
MTコマースでECサイトを成功させよう



本日の内容
売れるECサイトづくりのコツ 
MTコマースを使う理由 

MTコマースを使おう【顧客画面編】
MTコマースを使おう【管理画面編】

カスタマイズのヒント
構築事例1【retaW】

構築事例2【fragment24.】



まずは

自己紹介



・ウェブコンサルティング会社「キノトロープ」でeコマースの
ディレクションを担当。

尼口友厚
株式会社ネットコンシェルジェ
代表取締役

・2003年に、キノトロープの関連会社として「ネットコンシェル
ジェ」を設立。

・キノトロープ入社前は、デザイナー（6ヶ月）だったり、エンジ
ニア（1年ちょっと）だったり、迷走…。

・社会人前はB-Boyで、大学卒業後HipHopの本場NYに渡り、黒人
にめちゃめちゃいじめられるというレアな体験あり。



ネットコンシェルジェについて
・eコマースとブランディングを融合するEC施策
　「e-commerce branding」が得意です。

・これまでのeコマース構築実績は130以上。

・そろそろ自分たちが納得できるeコマースシステムが欲しくて
「MTコマース」を開発しました。



売れるECサイトづくりのコツ



eコマースをはじめる前に



その商品は

ネットで売れるのか？



それは、
たった2つの質問だけで
すぐに診断できます。



質問 1：
その商品は、ネット上で、
あなたのお店でしか
買えませんか？



質問 2：
その商品は、ネット上で、
あなたのお店が
一番安く売っていますか？



ネットで売れる2つの商品

唯一商品 最安商品



5年後はたぶん…

唯一商品



5年後はたぶん…

唯一商品



ナチュラルサイエンス
・ネット上ではほぼこのサイトでしか買えない。ほぼ唯一商品。
・「メーカー直販」の安心感・信頼感。
・顧客との対話を欠かさず、高い顧客ロイヤリティ。



唯一商品がない場合…



「唯一化」という手があります。



高島屋オンラインストアの唯一化
・ギフトの時に「高島屋の包装で贈ることの価値」に着目。
・ギフトの選びやすさ・贈りやすさ、のしなどのサービス充実化。
・「包装紙」でつつむことで、すべての商品が「唯一商品」へ。



「唯一化」

お店
商品

コンセプト

MD

サービス

コンテンツ

機能

＋ ＝ 唯一



唯一化の不可欠なもの

コンセプト

MD サービス

コンテンツ

機能

柔軟なシステム



「唯一化」には
柔軟なシステムが必要



日本一柔軟なECシステムを
目指して開発が進められました。



MTコマースを使う理由



おさらい

MTの特長



ブログ（コンテンツ）を

容易に拡張



330社
を超える開発ベンダー



MTタグを利用することで

プログラマー
いらず



プラグインによる
機能単位のカスタマイズ



高機能CMSを
低コストで
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MTコマースのしくみ



これまでのECサイトのシステム構成

ECサイト

ECシステム CMS（コンテンツマネジメントシステム）

商品データベース

商品詳細ページや、カートなど キャンペーンページや、
特集ページ他静的なコンテンツ

など



これまでのECサイトのシステム構成

ECサイト

ECシステム CMS（コンテンツマネジメントシステム）

商品データベース

商品詳細ページや、カートなど キャンペーンページや、
特集ページ他静的なコンテンツ

など

別々の管理画面



これまでのECサイトのシステム構成

ECサイト

ECシステム CMS（コンテンツマネジメントシステム）

商品データベース

商品詳細ページや、カートなど キャンペーンページや、
特集ページ他静的なコンテンツ

など

商品データベースに
アクセスできない

別々の管理画面



MTコマースのシステム構成

ECサイト

ECシステム（MTコマース） MT（Movable Type）

商品データベース

商品詳細ページや、カートなど キャンペーンページや、
特集ページ他静的なコンテンツ
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MTコマースのシステム構成

