
よくある質問集 (FAQ)

ネクストエンジン

～ 導入前の気になることを解決！  ～
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受注管理

どんなことができる？

Q1
受注処理の何が変わりますか？

・受注の自動振り分け
「すぐに出荷できる注文」と「確認が必要な受注」に自動的に
振り分けます。どういった条件の受注を確認するかを設定でき、
効率的に確認作業を行えるようになります。また、複数の伝票
の一括更新もできるので、一件ずつ処理する手間も省けます。 

これによって、出荷までの時間や手間を短縮し、いち早く発送
手配に入れるようになります。

・メールの自動送信
サンクスメール／発送完了メール／フォローメールの 3 種類を
自動的に送れます。     詳細 p7

・配送情報の CSV 出力
全店舗分の配送情報を、配送業者ごとに分けて CSV 出力できる
ため、送り状ソフトとの連携も、外部倉庫への
出荷指示も楽に行うことができます。
さらに送り状番号の反映・管理画面への自動反映　も可能です。
※送り状番号自動反映の対応店舗：楽天市場、Yahoo! ショッピング、 
Amazon、au Wowma!

今まで全店舗の管理画面へログインして行って
いた受注処理を、ネクストエンジンでまとめて
行うことができます。
もう全店舗の管理画面でそれぞれ処理を行う必
要はありません。

・すぐに出荷できる注文と確認が必要な注文の
自動振り分け
・メールを自動送信
・送り状ソフトとの連携
・外部倉庫用の出荷情報の連携

などができ、全店舗の管理をネクストエンジン
でまとめて行えるので、時間も手間もミスも、
大幅に削減できます。

※



03

受注管理

Q2
過去の受注を取り込めますか？

はい、過去の受注も CSV ファイルで取り込めるため、
全期間の受注情報をまとめて管理できます。

Q3
要注意のお客様を管理したい

該当の受注伝票を『ブラック顧客』と指定することで、
要注意のお客様からの受注を確認できます。ブラッ
ク顧客は、メールアドレス ( メールアドレスが無い
場合は、電話番号 ) で判別されます。  

また、この機能は VIP 顧客に対しても利用すること
ができます。

CSVCSVCSV

Q4
『のし』への記名やメッセージ入力などが
あった受注を確認できるようにしたい。

はい、可能です。 お客様が何かを入力したときだけ
確認するように設定できるので、すべての受注を確
認する必要はなくなります。

Q5
同梱・分割処理はできますか？

はい。ネクストエンジンの受注伝票上で同梱・分割
の処理を行うことができます。また、複数の伝票の
送り先住所、名前、電話番号が同じ場合、同梱可能
な受注として確認に挙げる機能もございます。
また、アプリ（追加機能）を使用することで、同梱・
分割処理を自動的に行うことも可能です。

どんなことができる？
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Q6
ネクストエンジンで受注の処理をしたら、各モール、カート側の処理も書き換わりますか？

受注管理

どんなことができる？

はい、以下のモールで可能です。
下記モールの場合、ネクストエンジン上で処理を行うことでモール側のステータス変更や配送番号が反映されます。

また、MakeShop は 、ネクストエンジンから出力した
CSV ファイルをモールへアップロードすることで配送番号
を反映することもできます。

その他モール・カートに関しては、必要に応じてモール・
カート側で処理をしてください。

・楽天市場 ( ステータスの更新、配送日、お荷物伝票番号、配送会社、送料の反映 )
・Yahoo! ショッピング ( ステータスの更新、出荷日、配送伝票番号の反映 )
・Amazon( ステータスの更新、注文番号、出荷日、配送業者コード、お問い合わせ伝票番号などの反映 )
・ポンパレモール ( ステータスの更新 )
・au Wowma!（Wow! manager）（ステータスの更新、発送日、配送お問い合わせ番号、配送会社）

Amazon

Yahoo!

