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顧客管理、決済、クラウド連携
プラグインで拡張するMTサイトの可能性

（アークウェブのMTプラグインのご紹介）

株式会社アークウェブ

中野 宗
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アークウェブについて



アークウェブのご紹介

�設⽴：2004年1月

�代表：中野 宗（なかのはじめ）

�スタッフ数：7名

�事業：ウェブサイト制作、ソフトウェア販売

�所在地：東京都中央区銀座



アークウェブの事業

�Movable Typeでのサイト構築、
MTプラグイン開発・販売

�Zen CartによるECサイト構築



アークウェブの事例

�ウェブサイト制作事例（MTによる）

アミタホールディングス株式会社

アックゼロヨン・アワード 入賞

エコッツェリア（大丸有の環境ポータル）

だれもが使えるウェブコンクール 入賞
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Movable Typeで
フォーム作成、

会員管理、予約管理、

決済、クラウド連携
（MTプラグインAシリーズのご紹介）



MTプラグイン “Aシリーズ”

�A-Form：フォーム作成プラグイン
�（価格：52,500円・モバイル対応版84,000円）

�A-Member：会員制サイト構築プラグイン
�（価格：105,000円）

�A-Reserve：予約制サイト構築プラグイン
�（価格：126,000円）



MTプラグイン “Aシリーズ”

�A-Formに機能を＋αするプラグイン
�A-Form to Salesforce：Salesforceとの連携

（価格：52,500円）

�A-Form Payment：決済機能を追加
（価格：52,500円）

�A-Form to Entry：ブログ投稿機能を追加
（価格：52,500円）



MTクラウド対応版、

できました

�A-Form PC 3.7 for MTクラウド
（価格：31,500円）

�A-Member 3.7 for MTクラウド
（価格：73,500円）
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フォームを自由にいくつでも
作れるプラグイン
A-Formのご紹介



A-Formの導入ケース



A-Formの機能概要

�⼊⼒パーツのドラッグ＆ドロップでフォーム
を直感的に作成できる

�フォームは何個でも作成可能

�１つのフォームを複数ページに埋め込み可能

�データはメール受信、管理画⾯の一覧で確認



A-Formの機能概要

�[メールアドレス][郵便番号][カレンダー]
[個人情報保護方針]など、豊富な⼊⼒パーツ
（書式チェック機能付き）

�項目名や凡例は⾃由に編集でき、エラーは
インライン（画面内）で表示可能

�アクセシビリティー対応



A-Formの機能概要

�指定日時に公開・非公開、既定の受付数に
達したらフォームを閉じる機能

�ファイルをアップロードできる機能

�コンバージョン率や⼊⼒エラーの確認機能



A-Formの管理画⾯



モバイル対応について

�スマートフォン対応
�レスポンシブ・デザイン（テンプレート）で

実現可能

�フィーチャーフォン対応
�A-Form PC/MobileとMovable Type モバイル

パック、ケータイキット（アイデアマンズ様）
との連携で実現可能



手軽に作れるので

いろいろな活用シーン
一般的なお問い合わせフォームのほかに…

�製品やサービスのアンケートフォーム

�イベント・セミナー申し込みフォーム
� 残席管理と期間限定公開の機能を活用

� 残席数をリアルタイム表示

� A-Form Paymentをプラスして参加費の事前決済

�実店舗で使えるクーポン発⾏（簡易O2O？）

活用例活用例活用例活用例



外部パラメーターで

直前の情報を渡せる

http://domain.jp/contact.html?para_product=（製品名）

活用例活用例活用例活用例



同じフォームを

複数ページで使える

記事やページ内に[[aformXX]]とおまじないを
書く方式なので…

�製品ページ、ニュースリリース記事など
サイト内の好きなページに同じフォームを
設置可能

�フォームを必要な数だけ作成するより、制作
もメンテナンスも楽

活用例活用例活用例活用例



PVやエラーの確認で

コンバージョン率改善

個々のフォームのPV、セッション数、
コンバージョン数／率などがわかります
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活用例活用例活用例活用例



PVやエラーの確認で

コンバージョン率改善

ユーザーがミスしやすい⼊⼒項目、エラータイプ、
実際の⼊⼒値は？…などがわかります

活用例活用例活用例活用例



簡易CRM機能：

受付データの状態を管理

活用例活用例活用例活用例



簡易CRM機能：

ステータス管理とコメント

処理ステータスやコメント(申し送り情報など)を記入

処理ステータスはフォーム

毎に設定可能

【例】
未着手／担当／回答済み／

先⽅判断待ち／終了
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活用例活用例活用例活用例



他の顧客管理ツール

との連携も可能

�クラウドCRMのSalesforceとの連携には、
A-Form to Salesforceを
（リード/ケースに投入可能）

� プロジェクト管理ツールRedmineに問い合わ
せを自動投稿…など（弊社はこれで運用）

活用例活用例活用例活用例
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会員制サイトが構築できる
プラグイン

