
EC・通販 統合ソリューション

通販専門のオールインワンパッケージ!
EC/通販事業に必要な一連の機能をカバーします。

販売開始から30年以上に渡り、専業兼業・商材問わず数多くの通販事業者様にご利用いただいております。

C.Nextの特徴

基幹・EC・BI・MA

長年の販売実績で培った通販ビジネスのマーケティング戦略とフルフィルメント業務を熟知したシステムです。
通販事業の特性でもある事業の急伸長や新たなサービス機能にもフレキシブルに対応可能です。

一元化されたデータを中心に「顧客ひとりひとりに合わせたマーケティング」を実施し、顧客満足度の向上や
顧客との関係性を強化いただけます。

コールセンター画面を兼ね備えた
こだわりのバックオフィス機能

統合DBとの連携による
プロモーションの実現

通販専門のマーケティングツール

統合DBに蓄積されたデータを
様々な視点から見える化

パーソナライズされた
コミュニケーションの実現

「顧客」を中心とした各種情報の一元化・シームレスなデータ連携

お客様の課題例

全てのデータを連携してOne to Oneマーケティングを実現したい。

顧客情報の一元化ができていない。

CXを向上させ顧客の満足度、顧客体験価値を高めたい。

コミュニケータの生産性、通販業務の効率化を図りたい。

C.Next でこれらの課題をすべて解決！

インフラ/セキュリティサービス
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顧客とのつながりを重視したシステムを提供

Copyright (C) 2022 JSF INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

サーバ環境、セキュリティ/ネットワーク、運用/監視
まで通販事業に必要なサービスをご提供致します。

導入後の各種運用サポートサービスやサーバ・
N/Wの監視、リモートメンテナンス(NOC)及び
F/Wの運用監視(SOC)などご要望に応じて
柔軟に対応致します。

※通販システム環境はクラウド、オンプレなど
貴社のニーズに合わせご提案が可能です。
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メール・LINE・SMS

Web接客

検索ツール

レコメンドツール

CRMツール
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MAツール直感的な操作が
可能なコール
センター画面
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拡張性の高い
ECカート

販売管理・
バックオフィス

BIツール
One to One
マーケティング

導入後の保守・
運用サポート
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ハードディスク 50GB 以上

ＯＳ Microsoft® Windows® 10

基幹クライアント

ＣＰＵ インテル® Core™ i5 プロセッサー以上

メモリ 4GB 以上 画面解像度 1280×1024ピクセル以上

主 な 機能

シ ス テ ム 要件／ ク ラ イ ア ン ト 要 件

URL：https://www.jsfit-cnext.jp  E-mail：jeigyo@jsfit.co.jp

＜東京＞ 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-20-5 TEL:03-5200-5901
＜大阪＞ 〒532-0011  大阪府大阪市淀川区西中島2-12-11 TEL:06-6307-5192

※記載された商品の内容は、予告なしに内容変更する場合がございます。
※一部オプション製品を含みます。
※このパンフレットに記載されている内容は2022年4月現在のものです。
※C.Nextは登録商標です。

ジェイエスフィットはNTT DATAのGROUP COMPANYです
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4 コア以上

導入を推奨

その他 SSH接続 - 必須 必須 必須

サーバ証明書 - - 導入を推奨

4 コア以上プロセッサ

10GB 以上推奨

メインメモリ 8GB 以上推奨 8GB 以上推奨 8GB 以上推奨 4GB 以上推奨

スペック ハードディスク 100GB 以上推奨 100GB 以上推奨 100GB 以上推奨

4 コア以上

DB Microsoft® SQL Server 2016 -

4 コア以上

PostgreSQL 9.x -

PHP5.6 以上

WEB IIS7.0 以上 IIS7.0 以上 - Apache2.4 以上

開発ソフト・言語 .net Framework 3.5 SP1 以上 .net Framework 3.5 SP1 以上 -

APサーバ EC(DBサーバ) EC(WEBサーバ)

サーバー OS Microsoft® Windows Server 2016 Microsoft® Windows Server 2016 CentOS7.x CentOS7.x

推奨環境(最低要件) 基幹(DBサーバ)

 受注管理 

 顧客管理 　

 商品管理

 出荷・配送管理 　

 媒体管理 　

 債権・入金管理

 プロモーション管理 　

 サンプル効果分析

 販売分析・顧客分析 　

 セキュリティ管理 　

 商品表示

 購入手続

 マイページ

 トップページ

 基本情報

 商品管理

 受注管理

 コンテンツ管理

 デザイン管理

　標準テンプレート

 注文履歴

 返品・キャンセルデータ

 顧客情報変更・退会

 商品基本情報・基本単価

 在庫数

 顧客別商品単価

 送料

 値引き

 各種分析帳票 (地域別、商品分類別、新規継続率　他 )、広告媒体効果分析 (広告媒体効果一覧、獲得媒体別売上集計 )