楽天



Q7
電話・FAXからの注文も管理できますか？

はい、できます。
電話や FAX の受注も伝票を手動、または CSV で起票
できるので、ネットショップの受注と合わせて管理
ができます。
また、過去のお客様の情報を呼び出すこともでき、
手動入力も楽に行えます。
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Q8
楽天ペイに対応していますか？

受注管理

どんなことができる？

はい、対応しています。
API 連携することで、受注取込・注文確認処理・入金
確認・発送完了報告を、自動で行うことができます。

※API の利用申請は無料

Tips
ネクストエンジンの受注伝票から、直接各店舗
の伝票へ飛ぶことができる！
モール側の伝票を確認したいときや、金額修正などのと
きなども便利な機能。あらかじめモールの管理画面に
ログインしておくとスムーズです。

※対応店舗
楽天市場、Yahoo! ショッピング、ヤフオク !、Amazon

Q9
卸先の受注も、
合わせて行うことができますか？

はい、可能です。
お客様が何かを入力したときだけ確認するように
設定できるので、確認の作業を大幅に削減できます。
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メール関連

Q1
どんなメールを送ることができますか？

▼自動送信メール
自動的に送られるメールは以下の 3 種類です。
・受注確認 ( 注文を受けたことをお知らせするメール )
・発送連絡 ( 発送完了のメール。配送番号付で送れます。)
・フォロー ( 発送後のお伺いメール )

▼手動で送るメール
任意に送ることができる『フリーメール』機能もございます。入金確認や、商品の入荷情報など、
個別にお客様へ連絡することができます。  
※メールマガジンのようなメール大量一括配信機能は有しておりません。

・メール受信機能はございませんが、連携しているメールシステムより管理できます。（詳細 Q6）
・楽天のマスク化されたアドレスにも送ることができます。

ネクストエンジンから自動、または手動でメールを送信できる機能です。

どんなことができる？
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メール関連

どんなことができる？

Q2
店舗ごとにメールの内容を設定できますか？

はい、できます。
店舗ごと、メールの種類ごとに内容を変更できます。

Q3
自動送信したいメールと、したくないメール
がある。

自動で送られるメールのうち、
店舗ごと、メールの種類ごと
にメールを送る・送らないを
選択できます。Q4

メールの署名は店舗ごとに変えられる？
はい、変更できます。
店舗の署名・送信元メールアドレスの表示設定もし
ていただけます。

Q5
特定の商品の受注に対して、
メールの文面を変更したい。

特定の商品の受注に対して、メッセージを記載する
ことができます。
例えば冷凍の商品に対して、「クール便で送付します」
といった内容で送ることがでできます。

or
→
→

送らない

送る

Amazon

Yahoo!

楽天

Amazon

Yahoo!

楽天

受注確認

発送完了
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メール関連

どんなことができる？

Q6
連携しているメールソフトはありますか？

株式会社ラクス提供「メールディーラー」と連
携しています。お問合せのメールからネクスト
エンジンの受注伝票を呼び出すことも、受注伝
票からやりとりをしていたメールを確認するこ
ともできます。

Tips
受注伝票上から 1件ずつメールを送れる！
『フリーメール』を一度に複数の方へ送ることもできますが、
受注伝票から、メールを送ることもできます。

特定の方にだけメールを送りたいときもスムーズに対応でき
ます。

詳しくはこちら

Q5
支払い方法に応じて、送るメールを変えたい。
前払い決済等、支払方法によって異なる内
容のメールを送りたい。

支払い方法に応じてメール内容を変更できます。
銀行の振込先や前払い決済時のご案内を本文に記載
することができます。

受注
伝票
受注
伝票
受注
伝票

https://base.next-engine.org/apps/7/detail/
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商品・在庫関連

どんな機能？
どこかの店舗で商品が1個売れたら、他の連携している店舗の在庫も自動的に 1 個引かれる、という機能です。
在庫連携をすることで、全店舗分の在庫調整の手間や、手動で行うことによるミス、売り越しなどのコストやリスクを削減できます。

Q1
セット商品も在庫連動できるか？

はい、セット商品の在庫連動も可能です。
セット商品コードと、その内訳商品をご登録いただ
くことで在庫管理していただけます。

Q2
特定の店舗のみ在庫連携したくない商品が
ある場合どうすれば良い？

特定の店舗のみ、特定の商品を在庫連携をしないこ
とは可能です。
在庫連携のする・しないは店舗ごとにも、商品ごと
にも設定できます。

Q3
店舗ごとに異なる在庫数で販売したいので
すが…。

店舗ごとに在庫数を振り分ける、機能 (在庫振り分
け機能 ) をご利用ください。特定の店舗へ在庫を優
先的に振り分けることができます。
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商品・在庫関連