A-Memberのご紹介



A-Memberの導⼊例



A-Memberの機能概要

�会員制コンテンツ（ID/PWでログインする
と閲覧できるブログ、ページ）を構築可能

�会員登録の方法は「ユーザー自身がフォーム
で」「管理者が管理画⾯から」の二種類

�会員のグループ分けやランク設定ができ、コ
ンテンツの出し分けも可能



A-Memberの管理画⾯



A-Memberのユーザー側



会員情報の⾃動⼊⼒

で会員の手間を軽減
活用例活用例活用例活用例

ログイン済みであれば、サイト内のフォームで
ユーザーの情報をプレロード（自動取得）可能

（会員専用

コンテンツ）
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施設やサービス予約サイトを
構築できるプラグイン
A-Reserveのご紹介



A-Reserveの導⼊例



A-Reserveの機能概要

�施設やサービス時間の予約システムを実現
（ホテル、ジム、エステ、スクールなど）

�予約枠はプラン、日付、オプション、在庫数
というデータで設定

�ユーザーは、プルダウンやカレンダーUI上
で申し込み日やオプションなどを選択



A-Reserveの管理画⾯



A-Reserveのユーザー側



こんな風に活用して

いただいてます

A-Reserveの予約機能のユニークな活⽤例

�1日に複数の講演枠があるセミナー、カン
ファレンスの予約システムとして

�イントラネットで利⽤し、施設（会議室な
ど）予約のシステムとして

活用例活用例活用例活用例
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Aシリーズ、ぜひお試しください
www.ark-web.jp からフル機能版をダウンロード・試用可能

フォーム作成

A-Form

会員制サイト

A-Member

予約制サイト

A-Reserve
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[オマケ]

Aシリーズの

ささやかな社会貢献



無償で提供いたします

�以下の場合、Aシリーズを無償で提供します

�NPO、NGO、社会貢献・ボランティア・市⺠活
動などを⾏う任意団体

�東日本大震災で被災された自治体・企業・団体

�制作会社による設置代⾏もＯＫです！



フォーム → xxxx ＝？？

A-Form, A-Memberなどからクラウドサービスや, 外部

システムに連携する機能について紹介します。

1. フォーム → オンライン決済

2. フォーム → ブログ記事

3. フォーム → Salesforce

4. フォーム ⇄ Salesforce

(AMember)



1. フォーム →  決済

• A-Form Payment （アドオン）（アドオン）（アドオン）（アドオン）

• 任意のフォームを決済フォーム化

• 決済方法は，クレジットカード, 銀行振込, 代引き

• フォームごとに異なる店舗IDを設定可能



支払いフォームの設定

クレジットカード決済

の場合は，店舗IDなど

を設定

支払い方法を選ぶ



2.フォーム →  ブログ記事

• A-Form to Entry （アドオン）（アドオン）（アドオン）（アドオン）

• フォーム受付データをブログ記事に自動投稿

• 【事例】アーティストの公式スマホサイト

• フォームでファンからの質問を受付て

事務所が編集後にQ&Aコンテンツとして公開

• 下書き状態で投稿される



A-Form to Entry

下書き状態で

投稿される

質問
フォーム

運営者が

回答をつけ
て公開



投稿先の関連づけ設定

設定画面で

投稿先名を指定



3. フォーム → Salesforce

• AForm to Salesforce （アドオン）（アドオン）（アドオン）（アドオン）

• Web-to-リード（見込顧客管理） or Web-to-ケース（お

問い合わせ管理）で投稿

お問い合わせ
フォーム MT

(A-Form)

Salesforce

Web-to-リード

Web-to-ケース



4. フォーム Salesforce

• 会員制サイト(AMember)の顧客情報管理

• 通常MTのDBに保存する顧客情報をSalesforce側で管

理

マイページ

会員情報変更

ユーザ

会員登録 MT

(AMember)

Salesforce

ログインID, passwd

SF側との紐付け用 ID

ログイン・

閲覧制限

読み出し・更新

新規追加

上記以外の個人情報

必要最小
限を管理



後半のまとめ

A-Form, A-Memberなどからクラウドサービスや, 外部システ

ムに連携する機能について紹介しました。

1. フォーム から決済 = A-Form Payment

2. フォーム から記事 = A-Form to Entry

3. フォーム から Salesforce = A-Form to Salesforce

4. A-Member + Salesforce
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www.ark-web.jp からフル機能版をダウンロード・試用可能

フォーム作成

AAAA----FormFormFormForm

会員制サイト

AAAA----MemberMemberMemberMember

予約制サイト

AAAA----ReserveReserveReserveReserve

Aシリーズ、ぜひお試しください