 使用者権限設定 (ユーザレベル毎の各処理実行権限設定 )、実行ログ管理 

主なリアルタイム連携データ

 注文履歴情報をEC-基幹間で共有するため、マイページから電話・FAX注文の履歴も参照可能です。

 SHOP基本情報、「特定商取引に関する法律」表示　等

 商品検索、商品情報CSV出力、商品情報変更、カテゴリ管理、商品並び替え、商品レビュー管理、商品キーワード検索管理

 受注情報検索、受注情報CSV出力、各種メール送信　等

 商品一覧(商品をカテゴリごとに一覧表示、商品サムネイル表示、商品一覧並び替え)、商品詳細(商品ステータス、在庫ステータス、ユーザレビュー、

 関連商品、お気に入り登録、最近チェックした商品)

 ショッピングカート(カート機能、割引価格、同梱商品のチェック、定期サイクル変更、プロモーション連携)、お届け先設定(お届け先情報の追加・変更・

 削除)、お届け時間(配達日時指定、最短お届日取得)、お支払方法(決済方法選択、ポイント)、注文処理(注文登録)、LP、アップセル/クロスセル

 会員情報(登録・変更・退会)、パスワード再発行、購入履歴一覧(通常・定期)、定期内容変更、お気に入り一覧、お届け先一覧

 お知らせ(新着情報)、レコメンド、パンくずリスト、商品検索、おすすめ商品、カテゴリ一覧

ECシステム（C.Next-EC）　主要機能

 新着情報管理、おすすめ管理、顧客属性別　等

 レイアウト編集、ブロック編集、ヘッダー・フッター編集、CSS編集、テンプレート設定(変更・追加)

分析ツール（C.Next-BI）　主要機能

利益表、媒体効果表、RF分析表、年間顧客移行表、月別顧客移行表、定期購入継続率、通常定期移行表、定期購入継続率、クレーム分析表、

CPM分析表、定期顧客状態

基幹システム（C.Next-FF）　主要機能

 広告媒体登録 (発行部数、企画費用等 )、キャンペーン管理 

 入金報告書、未入金一覧表、督促管理 (督促状発行、督促対象者一覧表 )、月締め、入金データ取込み

 プロモーション設定 (各種条件に応じたプロモーション管理 )、同梱物設定 (各種条件に応じた同梱物管理 )

 商品未購入者抽出/期間別・商品別・年齢別・広告媒体別・地域別効果分析 、サンプル→本商品引上げ分析 、本商品引上げ率分析 

 受注入力・修正(定期、注文情報入力・修正 ) 、返品入力・修正(返品情報入力・修正 ) 、各種決済処理、

 受注データ取込（外部データ、モール含む）、オペレータ支援ツール(購買履歴、商品情報検索、プロモーション適応内容、お得情報 等)

 顧客登録・修正(顧客情報、顧客属性情報 )、顧客履歴検索 (購買履歴、お問合せ履歴、DM発送履歴 等 )、

 ポイント管理 (ポイント付与・使用・有効期限管理 )、顧客データ併合 (重複顧客を併合)

 管理商品登録・修正 (在庫管理用商品コードの登録)、申込商品登録・修正 (広告掲載用商品コードの登録 )、送料・手数料設定

 セット商品登録・修正 (セット商品管理 )、サンプル商品登録・修正(サンプル商品管理 )、在庫管理 (複数倉庫管理 )

 ピッキングリスト(商品別、伝票別ピッキングリスト出力 )、納品書・請求書出力 (コンビニ振込・郵便振込対応 )、

 配送伝票出力 (配送会社提供伝票発行ソフト対応)、出荷データ(出力/取込)

 商品情報

 プロモーション情報

 基幹受注分・EC受注分の商品在庫数を一括管理できます。

 注文情報

 EC注文データ

 顧客情報
 EC新規会員登録

 ECからの注文データを基幹システムに即時送信。出荷処理は、基幹受注分(電話・FAX・ハガキ)

 と合わせ、基幹システムで一括処理します。

 EC新規会員登録データを基幹システムへ即時送信します。

 付与ポイント・使用ポイントの情報をEC-基幹間で共有するため、顧客サービス向上につながります。

 基幹システムで設定した値引き情報をECでも利用できます。

 基幹システム（電話）で受け付けた返品・キャンセル履歴をマイページから参照可能です。

 顧客情報を基幹側で管理するため、変更・退会が相互に即時反映されます。

 基幹システムで変更した商品情報を、ECに即時反映可能です。

 基幹システムで設定した顧客種別毎の商品単価をECでも利用できます。

 基幹システムで設定した顧客種別毎の送料や、送料無料条件をECでも利用できます。