どんなことができる？

Q4
実店舗との在庫連携はできますか？

はい、できます。
ネクストエンジンは、以下の POS システムと在庫自動連携しています。

下記 POS システムと連携しています。
・スマレジ(アプリ名：One'sCloset 株式会社フレイトリンクスジャパン)
・パワクラ ( 株式会社タスネット )
・BCPOS( 株式会社ビジコム )
・SmartPOS(アプリ名：FashionManager 連携プラグイン) 

また、そこまでリアルタイムでの反映が必要ない場合は、
手動で管理していただくことも可能です。

Amazon

Yahoo!

楽天

5

5

5
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商品・在庫関連

どんなことができる？

Q5
受注後に仕入先へ発注をかける受発注商品
がある場合、どのように管理すれば良い？

商品区分を『予約』としていただくことで、受注後に
発注をかけて処理することができます。

Q6
発売日が先の予約商品の受注管理はできる？

はい、可能です。
商品登録画面で発売日を登録しておけますので、
発売日がきたら出荷できるようになります。

Q9
登録する商品コードにルールはある？

ネクストエンジンに登録できるコードは、30文字以
内の半角英数字。
ご利用いただける記号は『-( ハイフン )』のみです。

全商品の在庫数を確認できますか？
はい、確認できます。
ネクストエンジンで現時点で保持している在庫数を
CSV出力できます。

Q7
モール側で何個でも販売できるように、
在庫数の設定をしないようにしたい。

はい、可能です。
在庫数を無限売りの設定をすることで、モール側の
在庫数を無限に持たせることができます。

Q8
商品番号が各店舗でバラバラだけど、大丈夫？

各店舗で商品番号（商品コード）が一致していると
スムーズにご登録いただけますが、異なっている場
合でも、紐付け設定をすることで連携をすることが
できます。

Q10
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送り状システムと連携ができます。
送り状ラベルを印刷するための配送情報（CSV）を出力し、さらに送り状番号をネクストエンジンに反映することもでき
ます。配送情報を一件ずつコピー＆ペーストする必要はなくなります。

発送業務（自社出荷）

なにができる？

Q1
送り状ソフトとは連携してますか？

はい。以下の送り状システムと連携するための配送情報
(CSV) を出力できます。

上記以外でも、任意の項目を CSV ファイルで出力できるカ
スタムデータ作成アプリより、各配送業者に合った配送情
報を出力していただけます。

・佐川ｅ飛伝
・ヤマト B2
・日本通運 e- 発行
・西濃カンガルーマジックⅡ
・福山 iSTAR-2

・ゆうパックプリント R
・ゆうパックプリント
・エコ配
・伝助
・EMS　　　　　

詳しくはこちら

https://base.next-engine.org/apps/164/detail/
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発送業務（自社出荷）

なにができる？

ピッキングリストを出力できますか？
はい、可能です。
「受注別」「商品別」でピッキングリストを
出力できます。

・日時
・商品名
・フリー在庫数
・在庫数
・伝票番号／受注番号
・ロケーションコード
・jan コード
・仕入先コード
　　　
などの項目を出力できます。

受注別

商品別

→

日時

商品名

在庫数

jan
コード

伝票No

受注No

Q3
納品書の出力はできますか？

はい、可能です。
PDF ／ CSV で出力できます。

また、下記のアプリ（追加機能）を利用すると、
購入者様へメールでご案内する、Web 納品書の発行
も可能です。

Q2

Web 納品書・領収書アプリ①

Web 納品書・領収書アプリ②

https://base.next-engine.org/apps/1134/detail/
https://base.next-engine.org/apps/750/detail/
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発送業務（自社出荷）

なにができる？

・楽天市場
・Yahoo! ショッピング
・Amazon
・Wow! manager
・ポンパレモール

※CSV ファイルで反映
・楽天市場
・Yahoo! ショッピング
・Amazon
・MakeShop

Q4
送り状番号は、モール側に反映できる？

特定のモールへ発送伝票番号を送ったり、受注ステータスを完了とすることができます。

楽天
Yahoo!

