
機能一覧

■DIC_EC 機能一覧

NO 大メニュー 中メニュー 小メニュー 内容

1 基本設定 サイト設定 サイトデザインの全般設定を行います。

2 環境設定 SHOPの環境設定を行います。

3 割引設定 通常割引(個数) 割引設定（通常・個数）を行います。

4 定期割引(回数) 割引設定（定期・回数）を行います。

5 仕入先登録 仕入先一覧 仕入先一覧を表示します。

6 仕入先登録 仕入先を登録します。

7 出荷設定 出荷元一覧 出荷元一覧を表示します。

8 出荷元登録 出荷先を登録します。

9 送料設定 送料の設定を行います。

10 代引料金設定 代引料金の設定を行います。

11 配送時間設定 配送時間の設定を行います。

12 祝日設定 祝日の設定を行います。

13 特別休暇設定 特別休暇設定を登録します。

14 ユーザ管理 ユーザ一覧 ユーザ一覧を表示します。

15 ユーザ登録 ユーザーを登録します。

16 雛形設定 定形メールの雛形を設定します。

17 コンテンツ設定 ニュース ニュース一覧 ニュース一覧を表示します。

18 ニュース登録 ニュースを登録します。

19 ジャーナル 一覧 ジャーナル一覧を表示します。

20 新規登録 ジャーナルを登録します。

21 テーマ ジャーナルテーマを登録します。

22 フリースペース ユーザー画面内のフリースペースを登録します。

23 各種ページ 通販サイトに必要なページの内容を登録します。

24 ご利用ガイド ユーザー画面のご利用ガイドを登録します。

25 アワード 各賞を受賞した商品などを登録します。

26 キャンペーン キャンペーン一覧 キャンペーン一覧を表示します。

27 キャンペーン登録 キャンペーンを登録します。

28 アンケート アンケート一覧 アンケート一覧を表示します。

29 アンケート登録 アンケートを登録します。

30 取扱店舗 通販サイトとは別の取扱店舗を登録します。

31 クチコミ管理 クチコミ一覧 サイト内のクチコミ一覧を表示します。

32 クチコミ承認 クチコミ投稿を承認し、ユーザー画面に表示します。

33 効果・効能 クチコミ商品の効果、効能を登録します。

34 商品登録 クチコミ商品の商品登録、効果効能の設定を行います。

35 クチコミ登録 サイト外からのクチコミを登録します。

36 運用管理 遷移元管理 遷移元一覧 広告遷移元（パラメータ）一覧を表示します。

37 遷移元登録 広告遷移元（パラメータ）を登録します。

38 広告管理 広告一覧 広告出稿した一覧を表示します。

39 広告登録 広告出稿した媒体を登録します。

40 クーポン管理 クーポン一覧 クーポン一覧を表示します。

41 クーポン登録 クーポンを登録します。

42 広告ジャンル 広告出稿ジャンルを登録します。

43 自動メール配信 自動で配信するメール設定を行います。

44 フォローメール お客様フォローメールの設定を行います。

45 配信管理 ターゲット 一覧 メール配信のターゲット一覧を表示します。

46 新規登録 メール配信のターゲットを登録します。

47 配信一覧 メール配信された一覧を表示します。

48 配信登録 メール配信登録を行います。

49 メッセージ 一覧 ユーザーのマイページへのメッセージを表示します。

50 新規登録 ユーザーのマイページへのメッセージ登録を行います。

51 商品管理 商品一覧 販売する商品の一覧を表示します。

52 商品登録 販売する商品の登録を行います。

53 TOP表示設定 サイトTOPへ表示する商品を設定します。

54 LPまとめ 独自ページのLPへ一括で登録するバナー設定を行います。

55 カテゴリ カテゴリ１ カテゴリ１（大カテゴリ）を登録します。

56 カテゴリ２ カテゴリ２（小カテゴリ）を登録します。

57 在庫管理 在庫管理一覧 商品在庫を管理します。

58 発注一覧 発注した商品を管理します。
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NO 大メニュー 中メニュー 小メニュー 内容

59 納品一覧 発注した商品が納品された一覧を表示します。

60 顧客管理 顧客検索 顧客を検索します。

61 電話注文 電話注文時の購入登録を行います。

62 受注管理 受注一覧 受注一覧 受注した商品の一覧を表示します。

63 クレジットエラー 受注したが、クレジットカードがエラーの受注情報を表示します。

64 出荷日なし 出荷未定商品の受注商品一覧を表示します。

65 重複 重複と思われる注文を適切に処理します。

66 出荷準備中 出荷準備中の受注一覧を表示します。

67 代引CSV取込 代引されたCSVデータを取込ます。

68 配達完了CSV取込 配達完了されたCSVデータを取込ます。

69 メールテンプレート 受注から発送までの定形メール雛形を登録します。

70 不正利用リスト 不正利用された顧客情報を管理します。

71 不正注文リスト 不正注文された受注情報を管理します。

72 合送作業を行う 近い日付の注文を合送処理します。

73 一括ステータス変更 受注状況を一括でステータス変更します。

74 出荷可能明細一括 出荷可能商品の出荷明細を一括で印刷します。

75 出荷可能データDL 出荷可能商品の出荷明細データを配送業者用CSVデータとしてDLします。

76 出荷CSV取込 出荷が完了した配送業者用CSVを取込ます。

77 出荷商品数量 出荷商品の数量を確認します。

78 実在庫調整 多拠点、他サイト等の在庫調整を行います。

79 定期次回準備 定期発送商品の次回準備を行います。

80 明細一括印刷 各種の明細を一括で印刷します。

81 入荷待ち商品 受注があり、入荷待ちしている商品の一覧を表示します。

82 不足商品 受注があり、不足している商品の一覧を表示します。

83 入荷調整 入荷した商品を、不足している受注データに割り当てます。

84 日別売上 日別の売上状況を表示します。

85 遷移元別商品売上 広告遷移先毎の売上状況を表示します。

86 定期管理 次回配送一覧 定期配送の次回配送一覧を表示します。

87 配送件数 配送件数を確認します。

88 定期一覧 定期購入者の一覧を表示します。

89 月別配送回数 月別の定期配送回数を表示します。

90 遷移元別配送回数 広告遷移先毎の定期配送回数を表示します。

91 データ アクセス数 サイトのアクセス数等を表示します。

92 入退会者数 サイト入退会者数を表示します。

93 経理 経理情報を表示します。

94 出荷返品詳細 返品された情報を表示します。

95 ポイント交換 受付一覧 ポイント交換できる商品の注文情報を表示します。

96 交換商品 ポイント交換できる商品の情報を表示します。

97 商品登録 ポイント交換できる商品の登録をします。

98 自社商品管理 在庫商品の保管場所管理情報を表示します。

99 楽天管理 配送データ 楽天（他サイト）で購入された配送データを表示します。

100 実績データ 楽天（他サイト）で購入された実績データを表示します。

101 商品登録 楽天（他サイト）で販売されている商品を紐付けます。

102 販促管理 一覧 提携店への発送状況を表示します。

103 お届け先 提携会社の一覧を表示します。

104 お届け店舗 提携店舗の一覧を表示します。

105 商品設定 販促商品の設定を行います。

106 倉庫管理 在庫一覧 倉庫内在庫商品の一覧です。

107 自動メール配信 卸先への自動配信メール設定を行います。
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