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本⽇はよろしくお願いします。

⼭川 太郎
Hamee株式会社
ECパートナー部
サブマネージャー

ネクストエンジンのサポート・セールスを担当して8年⽬。
運⽤解決やお悩み相談で関わった企業数は全国で500社超。
物流企業様などパートナー連携の窓⼝も務めています。

サッカー・フットサルに情熱を注ぐ週末です。



これからお話する内容

•  物流現場におけるネクストエンジンの
 役割と、活⽤⽅法
•  ネクストエンジンを⽤いた
 オペレーションの構築について
•  皆様への収益貢献について



資料配付につきまして

•  本⽇の資料は後⽇メールにて
 お送りいたします。
•  講演内容の撮影も⾃由です。
•  SNSに投稿する際はよろしければ

「#ネクストエンジン」をご利⽤ください。



物流現場における
ネクストエンジンの役割

Part3.



ここまでのご説明
複数のモール・カートにおける
注⽂や在庫・商品情報の登録を⼀元管理

荷主（ネットショップ事業者）は
正確・スピーディーな業務が可能に



物流との関連
出荷指⽰

⼊荷登録

マスタ連携



出荷指⽰データのポイント

•  ネクストエンジンが均⼀なデータのハブ
化、モール・カート仕様の差異を吸収

•  ステータス⾃動管理機能が「出荷可否」
フィルタとして活躍



⼀元管理が無いと……

ネクストエンジンはデータを⼀定形式にするだ
けでなく、出荷すべき伝票の抽出に活⽤可能。

データの	
仕様変更	

出荷少し
待って！	

郵便番号	
ずれてた	



受注情報のハブとして

•  様々な販売チャネル
の受注データを⼀カ
所に集約

•  店舗の作業効率を向
上します。

•  出荷指⽰データが常
に⼀定の形式になり
ます。



受注ステータス⾃動管理

•  出荷できる注⽂はシステムが判別するの
で、物流現場への正確な出荷指⽰が可能

•  「受注確認内容設定」でお店の運⽤に応
じ出荷する／しないの判断が可能



作業指⽰の場合
•  のしやラッピング、同梱物などは伝票内

「ピッキング指⽰」欄を活⽤。
•  購⼊者が備考欄に記⼊した特定の⽂⾔な

どを、倉庫連絡事項として連携ができる。



⼊荷予定の登録

•  発注伝票管理にて発注の情報を連携可能

⼊荷予定情報の連携発注・⼊荷予定⼊⼒



⼊荷実績の登録・反映

•  ⼊荷実績が登録されると、
モール・カートへ在庫が⾃動連携する

⼊荷実績情報の連携

納品・⼊荷検品・棚⼊れ



マスタデータの連係

ロジザード・ネクストエンジン
相互に連携可能

どちらかを主と定めて運⽤

品番マスタ商品マスタ



物流との関連
出荷指⽰

⼊荷登録

マスタ連携



ネクストエンジンを⽤いた
オペレーションの⽅法



業務対応範囲

荷主は
出荷指⽰
データを送る

倉庫で
WMSに⼊⼒

荷主は
クラウド
WMSに
データ⼊⼒

倉庫は
WMSを利⽤

荷主がデータを送る 荷主がWMSに⼊⼒



第三のパターンも

荷主はネクストエンジンで
受注管理

WMSに⼊⼒する
⼩規模なら直接作業もOK

倉庫が出荷データを
ネクストエンジンからダウンロード



運⽤パターンチャート

荷主はユーザーか	

ユーザー	

①	
ロジザード 
連携	

②	
物流現場直接
利用	

ユーザーではない	

③	
受注出荷代行	

④	
代理店提案	



ネクストエンジン利⽤中の荷主
① ロジザードZEROと連携させて使う
② ASPを活かし物流現場からログイン



①ネクストエンジンとWMS

受注処理	
納品書発
行	

出荷処理	
発送番号
自動メール	

ロジザードZERO	

カバー範囲	

ロジザードZEROと連携をすることで、
ハンディを活⽤したフリーロケーション管理等、
庫内作業の効率化を実現

通販受注CSV 出荷実績CSV

ネクストエンジンカバー範囲	



ロジザード出荷

通販受注CSV
ダウンロード

「印刷待ち」のデータをロジザードに出⼒



出荷が終わったら

出荷実績CSV

出荷実績のデータをネクストエンジンにアップロード
ステータス更新・メール送信など

ネクストエンジンが⾃動で



②物流現場で直接利⽤
•  ASPメリットを活⽤。タイムリーな連携
•  権限設定で、担当者が触る画⾯を抑制
– 操作履歴で荷主も安⼼

•  インターネット接続のできるPCとプリン
タがあれば、基本的な帳票の処理が可能。



具体的な操作：直接

件数をクリックすると
⼀覧で表⽰します



具体的な操作：直接

対象伝票にチェックを⼊れて納品書ダウンロード



具体的な操作：直接
PDFを印刷してピッキング作業へ

⽂⾔は設定で変更可能

納品書とは別に出荷指⽰書の出⼒も可能



具体的な操作：直接

納品書印刷済みの
⼀覧を確認して



具体的な操作：直接

処理完了した伝票を出荷確定
※納品書のバーコード（NW-7）を利⽤して、番号の直接⼊⼒も可能。



パートナーの皆様の
収益拡⼤のために

Part.4



③受注代⾏サービス提供企業

 受注代⾏サービス
 提供企業

ネクストエンジンIDの管理は集約し
購⼊者や売上のデータは分けて管理することができる

履歴も保持されるので安⼼



操作履歴の例

•  受注、商品マスタそれぞれに
誰がいつどんな変更を加えたかが明確に

•  スタッフ毎の権限設定も可能



ネクストエンジンIDについて
•  ネクストエンジン契約企業毎に最低でも