Amazon

お荷物伝票番号などの自動反映、ステータス『処理済』への変更
出荷確定日、発送伝票番号の自動反映、ステータス『完了』に変更
配送番号などの自動反映、ステータス『完了』への変更
発送日、配送お問い合わせ番号、配送会社の自動反映
ステータス『発送前入金待ち』『発送待ち』『[ 発送後入金待ち』『処理済み』
のいずれかに変更　※配送番号の反映は不可

お荷物伝票番号の反映。ステータスは変わりません
ステータス『完了』または『キャンセル』に変更
配送番号の自動反映、ステータス『出荷済』に変更
配送番号の自動反映、ステータス『請求済み』に変更
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外部倉庫

アプリ（追加機能）にて FBA マルチチャネルや自動出荷にも対応できます。
また、WMS（倉庫管理システム）と連携するための CSV ファイルの出力・取り込みもでき、出荷指示だけでなく、
入荷の連携も行えます。

何ができる？

Q1
自動出荷できる方法はありますか？

以下の物流倉庫・WMS をご利用で、ネクストエン
ジンで受注した分を自動出荷の指示をかけることが
できます。

【 無料アプリで連携可能 】 
オープンロジ　　　　
イー・ロジット 

【 有料アプリで連携可能 】 
Air-Logi( エアーロジ )　
EXPRESS( エキスプレス） 
ロジザード ZERO
EZLOGI
FBA マルチチャネル ( シッピーノ）

上記以外でも、任意の項目を CSV ファイルで出力で
きるカスタマイズデータ作成アプリより、各配送業
者に合った配送情報を出力していただけます。

Q2
どんな倉庫システムと連携してる？

以下のWMS(倉庫システム )と連携しています。

・楽天スーパーロジ
・ロジザード ZERO
・スクロール 360

・Yahoo! ロジスティクス
・ロジスティックサポート
・LogiMoPro

Tips
外部倉庫の担当者にネクストエンジンのアカウント
を付与し、出荷処理をしてもらうことも可能です。

詳しくはこちら

https://base.next-engine.org/apps/164/detail/
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分析

店舗ごとの日別・月別の売上や受注件数、出荷件数はもちろん、キャンセル商品・送料・客単価・原価・粗利・ポイント・
手数料などネットショップならではの視点から多角的に分析することができます。
データに保持期間の制限はなく、全てダウンロードが可能です。
毎日定期的に行う必要がある分析や集計でも時間を掛けることなく、効率よく行うことができます。

どんな情報を分析できる？

Q1
任意の項目を抽出して分析データを出力
することはできる？

アプリ『カスタムデータ作成』をご利用いただくこと
で、ネクストエンジンが保有しているデータをお好き
な項目・条件で出力することができます。

「A列の値が●の時、△を出力する」や、「B列の値が●
の場合、C 列の値とD列の値を足す」といった条件で
出力することもできま す。

Q2
商品ごとの売上数を効率的に把握する方法は
ありますか？

商品別に受注日や出荷日を指定してその期間の売上個数
や金額、現在の在庫数などの情報をご確認いただけます。

楽天

Yahoo!

Amazon
詳しくははこちらから

https://base.next-engine.org/apps/164/detail/
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分析

Q3
顧客の分析もできる？

はい、メールアドレスを基にした購入顧客 TOP100
( 回数、金額別 ) をご確認いただけます。

顧客分析に特化したアプリとも連携しています。

Q5
どんな項目を分析できる？

標準機能内で、様々な分析データを確認することが
できます。CSV ファイルでの出力も可能です。

・月ごとの売上分析（受注日／出荷日）
・店舗別の売上分析
・在庫分析
・購入金額
・購入回数 TOP100
・商品の受注数／欠品数
・動きのない商品の確認
・卸先分析
など

どんな情報を分析できる？

詳しくはこちら

また、アプリ『カスタムデータ作成』でも、
購入回数だけでなく、購入合計金額などより
詳細の情報を出力していただくこともできます。
詳しくはこちら

https://base.next-engine.org/apps/112/detail/
https://base.next-engine.org/apps/164/detail/
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決済

