【SellerBrain管理機能】
分類

機能
ダッシュボード

詳細機能

内容

注意事項

-

・注文状態
・本日、今月の売上、チャート
・販売商品ランキング

・表示追加は初期設定での対応となります。

注文一覧

各販売チャネルからの注文情報を一元管理。
注文状態、注文処理日、注文情報、注文者、配送先
商品明細、金額、注文備考

注文詳細
配送情報
商品情報
注文管理

決済ログ
ラッピング

クレジット処理

再与信、売上確定

キャンセル戻し

在庫・ポイント・クーポン・決済についての戻し処理を選択

返品・交換処理

対象の注文に対して「赤伝（全取消）」「黒伝」の新たなデータを作成

個別メール送信
決済ログ
ラッピング設定

注文管理

注文アラート

注文者情報の確認・ステータス変更
注文配送先の確認・編集
注文商品の確認・編集

注文アラート設定

対象の注文に対してメールを送信
決済代行会社との通信ログ
注文単位に選択するラッピング内容の設定
加工依頼有り
ラッピング有り
別配送先
住所エラー（住所マスタとの不一致）
備考確認（備考に文字が入力されている場合）
注文変更待ち（モール側連携待ち）
注文変更エラー（モール連携結果エラー）
代引上限エラー（システムで定義された金額を超える場合）
配送エラー（配達（日時）指定がシステム設定と一致しない）
領収書希望（クレジット以外で希望がある場合）
同梱候補
ブラックリスト（住所は前方一致、姓名・電話番号は全一致）
※住所のみ、姓名のみのように複数条件を設定

GMO-PGクレジット決済処理となります。
3Dセキュア利用の場合は管理画面からの決済には3Dセキュアは実施されません。
※処理続けてよいかのアラートが出ます。
注文番号は同一で枝番が発生します。
返品時には在庫は自動では戻りません。
MTA設定
決済代行会社の設定

初期設定対応

同梱

同梱設定

同一販売チャネルで複数注文がある場合に同梱設定をおこない、片方の送料を無料にする機能
同一チャネル、 同一注文者、 同一住所、 同一電話番号、 同一支払方法
※顧客確認が必要。送料は手動で金額変更が必要。

入金用データ出力

入金用データ出力

代引注文、出荷済みの注文情報をCSVで出力する

照合内容の設定が必要となります。

出荷指示

出荷指示処理履歴
B2、e飛伝フォーマットでの出力対応

分納は対応しておりません。

納品書出力

出荷指示単位でPDF納品書を出力する機能

納品書レイアウトは初期設定での対応

出荷管理

出荷実績

商品カテゴリ設定
カテゴリ管理
コンテンツ分類設定

商品一覧

商品詳細

商品管理

注文管理からのインポート
※出荷指示画面からも各配送会社ごとの
フォーマットでアップロード可能、モールへは出荷実績取り込後に出荷連携を実施

各販売チャネルに掲載する商品情報を一元管理。
検索条件、一覧表示項目は自由に設定可能
商品情報一覧画面表示内容のエクスポート機能
商品情報のインポート機能
商品マスタの登録・更新機能
チャネルごとの商品情報登録・更新機能
モール連携用商品情報登録・更新機能

販売チャネルに掲載する画像情報登録・更新機能

商品セール価格

商品セール価格の登録
適用開始年月日、終了年月日の設定

バリエーション設定

商品バリエーションの登録
親となる商品に対してSKU単位での子登録が可能

アイコン設定

商品に設定するアイコンの指定が可能

関連商品

関連商品(おすすめ商品)
関連商品(カートおすすめ）
の登録が可能。

商品掲載管理

どのチャネルに対して商品を掲載するかの設定
商品に対して複数チャネルの登録が可能

在庫設定

SKU単位の商品在庫の設定管理
在庫数の変動状況は在庫履歴にて管理。

在庫履歴

商品在庫履歴の登録。
CSVファイルでの一括インポート。
登録した在庫変動数を商品在庫に加算。

入庫管理

商品入庫履歴の登録。
CSVファイルでの一括インポート。
登録した入庫数を商品在庫に加算。
商品在庫に加算する/しないを登録時に設定可能。

注文オプション
ブランド
仕入先管理
アイコン管理
商品検索
ネームマーキング

仕様種類
仕様区分
仕様マスタ
注文オプション設定
ブランド管理
仕入先マスタ
アイコンマスタ
商品検索設定
マーキング設定

仕様マスタを商品分類ごとに定義する設定
仕様マスタの内容（選択肢）を設定
仕様マスタ情報の設定
商品に設定する注文時の選択項目を設定する機能
ブランド情報の設定
仕入先の情報管理
自社ECサイトで利用するアイコン情報の設定
ElasticSearch利用時の商品検索設定
品番に紐づけるマーキング情報（SKU）を管理する

