテゴリーから商品を探しやす
く、関連商品表示や購入履歴によるリピート注文がしやすい、などの
特徴があります。販売側は、レコメンド機能を活用し、定番商品だけ
でなく新商品や周辺商品の訴求が可能です。

ECサイトならではの「探しやすさと
提案力」で、さらなる売上アップ！

夜間・早朝・休日など、営業時間外でも、PCやスマートフォン/タブ
レットなどから注文できるため、お客様の利便性が高まります。
また、受注側も受注の取りこぼし＝販売機会ロスが減らせます。

Webでの受注は、24時間／365日、
いつでも・かんたん・スピーディ

ご利用いただくお客様のニーズに合わせ、基幹システムとの連動や、ユーザー
の取引実績に応じた取引条件多様化対応など、機能や仕様のカスタマイズ
に、幅広く・低コストで対応可能です。

お客様のニーズに合わせた
カスタマイズ対応！

受注業務が
円滑になり、

スタッフの負担や
人件費が削減できた！

用紙や
通信費などの

コストが削減できた！

電話やFAX注文の
クレームを減らせた！

WideShopとは？

WideShopの多彩な機能

オプション例 カスタマイズ例

導入事例

BtoBの受注システムをWebで一元管理！

Web受注システムとしてのWideShopは、月額無料から導入可能です。たとえば、ク
レジットカード決済が必要なBtoCビジネスの場合は、WideShop F500で基本料0
円から、掛け売りのBtoBビジネスの場合は、WideShop通常版 + カスタマイズでご
利用開始、など、必要最小限の構成で、低コストで導入いただけます。

少ないコストで導入可能！