様々な決済システムと連携することができるので、入金確認の手間や漏れを防ぎます。

どんなことができる？

Q1
連携している後払いサービスは？

連携をすることで自動的に与信状況を取得するこ
ともでき、与信が取れている受注と NG の受注を
振り分けます。確認が必要な受注は伝票を確認・
修正後、再与信をかけることもできます。

また、出荷処理をし、送り状番号が反映された受注
に対しては、自動的に出荷報告をかけることもでき
るため、一連の流れをネクストエンジン上で処理し
ていただけます。

Q2
コンビニ決済と連携していますすか？

メール転送による入金処理を行うことができます。
購入者様が支払いを完了されるとネクストエンジンの
ステータスも自動で入金済みにすることができます。

【後払い決済】
以下の後払い決済システムと連携しています。
・NP後払い (NP コネクトプロにて自動連携 )
・後払い .com( アプリにて自動連携 )
・ニッセン@払い ( アプリにて自動連携 )
・クロネコ代金後払い ( アプリにて自動連携 )
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Q4
金額修正した情報を店舗側に
反映できますか？

ネクストエンジンの受注伝票上で金額修正した情報を、
店舗側へ反映することもできかねます。

決済

どんなことができる？

Q3
モール側へ、クレジットカードの売上請求は
できますか？

下記モールにて可能です。

・楽天ペイ（API）
・Yahoo! ショッピング（API）
・Amazon（API ／ CSV）
・Wow! manager（API）

・NICOS EC 決済
・ウェルネット
・S! まとめて支払
・GMO ペイメント決済
・ベリトランス
・Zeus クレジット

Q5
連携している決済方法を知りたいです。

以下の決済システム側で、承認・請求用のファイル
の出力や承認データの取り込みができます。
※連携内容は決済方法によって異なります。

Amazon

Yahoo!

楽天
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商品登録

ネクストエンジンに登録されている商品ページ情報を対象モール・カートへ
一括で反映することができる機能です。

特定の店舗へ、特定の商品のみをアップロードすることもできます。

どんなことができる？

楽天
Yahoo!

Amazon

楽天
Yahoo!

Amazon

・商品ページ登録
ネクストエンジンから対象店舗 (p19 の Q1 参照 ) へ商品ページを一括で
登録することができます。
※セット商品も可能

・商品ページ一括編集
表示価格や商品説明文など、商品ページの情報を一括編集し、更新します。

・商品データ取込
楽天市場や Yahoo! ショッピングなどに既に登録されている商品ページ
をネクストエンジンに登録し、他の対象店舗へ反映することもできます。

例えば、楽天市場の商品ページを Yahoo! ショッピングへ反映する、と
いうことも可能。

・商品ページコピー
ネクストエンジンに登録されている商品ページの複製し、対象店舗へ反
映できます。
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商品ページ管理

どんな情報を分析できる？

Q1
商品ページ登録機能を、対応しているモー
ル・カートを知りたい。

以下の通りです。

楽天市場、Yahoo! ショッピング、ヤフオク !、
Amazon、ポンパレモール、
MakeShop、FutureShop2

※Wow! manager は、2018 年秋頃対応予定
※画像は Yahoo! ショッピング、FutureShop2 以外
対応可（2018/8 時点）
※ヤフオク ! は、専用のアプリ ( 有料 ) を利用する
ことで可能です。

Q2
楽天市場の商品を、Yahoo! ショッピング
にも登録できる？

はい、可能です。
楽天市場の商品情報 CSV（item.csv、select.csv、
item-cat.csv）をネクストエンジンへデータを取り込
み、Yahoo! ショッピングへ反映することができます。

基本的に、対応しているモール・カートの商品情報で
あれば、ネクストエンジンへ登録し、他の対応モール・
カートへ反映することができます。

楽天 Yahoo!