SKUセット

SKUセット設定

SKUの組み合わせをセット商品として登録する。
販売する商品は手動にて管理画面より作成が必要

顧客一覧

顧客情報を一元管理。
検索条件、一覧表示項目は自由に設定可能

在庫管理

商品仕様管理

顧客区分

顧客情報

問い合わせ管理
問い合せ設定

メルマガ管理

分納は対応しておりません。

カテゴリ（分類）の登録・更新機能
該当カテゴリ SEO・画像・説明・ピックアップ商品設定
該当カテゴリ オリジナルコンテンツ設定（CMS)
該当カテゴリ 掲載販売チャネル・掲載期限設定

商品画像

商品管理

同梱対象範囲の設定が必要となります。

よく利用する特定フォーマットは初期設定での対応
よく利用する特定フォーマットは初期設定での対応
初期設定時にモールAPI項目とのマッピングをおこないます
サムネイルリサイズは初期設定での対応

手動での関連付けとなります。

絞り込み条件は初期設定での対応
SKUとしてマーキング情報を保持する対応となります。

一覧から対象顧客を選択し、顧客をグループ化する機能
顧客区分単位でのクーポン発行、メール配信を可能とする機能

顧客情報詳細
顧客アドレス帳
顧客ポイント履歴
顧客クーポン履歴
注文履歴
問い合せ履歴
クリップ履歴
アクセス履歴
メール送信履歴

顧客の登録している配送先の管理
顧客の登録している配送先の管理
顧客の保有・使用ポイントの管理
顧客の保有・使用クーポンの管理
顧客の過去注文した履歴の表示
顧客が問い合わせした履歴の表示
顧客が登録しているお気に入り商品の表示
顧客のサイト内のアクセス状況
顧客へのメール送信履歴の表示

ポイント履歴

ポイント履歴の表示・更新
顧客に対して個別のポイント付与

クーポン履歴
レビュー履歴
問い合わせ一覧
メール返信
メルマガグループ

クーポン履歴の表示
レビュー履歴の表示・掲載可否設定
顧客からの問い合わせの表示・回答
問い合わせに対してメールを返信
問い合わせフォームの問い合わせ種類・メール送信元・先の設定
メール配信内容のごとに送信元、原稿を設定する機能

メルマガ配信

バッチ処理により予約日時となった場合にSendGridのAPIを利用し配信を実行

テストメール配信
マルチパート
配信対象設定

テストメール配信対象にテストメールを送信する機能
HTML・テキストメールを合わせて配信可能
顧客区分で設定している対象に配信が可能

閲覧のみ
問合せフォームからの問い合わせに限ります

注：SendGridサービスは別途契約が必要 12,000通／月まで無料
https://sendgrid.kke.co.jp/plan/
注：HTMLメールはHTMLタグを記述する対応となり、エディタ機能はございません。
注：受信側の環境でHTML・テキストメールが切り分けられ受信されます
配信時に該当顧客区分のメール配信可否を確認し配信をおこないます

顧客管理

顧客ランク

顧客ランク設定

顧客区分

顧客区分設定

レビュー管理

レビュー設定
レビュー受付制限
レビュー一覧
スタッフレビュー一覧
レビュー設定
スタッフレビュー設定

広告管理

掲載管理
クーポン設定
クーポンコード

クーポン管理

クーポン利用制限

サイトアクセス
広告アクセス

クーポン条件（商品）
クーポン条件（カテゴリ）
サイトアクセス履歴
広告アクセスログ

ポイント履歴

ポイント引当情報

ファイル管理
編集履歴
画面インポート・エクスポート
このページを即時公開
URL指定
プレビュー
meta設定
レイアウト設定
コンテンツ管理

ページレイアウト

ページ設定
パーツ設定

店舗管理
（※ストアオプション要）

店舗詳細情報
採用情報
スタッフレビュー
販売チャネル
支払方法

送料
販売チャネル管理

システム管理

メルマガ管理

拡張情報
サイトマップ
トップページ
共通要素
システムページ
フリーページ
パーツ
デモサイト
店舗詳細情報
採用情報登録
スタッフレビュー登録
販売チャネル設定
支払方法設定
決済上限設定
手数料設定
販売チャネル送料設定
都道府県別
郵便番号別
送料無料閾値