ECサイト

MT（Movable Type）
キャンペーンページや、

特集ページ他静的なコンテンツ
など

一つの管理画面で
サイト全体を管理

商品データベース

ECシステム（MTコマース）

商品詳細ページや、カートなど



商品データベース

MTコマースのシステム構成

ECサイト

MT（Movable Type）
キャンペーンページや、

特集ページ他静的なコンテンツ
など

商品データベースに
アクセス可能

一つの管理画面で
サイト全体を管理

ECシステム（MTコマース）

商品詳細ページや、カートなど



商品データベース 商品データベースに
アクセス可能

で、どんなメリットが？

MTから



これまでのECサイト構築・改修フロー

ECサイト

デザイナー
コーダー

プログラマー
エンジニア



ECサイト

デザイナー
コーダー

プログラマー
エンジニア

MTコマースでのECサイト構築・改修フロー



ECサイト

デザイナー
コーダー

MTタグ

MTコマースでのECサイト構築・改修フロー



ECサイト

デザイナー
コーダー

MTタグ

低コスト・短期間

MTコマースでのECサイト構築・改修フロー



MTコマースの機能



注文 商品 会員 在庫 プロモーション テンプレート

MTコマースの基本機能
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注文 商品 会員 在庫 プロモーション テンプレート

MTコマースのユーザ権限

A B C



全画面のデザインテンプレート管理



全画面のデザイン管理



トップページ



商品詳細



購入フロー



MTタグ

MTのお作法でカスタマイズ

CSS JSプラグイン



トップページ



商品詳細



外部サービスとの連携も

対応可能



商品データのファイル書き出し

MTコマース 商品データ



商品データのファイル書き出し

MTコマース

XML
HTML

PHP

JS

商品データ

etc



例えばfacebookと…







別システムとの運用も

対応可能



MT外からの商品データの利用

MTコマースMT shopapi



MT外からの商品データの利用

MTコマースMT shopapi
リクエスト



MT外からの商品データの利用

MTコマースMT shopapi
リクエスト

返却（JSON形式） カート情報



MT外からの商品データの利用

MTコマースMT shopapi

カート情報

ログイン情報

ランキング

最近見た商品

よく似た商品

etc

返却（JSON形式）

リクエスト



MTコマースを使おう
～顧客画面編～



商品検索フロー



購入フロー



マイページ



MTコマースを使おう
～管理画面編～



受注管理



会員管理



商品・在庫管理



プロモーション



デザイン管理



カスタマイズのヒント



　MTコマース動作環境　MTコマース動作環境

　サーバOS

　ウェブサーバ

　データベース

　実行環境

　Perl モジュール

　Movable Type

　推奨利用環境

・Linux, Solaris/Unix, BSD

・Mac OS X

・Windows Server 2008 （R2 対応）

・Apache

・IIS（今後対応予定）

・MySQL バージョン5.0 以上

・Perl 5.8.1 以上

　加えてサーバへのFTPあるいは、コマンドラインでもアクセス利用環境

・CGI

・Image::Size

・File::Spec (バージョン0.8以上)

・CGI::Cookie

・DBI (バージョン1.21以上)

・DBD::mysql

・Image::Magick （ または GD, NetPBM, Imager のいずれか）

・Crypt::SSLeay

・Movable Type 5.0x

・Mozilla Firefox 3.6 以降 (最新版を推奨)

・Internet Explorer 6.0 以降 (最新版を強く推奨)