Amazon

詳しくはこちら

Q3
どのような項目を反映できるの？

商品名や価格、商品説明文やコントロールカラム、掲載ステータスなど、
各店舗の商品ページに反映される項目を反映できます。（Amazon は一部項目のみ反映）

新商品反映のときはもちろん、セール時にも一括で反映できるため、スムーズに商品登録・更新を行えます。

https://base.next-engine.org/apps/289/detail/
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ご利用料金について 

ネクストエンジンは基本料金＋受注件数に応じて単価が変わる従量課金でご利用いただけます。

料金体系を知りたい。

Q1
利用料金は何を基準に計算されますか？

1ヶ月間でネクストエンジンで起票された伝票の数
を基準としています。

初期費用　  円 基本料金　　　  　　　　円

Q2
初期費用や、店舗数・商品点数によって
追加料金は発生するの？

いいえ、発生しません。
受注件数に応じた従量課金制です。

固定料金はございませんので、店舗の成長に応じ
た料金体型でご利用いただけます。

例：
502 件／月
765 件／月
1,351 件／月
※すべて税別

12,550 円
19,125 円
32,020 円

料金についての詳細はこちらから

0 10,000
基本料金
10,000　

毎月の
ご利用額

受注件数に応じた単価のご利用額

アプリなど基本料金に含まれない
追加機能のご利用額

円
+ =

受注件数 400 件まで
※ご契約から2年目以降、1年に1度、年間保守費用として毎月15,000円をご請求
※税別

https://next-engine.net/price/
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ご利用料金について 

料金体系を知りたい。

Q3
商品数や店舗数が増えたら、追加料金が
かかりますか？

いいえ、かかりません。
商品は 50 万商品 (SKU 単位 ) まで、店舗は50店舗
まで登録できます。

Q5
キャンセルした受注も課金対象になりますか？

既にネクストエンジン上で伝票が起票されている受
注に関しては、キャンセルであっても課金対象とな
ります。

Q4
年間保守費用は必ず支払うものでしょうか？

ネクストエンジンでは安定したサービスをご提供す
るための保守・メンテナンス費用として頂戴いたし
ております。本契約から 1 年経過時より、毎年ご契
約月に前年分 15,000 円 (税別) を、1 年に一度お支払
いただきます。

例 )
3 月にご契約の場合
翌年の3月のご請求に、年間保守費用15,000円 (税別 )
が追加されます。

Q6
請求金額の確定はいつですか？

月末締めです。
また、お支払は翌月 27（休日の場合は翌営業日）に
銀行自動引き落としでございます。

発注書 発注伝票
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全般 

Q1
アカウントを複数人で持つことはできる？

はい、可能です。
メールアドレスがあればアカウントの発行ができま
す。複数のアカウントで同時にログインでき、
アカウントごとに権限を付けることもできるため、
複数の部署で作業を行ったり、外部業者に処理を
依頼することもできます。

Q3
現在、他の一元管理システムを利用してます。
乗り換えるにはどうしたら良い？

受注情報や、商品情報の取り込みに必要な項目があ
ります。その情報をCSVにて一括で取り込むことで、
今までの分もまとめて管理することができます。

また、受注 API や在庫連携の設定切り替えなどをし
ていただく必要がございますので、詳細は無料体験
中にご相談ください。

Q2
データの保管期限はある？

特にありません。
ご契約中のデータは、ずっと保持されます。また、
データ容量や保持によって別途料金が発生すること
もございません。

各データはいつでも CSV・TSV 形式でダウンロード
することが可能です。

Q4
アプリって何？
ネクストエンジンをより便利に、カスタマイズして
ご利用いただける追加機能です。画面上でお申込み
いただくことでご利用いただけるもので、特にイン
ストールする必要はございません。

ネクストエンジンの標準機能としてないものでも、
オプション機能である『アプリ』をお申込みいただ
くことで機能を追加することができます。

また、アプリは自社向けに開発していただくことも
可能ですし、開発したアプリを他社向けに販売する
ことも可能です。

アプリ一覧はこちらから

https://base.next-engine.org/apps/
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全般 

Q7
ネクストエンジンで非対応のモール・カート
と連携したいのですが、何か方法はありま
すか？

はい、対応モール・カート以外でも、連携実績は多数
ございます。
ネクストエンジンの「汎用形式」に合わせて初期設定
をしていただければ、在庫連携と受注管理が可能です。

