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　チェーン店網活用型DPE　企画提案書

フランチャイズ展開用プリントシステム提供について

2008年12月1日改定　基本タイプ
（現在は、WEB受注+アプリ受注およびフォトブックが付属可能です）

2012年タイプはクロスネットを参考にしてください。
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ページ構成

①店舗ホームページ

②注文ページ
「画像転送方法選択」

③-A　画像転送
「簡単ファイル転送」

③-B　画像転送
「専用ソフト転送」

③-C　画像転送
「webソフト転送」

③-D　画像転送
「店頭での受付」

④注文ページ
「枚数・サイズ指定」

⑤注文ページ
「お客様情報　　　

　　・支払方法指定」

⑥注文ページ
「ご注文内容確認」

⑦注文ページ
「ご注文完了」
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①トップページへ注文ボタン設置

店舗のホームページへ
注文画面へのリンクを貼って頂きます。

こちらをクリックすることで
注文画面（画像転送方法の選択）
のページに移動します。

のホームページ

対応OSはWindows2000、XP、Vista
ブラウザは基本的にInternet Explorerでの対応です。注文機能はOS、ブラウザに影響されます。
新OS発売時の、対応に関しましては別途費用が発生する場合がございます。



4

②注文ページ （画像転送方法の選択）

画像の転送方法を選択して頂きます。
画像の数や容量、パソコンのスペックに
よって4つの転送方法をご用意します。

③-B
専用ソフト転送
ページへ移動

（大量注文用）

③-D
店頭での受付
ページへ移動

（店舗の地図表示）

③-A
簡単ファイル転送
ページへ移動

（FICのファイル転送）

③-C
Webソフト転送
ページへ移動

（現在のFIC方式）



5

③-A　画像転送　簡単ファイル転送

1枚1枚画像を選択する方法です。
注文の画像数が少ない方向け。

手順１：ファイル１～１０の空欄右にある、
「参照」ボタンをクリック。
　「A」画像の場所を選び、「B」にて画像選択
、「C」の開くを押して選択する。

手順２：「画像をプリントに追加する」を
クリックし、画像の転送を開始する。 

「画像をプリントに追加」を押して転送完了後、「④注文画面（共通）枚数・サイズの指定」へ移動
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③-B　画像転送　専用ソフト転送

当社が開発しております、画像転送用のソフトを
お客様のパソコンにダウンロードして頂き
画像を転送する方法です。

画像のサムネイルを確認しながら
画像選択が可能です。

使用方法については
「専用ソフト使用方法」を参照。

転送完了後、「注文ページへ」ボタンを押し「④注文画面（共通）枚数・サイズの指定」へ移動
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③-C　画像転送　webソフト転送

WindowsのInternetExplorerのみ対応。
ActiveXを使用した注文方法。

専用ソフト同様
画像のサムネイルを確認しながら
画像選択が可能です。

「画像を転送する」を押して転送完了後、「④注文画面（共通）枚数・サイズの指定」へ移動
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③-D　画像転送　店頭での受付

店頭での注文受付

メディアを持ち込んで頂き受付のため
注文可能メディアや地図を表示します。
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④注文ページ（共通）枚数・サイズの指定

画像転送完了後
枚数・サイズの指定を行います。
サムネイル表示、ファイル名表示の両方に対応。
ファイル名表示であれば、大量の画像数でも
同時にサイズ・枚数変更が可能です。

「プリントを注文する」を押して
「⑤注文画面（共通）お客様情報・支払方法指定」へ移動
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⑤注文ページ（共通）お客様情報・支払方法指定

お客様情報・支払方法の指定
お客様の氏名・住所・電話番号・メールアドレスを
入力頂き、お支払方法を選択します。

通信欄も設けておりますので
ご要望等を書込むことが可能です。

「確認する」を押して
「⑥注文画面（共通）ご注文内容確認」へ移動
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⑥注文ページ（共通）ご注文内容確認

最終確認画面

お客様情報・支払方法・ご注文総枚数をご確認頂きます。
間違いがあった場合は、戻って修正することができます。

「注文する」を押して
「⑦注文画面（共通）ご注文完了」へ移動
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⑦注文ページ（共通）ご注文完了

ご注文完了画面

納期や注文後の注意事項等を
表示させることが可能です。
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専用ソフト使用方法

サイト上より専用ソフトをダウンロードし起動する。
「あなたのパソコン」から画像の入っているフォルダを選択する。
画像のサムネイルが表示されるので、画像を選択する。
複数選択の場合は、「Shift」「Ctrl」キーを押しながら選択。
フォルダ内全ての画像を選択の場合は、「Ctrl」＋「A」。（windowsショートカット）
[右クリック]→[画像をプリントに追加] もしくはの『Ｂ』、「プリントに追加」を押し、画像の転送を開始する。
『Ｃ』「注文ページへ」よりプリントの内容へ移動。
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注文内容　画像解像度不足表示

プリントの内容画面にて、画像解像度不足を表示。
解像度不足の場合は、普通にプリントを行うと引き伸ばした状態でプリントを行なう為
ブロックノイズが入り粗くなるので、全体的にボヤけた写真になります。
「余白を付けるオプション」をつけることにより、余白をつけてプリントすることができます。
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注文内容　撮影日時表示