インストールされる内容

ウェブサイト

・CSS管理
・JS管理
・トップページ
・フッター系コンテンツ

受注管理 / 商品管理 / 会員管理 / 在庫管理
プロモーション管理 / ショップ管理 / テンプレート管理

バナー管理ブログ

お知らせ管理ブログ

ブログ



MTコマースでできること

ECサイト運営

・受注管理
・商品管理
・会員管理
・在庫管理
・プロモーション管理
・ショップ管理
・その他 MTタグを利用したカスタマイズ

店舗運営オペレータに合わせた
ユーザ権限の設定

他ブログで商品情報を利用した
コンテンツの作成・拡張



MTコマースを利用した構築例

初級者向けカスタマイズ

・ CSSでのカスタム
・テンプレートの簡単な改修

中級者向けカスタマイズ

・ MTGoodsタグの利用
・partialファイルの出力

上級者向けカスタマイズ

・ shopapiを利用したリアルタイム情報の取得
・購入フロー画面の改修etc…



<mt:Goods>

商品情報を出力するブロックタグ

・この中で商品情報を扱うmtタグを利用できます
・他ブログからも利用可能
・各種モディファイアによる高度な絞り込み出力が可能



<mt:Goods>のモディファイア

categories="...."
カテゴリ名を指定。ツリー構造、OR指定も可能

category_ids="n"
カテゴリIDを指定。categories同様、複数指定可能。

include_subcategories="1/0"
サブカテゴリも検索対象にする

main_category="1/0"
関連付けされたメインカテゴリのみを検索対象とする

sort_by="xxxx"
ソート順（公開された日時(デフォルト)、登録日時、更新日時、販売開始
日時、商品名、商品コード、 最低価格、最高価格、売上ランキング）

sort_order="ascend¦descend"
ソートの降順昇順

lastn="n"
レコード数(商品数)



<mt:Goods>のモディファイア
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日時、商品名、商品コード、 最低価格、最高価格、売上ランキング）

sort_order="ascend¦descend"
ソートの降順昇順
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Partialファイル

小さな商品情報を出力するブロックタグ

・この中で商品情報を扱うmtタグを利用できます
・他ブログからも利用可能
・各種モディファイアによる高度な絞り込み出力が可能



商品情報のpartialファイル出力

商品詳細テンプレート

1.partial（商品一覧用）

Partialファイル（実ファイル）

2.partial（おすすめ一覧用）

3.partial（ランキング一覧用）

4.partial（最近見た商品一覧用）

商品詳細ページ







shopapi.cgi

リアルタイム情報を取得する

例えば・・・
・会員がログイン中かどうか？
・誰がログインしているか？

・カートに入れている情報は何か？



主なshopapi.cgiのパラメータ

_type=memberinfo
メンバー・カート情報を返す

_type=goodsrecommend
商品番号[code]で指定される商品に
おすすめの商品のhtml(partial)を返す

_type=buytogether
商品番号[code]で指定される商品と
一緒に購入されている商品のhtml(partial)を返す

_type=similar
商品番号[code]で指定される商品と
よく似た商品のhtml(partial)を返す

_type=userrecommend
ログイン中のユーザーにおすすめの商品のhtml(partial)を返す

_type=cartrecommend
カートにある商品におすすめの商品のhtml(partial)を返す

_type=ranking
売上ランキングのhtml(partial)を返す

_type=newitem
新着商品のhtml(partial)を返す

_type=recent (r1874)
最近見た商品のhtml(partial)を返す



shopapi.cgiのパラメータ

lastn=n
商品のhtmlを返す機能における最大商品数
※ 最近見た商品は影響されない

catid=n
カテゴリによる絞り込み
ただし指定できるのは１つのカテゴリのIDのみ
※ 最近見た商品は影響されない

subcat=1¦0
1か0で指定
デフォルトは0 サブカテゴリも検索する catid指定時に有効

maincat=1¦0
1か0で指定
デフォルトは0 メインカテゴリのみ検索する catid指定時に有効

code=n
商品番号を指定する
商品番号を用いたレコメンデーション
(goodsrecommend/buytogether/similar)で使用

shuffle
商品の配列をシャッフルする
（ただしJavaScriptでのシャッフルが好ましい）
※ 最近見た商品はシャッフルされない

file=n
partialファイルのファイル名部分(拡張子を除いた部分を指定) 
デフォルトは'2'