Q6
スマートフォンから閲覧、操作はでき
ますか？

恐れ入りますが、スマートフォンは動作対象外
ではございます。
しかし、TOPページなど、売上一覧が出ている
ページを閲覧のみをされている方もいらっしゃ
います。

Q5
自社の運用に合わせて、オリジナル機能を
作成してもらえますか？

下記いずれかにて対応が可能です。

・アプリを作る
API を公開しておりますので、任意の機能を
開発していただけます。

・ネクストエンジンオーダーメイド
「こんな機能を追加したい」などのご要望を叶え
るオーダーメイドの仕組みがございます。

アプリを作るの詳しくはこちらから

Q8
基幹システムや会計システムなど、他の
システムへ取り込みたいデータがあります。
指定した形式の CSV を出力することはで
きますか？

『カスタムデータ作成』というネクストエンジ
ンアプリがあります。

アプリ『カスタムデータ作成』を使えば、ネク
ストエンジンが保有している様々なデータの中
から必要な情報を選び、自由な条件・形式でダ
ウンロードすることができます。

カスタムデータ作成アプリはこちら

https://base.next-engine.org/apps/make/
https://goo.gl/X8uEna
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全般 

Q10
ネクストエンジンの強みは何ですか？

・サービス開始から 10 年の実績
ネクストエンジンは、現役のネットショップが
本気で開発・運営しているシステムです。画面
の見やすさ、使いやすさはもちろんのこと、豊
富な機能でお客様の業務の効率化・自動化を強
力にサポートしており、シェア No.1 の実績が
あります。   
※日本ネット経済新聞 2018/7/5 記事より

総契約数：3,259 社
店舗数：25,025 店
※2018 年 4 月期末実績

ネットショップを始めたばかりのお客様から楽天
ショップ・オブ・ザ・イヤー受賞店舗のお客様に
も、多くのお客様にご活用いただいております。

・カスタマイズ性
自社の運用に合わせたお好みのアプリ（追加機
能）を利用できます。
API を公開しているため、自社専用の機能を開
発することもできます。

・サポート体制の充実性
顧客満足度 93%。丁寧なサポートで、お客様の
問題解決の方法を導き出します。
また、ネクストエンジン導入時のお手伝いだけ
でなく、導入後もネットショップの運営上起こ
る、課題の解決策をお客様と一緒に考え、ご提
案する姿勢をご評価いただいております。

アプリ一覧

ネクストエンジン API

https://base.next-engine.org/apps/
https://developer.next-engine.com/
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導入について 

Q1
ネクストエンジンの概要を説明してほしい。

お電話でのご案内と、営業との打ち合わせがございます。

・電話でのご案内
担当が電話でご案内いたしますので、下記までお問合せください。

          03-4570-0638
                    (平日 10:30 ～ 17:30) 

・営業担当との打ち合わせ
本社（神奈川県小田原市）と、東京営業所の事務所があり、営業担当よりご案内差し上げます。
事前に、オンライン上で詳細のヒアリングさせていただきます。

また、場所によってはオンライン上のご案内をさせていただきます。
パソコン画面共有システムなどを利用し、対面での打ち合わせと遜色のないご案内が可能です。



Q2
パソコンが苦手で、設定できるか心配

無料体験中より、電話・メールサポートをご利用い
ただけるので、ご安心ください。

また、画面のスクリーンショット付きの初期設定ガ
イドや、ブログ・動画配信などで使い方や Tips、導
入事例などをわかりやすくご紹介しており、様々な
方法でお客様をサポートさせていただいております。

ご希望に応じて、設定代行業者を紹介させていただ
くことも可能でございます。

詳しくはこちら

Q3
ネクストエンジン管理画面を見たい。
より詳細の機能を知りたい。

ネクストエンジンには、30 日間の無料体験期間がご
ざいます。
期間中でも、実際の画面・すべての機能とマニュアル
や電話・メールでのサポートもご利用いただけます。

既に導入を決められているお客様はもちろん、ちょっ
と画面を見てみたい、具体的にどのような機能がある
かを知りたい、という場合でもお気軽にお申込みくだ
さい。

無料体験お申込はこちら
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導入について 

https://next-engine.net/lp/setting-ic/
https://next-engine.net/entry/?utm_source=siryou&utm_medium=faq