会員に対して設定可能なランクのマスター設定
ポイント付与率・支払方法制限
顧客をグループ分けする機能
レビュー利用有無の設定
レビュー承認設定
レビュー時ポイント・クーポン付与設定
レビュー対象・対象外商品設定
注文した人限定、誰でも可能
レビュー登録一覧
スタッフレビューの登録一覧
商品レビューの制限設定 注文者限定・承認可否の設定
スタッフ商品レビューの制限設定
掲載する広告内容の管理
広告経由でのアクセス・会員登録・注文状況の表示
％、指定金額 送料無料、手数料無料
発行したクーポンコード：共通、会員個別

店舗スタッフ向け画面での登録となる
初期設定での対応
初期設定での対応

2パターンから可能
１度利用すると二度と利用できない
何度でも利用できる
該当クーポンの商品指定
該当クーポンのカテゴリ指定
サイト内アクセスログ表示
広告URLのアクセスログ表示
経理用ポイント情報を出力する。
出力形式はエクセル形式
項目は以下の通り
ポイント残高
ポイント付与実績
ポイント付与取消実績
ポイント利用実績
ポイント利用取消実績
ポイント失効実績
S３（EBS）に設置するファイルの確認・登録・更新が可能
ページごとの編集履歴 過去利用した内容を再利用可能
編集履歴から公開する日時指定が可能
該当ページの設定内容をエクスポートし、新たなページにインポートすることが可能
該当ページを即時公開する機能
該当ページのURLを個別設定可能
該当ページの更新内容を公開する前に確認可能
該当ページのmeta情報を個別設定可能
該当ページのレイアウトを選択する機能
該当ページで利用するコンテンツ・ヘッダ・ナビ・フッタの選択
該当ページで利用するパーツ選択
該当ページで利用するパーツの設定
利用するカテゴリ階層（親指定）等
該当ページで利用するパラメータ（URL）の設定
各販売チャネルで利用するページ一覧
総合トップページ
共通利用パーツ
EC関連ページ
特商法、ご利用ガイド等のページ
各ページで利用するパーツ
ページ作成時の参考設定
掲載する店舗情報のマスタ管理
店舗ごとの採用情報を管理
スタッフの商品レビュー登録
自社サイト、楽天、Yahooショッピング、Amazon等の販売チャネルマスタの設定
販売チャネルごとに利用可能な支払い方法の設定
決済種類ごとに利用可能な上限額を設定可能（キャリア決済は各キャリア決済ごと）
販売チャネルごとの手数料設定
販売チャネルごとの送料設定
都道府県別
郵便番号別
送料無料閾値
利用シーンごとのメールテンプレートの設定（出荷時、注文受付時等）
チャネルごとに設定が可能
販売チャネルごとの税率の設定（%）
各チャネルごとの配送営業日カレンダーの設定
郵便番号マスタの管理
日本郵便提供の郵便番号マスターをインポートし更新が可能

メールテンプレート

メールテンプレート登録

税率設定
営業日カレンダー

営業日カレンダー設定

郵便番号

郵便番号マスタインポート

ロール

ロール設定

管理画面利用上の役割（ロール）設定
役割に各機能の「参照・更新・インポート・エクスポート」権限を設定可能

管理者

-

管理アクセスログ
テーブル定義

-

管理画面を利用できるユーザー設定
ユーザーに役割（ロール）を設定可能

項目定義

-

管理画面メニュー管理
一覧画面変更
詳細画面変更

-

メルマガ管理

メルマガ配信登録

管理画面のアクセスログの一覧
システム利用情報のマスタ設定
システム利用情報の項目設定
管理画面の表示文言を変更可能
管理画面のメニュー位置・メニュー名称の変更が可能
一覧画面の表示している内容は検索条件、一覧表示項目の変更、初期表示設定・検索条件保持が可能
詳細画面の各項目の表示位置を変更可能
エイジアの配信システムと連携しメールマガジンを配信する
CSV連携項目については以下の通り
メアド
名前
・都道府県
性別
生年月日 → 年月
年代 → 年齢を年代に変換が必要 １０代・２０代・
店舗 ※会員登録時に登録が必要
競技 ※会員登録時に登録が必要
区分（メルマガ会員 or 正会員）

初期設定での対応
初期設定での対応
初期設定での対応
初期設定での対応
初期設定での対応

※HTMLは別途必要となります。
※HTMLは別途必要となります。
※HTMLは別途必要となります。
※HTMLは別途必要となります。
※HTMLは別途必要となります。

Storeライセンス
Storeライセンス
Storeライセンス

注：一律設定

注：一段階設定
初期設定での対応

WEBCASサービスの契約が別途必要