⼀⼈はID保有しています。
•  企業内でのID追加は⾃由に可能です。
•  他社のIDを、⾃社内に招待することが可

能です。
•  メイン機能の複数契約が可能です。



ネクストエンジンIDについて

ネクストエンジン契約企業

ネクストエンジンID
（管理者）

必要に応じて担当者を
追加可能



他社ID保有者の招待も可能

ネクストエンジン契約企業

ネクストエンジンID
（管理者）

3PL・倉庫
ネクストエンジンパートナー

他社に属する
ネクストエンジンIDを
メールアドレスで招待



他社招待の⽅法

ネクストエンジン契約企業

ネクストエンジンID
（管理者）

メールアドレスは
xxx@example.com 

です

設定 > メンバー >メンバー追加



1つのIDでこんなコトも可能に
招待されたネクストエンジンIDがあれば、

複数のメイン機能へアクセス可能に

カラースキン機能の活⽤で
誤操作を削減



ITソリューション提案企業向け

•  個別の運⽤を⽀援する様々な「ネクストエンジンアプ
リ」を追加することが可能です。

•  ネクストエンジンAPIを利⽤して、様々なシステムと、
データ連係を実現します。



カスタマイズや拡張も

•  「ネクストエンジンアプリ」は開発・提供も
可能。

•  開発したアプリはネクストエンジンの管理画
⾯等を通じて、ユーザーに販売できます。

•  特定の企業のみに提供することもできます。



④荷主が利⽤していない場合

ご紹介後のご契約で利⽤料⾦の30%を

60ヶ⽉お⽀払いいたします。
契約、料⾦回収、サポートは弊社が⾏います。ご検討のショップ
様がおられましたらご紹介ください。



パートナーご登録ご希望の⽅

「ネクストエンジン パートナー」で検索

① ネクストエンジンID（無料）をご登録
② 「紹介しよう」の画⾯にて⼝座登録
③ 出てきたURLをお知り合いのお店に

お渡しください



紹介から導⼊への流れ
フル機能 

30日間無料でお試しいただけます 

フルサポート 

※本契約のお手続きを行わない限り、自動的にご利用料金が発生する事はございません※ 

お申し込みはWEBサイトから受付けております 

申込みフォームの必要事項をご入力後 
お申し込みボタンを押してください 

本契約	お試し	
申し込み	 まずは30日間じっくりお試しください 

すぐご利用	
いただけます	

データ・設定は	
そのまま	

成約で
⽀払対象

に



紹介URLの確認⽅法

ログイン後「紹介しよう」というメニュー
から、ご紹介時の報酬受取⼝座ご登録で、
専⽤のURLを発⾏します。



ご利⽤をおすすめする理由

ü 導⼊企業2,600社超。利⽤実績No.1
ü 無料体験の期間が⻑く、運⽤へのフィッ

ティングをしながらの導⼊検討が可能
ü EC事業の成⻑にあわせ、導⼊しやすい料

⾦体系



利⽤実績No.1

※受注・在庫・商品情報を⼀元管理するツールとして。
 2017年6⽉29⽇現在 ⽇本ネット経済新聞調査による

EC
⼀元管理
2017

•  多種多様なEC企業の⽀援実績
•  現役EC企業のノウハウ多数

2,600社以上が利⽤中



料⾦体系

従量課⾦のため、EC事業の成⻑ステージに
あわせて使い続けることが可能



料⾦実例：受注400件/⽉未満

400件未満…⽉額基本10,000円

⽉額料⾦10,000円
（年間保守費15,000円/年）



料⾦実例：受注1,200件/⽉

合計⽉額料⾦29,000円
（年間保守費15,000円/年）

種別 単価・件数 ⼩計

400件まで 基本10,000円 10,000円

401件〜1,000件 単価25円×600件 15,000円

1,001件〜3,000件 単価20円×200件 4,000円



料⾦実例：受注3,300件/⽉

合計⽉額料⾦69,500円
（年間保守費15,000円/年）

種別 単価・件数 ⼩計

400件まで 基本10,000円 10,000円

401件〜1,000件 単価25円×600件 15,000円

1,001件〜3,000件 単価20円×2,000件 40,000円

3,001件〜5,000件 単価15円×300件 4,500円



パートナー企業様の収益に
•  紹介のみ実施のパートナー様
– 年間約980万円の獲得実績

•  紹介＋ネクストエンジンアプリによる
ソリューション販売パートナー様
– 年間約1,500万円の獲得実績



様々な営業⽀援を実施いたします

•  パンフレット等営業資材の提供
•  同⾏営業のご相談
•  ネクストエンジンアプリ開発・テスト環

境の提供

その他ご要望ございましたら
まずはご相談ください！



運⽤パターンチャート

荷主はユーザーか	

ユーザー	

①	
ロジザード 
連携	

②	
物流現場直接
利用	

ユーザーではない	

③	
受注出荷代行	

④	
代理店提案	



本⽇のまとめ
•  ⼀元管理システムと、通販物流は切って

も切れない関係です。
•  ネクストエンジンであれば実績No.1、多

種多様な荷主に対応しており、物流現場
での様々な利⽤にも柔軟に対応します。

•  さらに、ネクストエンジンを提案メ
ニューに加えることで、貴社収益を拡⼤
する機会にもなります。



ご静聴ありがとうございました。

お問い合わせ・ご提案についての相談はお気軽に

Hamee株式会社
ネクストエンジン営業窓⼝

☎ 03-4570-0638
info@next-engine.jp