デジカメで撮影された画像には通常、撮影日(Exif情報)というデータが埋め込まれています。
Exchangeable Image File Formatの略で、撮影日時、縦横(撮影方向)の情報、デジカメの機種名、
フラッシュの有無、シャッタースピードなどがデータとしてファイルの一部に記録されており、
画像を見た時に日付が入っていなくても、撮影日時のデータを自動的に読み込んで
画像に日付を印字することが可能です。
 
撮影日が入っているかどうかは画像転送時、
サムネイル表示の下部に「撮影日」という項目が表示されます。

撮影方向の情報がある場合とない場合は、日付印字場所が変わります。
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お客様情報　プリントオプション選択

通常、ご注文完了時にはプリントの内容が
空になります。
同じ画像を連続してプリント希望の場合は、
「画像データを再利用する」にチェックを
入れることによりご注文完了後もプリントの内容
の中に、画像データが残った状態になります。 

画像解像度不足の画像に余白を入れてプリントする 

料金のわかる用紙等を同封しないオプション。
プレゼント用などに使用する。 

Exif情報のある画像に日付を印字するオプション。 
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お客様情報　配送オプション選択

オプション配送は、注文枚数により自動で速達メール便、宅急便が切り替わり
チェックを入れることにより、選択が可能です。

店頭受取については送料無料 
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お客様情報　価格自動表示

支払方法により、単価変動。
注文確認画面にて自動計算、表示。 

電子マネーでのお支払

銀行振込でのお支払

コンビニ後払いでのお支払

電子マネー、コンビニ後払いの対応は、個別契約・または全連による一括契約が必要となります。
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全ページ共通 ヘッダー・フッター部分

ヘッダー部分
店舗名等、自由に変更可能

フッター部分
広告枠、アフェリエイト等のリンクが可能
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ヘッダー・フッター編集

全ページのヘッダー・フッターの表示設定をします。
文章を入力する時、HTMLを使用できますので
リンクを貼る事が可能です。

■ヘッダー■
■フッター■



21

広告収入の取り方

ビューアー広告

全ページのヘッダー部分にて、広告表示が可能です。

（クリックしてもリンクはありません。）

メール広告

ご注文の確認メールを自動送信しておりますので
そちらへ広告URLを貼り付けることが可能です。

（リンクURL付きメール）

離脱広告

ご注文の完了画面にて、広告バナー等を貼り付けることが可能です。

（リンク可能、アフェリエイト可能）

1注文あたり、10回表示

1注文あたり、1回送信

1注文あたり、1回表示
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自動配信メール

1、注文確認
　注文後、支払方法・写真の合計枚数・合計金額等の注文内容のお知らせを送信。
 
2、入金確認（銀行前払いのみ）
　銀行前払いにて、入金の確認できた旨を送信。
 
3、配送確認（配送番号付加）
　配送番号を付加し、出荷が完了した旨を送信。
 
4、未払い連絡

条件

●支払い方法「銀行前払い」「電子マネーちょコム」
●入金状況「未入金」
●処理状況「プリント待ち」
  注文から３日後→振込及びちょコム決算のお願い連絡
  注文から５日後→振込及びちょコム決算のお願い連絡（自動キャンセルまで後２日） 
 注文から１０日後→自動キャンセル完了の連絡

条件  

●支払方法「コンビニ後払い」
●入金状況「未入金」
●処理状況「出荷済み」
 出荷から１８日後→商品到着確認、入金のお願い連絡
 出荷から２４日後→入金のお願い連絡、催促
 出荷から３０日後からは（７日単位）→催促 
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管理画面

管理画面にて、氏名・アドレス・処理状況・
支払い方法・金額・注文日・ヤマト配送番号
注文サイト別・配送オプション等で
検索が可能。 
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管理画面

個別の注文内容
（氏名、住所、メールアドレス、金額、オプション配送）
の変更機能
支払方法、出荷状況の変更等も可能 
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CSダウンローダー　画像ダウンロード

プリント作業をするために
サーバー上にある画像ファイルを、任意の場所へダウンロードするソフト。
ダウンロード後、枚数表示をするため、各ラボ機への振り分けが可能。
前日、当日バックアップ機能を搭載。 
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プリントシステム 伝票印刷

発送伝票及び、コンビニ後払い用紙のプリントを行うソフト。
予め用意された出荷番号を振り分け、発送バーコード出力。 



27

プリントシステム 伝票印刷

プリントシステムにて印刷した用紙 

支払い用紙部分
（切り取り可能） 

届け先（住所・氏名） 

伝票番号（バーコード） 

配送オプション 

注文番号・金額
支払方法
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価格変更画面

価格の数字を変更し、購入価格を決定します。

購入画面で選択可能にするかのチェックをして
変更ボタンを押します。

チェックが入っているサイズのみ
購入画面で選択が可能です。
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通販機能

400店舗同時加盟の場合
物販の機能を追加することが可能です。

新規登録はこちら。
商品名、価格、商品説
明文を入力できます。

商品追加をすると
ご注文画面に商品が表
示されます。
商品を選択して
「商品を追加する」ボ
タン押して、購入しま
す。

登録済みの商品です。
変更ができます。
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