Webを加速する、ビジネスを革新する─

商品情報をWebでラクラク検索

Dynamic Web Publishing

Web受発注機能
自動カタログ・見積書作成
データベースでラクラク管理

iPad や iPhone にも対応

企業の商品情報をリアルにスピーディに配信。
One to Oneソリューションを実現するWebベースの
営業支援パッケージソフトです。
【eカタログラインナップ 】
● e受発注（B to B / B to C）

Web受発注機能のみに絞り込んだ導入しやすいパッケージで
す。基幹系連携も可能です。

● eカタログ カタログメーカー

カタログ等の作成機能に絞った製品です。
セット価格でお得になりました。

● eシラバス

ホームページ上に大学･大学院のシラバス情報を簡単登録！
データベース管理で印刷用元データまで自動作成します。

顧客との距離を縮め、
ビジネスの幅を広げます。

CD
カ

「eカタログ」は、データベースとWebの最新技術を融合した
営業支援・情報公開・マーケティングと3つの顔を持つ、まったく新しいパッケージソフトです。

[

標準機能にオプション機能を組み合わせ
ることにより、個々の企業に本当に必要な
ソリューションを安価にスピーディに提供
できます。

]
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大量の商品情報を
Web上で簡単に公開！
データベースから自動的にHTMLを自動生成。さらに商品情報に各種オフィス文書（Word、
Excel、PowerPoint、PDF等）やCAD・3D・音声・動画など、多種類のデータ添付により、詳細
な商品情報の公開が可能。また、自動生成されたHTML（商品情報）をそのままCDやDVDに
ライティングできるオプションもご用意。

● カタログ印刷物をデジタルカタログ化し、連携させる
ことも可能です。
● iPadなど最新のメディアにも対応し、どこからでも
商品の詳細情報を取り出すことができます。
iPad対応

導入機能
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個々のお客さまに合わせて写真付きの
見積書・提案書・ちらしを自動作成
商品データベースから商品データを抽出し、お客様へのセリングコメント等を追加して
見積書・提案書・ちらしをPDFで自動作成。

● 営業マンが写真付商品資料･見積書･提案書を作成
する手間と時間を削減できます。
さらにPOSシステムにも対応したバーコード付き見積書・資料の自動作
成も可能。ローカルPCで再修正が可能な、Excelデータの見積書も自動
作成可能。

導入機能
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分かりやすい
楽々メンテナ

商品情報の登録・更新・削
簡単操作。CSVデータ・

● 管理者にHTML
に更新。Web制
を削減し高いコ
導入機能
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Dynamic Web Publishing

Web上で
受発注が可能
取引先や消費者は、Web上からいつでもダイレクトに商品注文が可能。
発注インタフェースをデジタルカタログにすることもでき、PC、iPad、携帯電話、
スマートフォン、ハンディターミナルなど多彩なメディアからの注文に対応。
ID毎に販売単価の表示内容が変更できるなど、細やかな受注仕様に対応できる
機能を搭載。
仕入先へもワンストップで発注が可能。

● 電話やFAXにくらべ受発注作業が軽減できます。
● 24時間365日！販売機会を逃しません！
導入機能
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受発

ユーザーレベルごとに情報の
公開・非公開を設定
社内・販売店・顧客などのユーザーレベルを認識し、レベルに応じた情報を表示。

● 価格情報・取引情報などのシークレット情報を
IDレベルごとに表示・非表示ができます。
導入機能

Web
受発注システム
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顧客ごとの臨機応変な
マーケティングが可能に
アクセスログ収集・解析機能を使って、いつ・誰が・何の商品を閲覧したかを的確に
把握。ログデータはCSVでダウンロードも可能。

● 顧客の詳細なニーズが入手でき、マーケティン
グ戦略、商品開発情報に役立ちます！
● 顧客の所在地に隣接した販売拠点は顧客情報を
元に効率的な営業活動を展開できます！
さらにOne to Oneメール機能を使い、ターゲットに合わせたピン
ポイントで有効な情報を一斉メール配信。
導入機能

インタフェースで
ンス

削除などのメンテナンスをブラウザ上の管理者専用画面で
・画像データ一括アップロード機能も搭載。

Lの知識がなくても商品情報をスピーディ
制作にかけていた人的コスト（外注を含む）
コストパフォーマンスを提供します！
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PC・プリンターのない場所でも
商品情報をFAXで出力
PCがなくても、商品情報を携帯から検索・閲覧が可能！
また、プリンターがなくても、商品情報をFAXからダイレクトに出力！

● 一度会社にもどってから出直すよりも、商談が
断然スムーズ！ビジネスチャンスを逃しません。
導入機能

…標準パッケージ機能

…PDF自動作成

…Excel自動作成
（CSV）

）
（ FAXオプションのみ
導入前提

…ID・パスワード認証

…携帯、FAXオプション

受発 …Web受発注

※上記「導入機能」は、あくまでも目安としてご参考ください。お客様の設計内容により、その他オプションが必要になることがあります。

■ eカタログシステム概略図
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取引先・消費者とWeb上で
受発注をしたい
ハンディターミナルから
バーコード一括発注したい

顧客ごとに違うカタログ、
写真付き見積書を簡単に
自動作成したい

CD/DVDカタログ

iPad

オリジナルカタログ・見積書・提案書を
PDF・Excelで自動作成

提案資料
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■ 動作環境（推奨）
●ハードウェア構成（Webサーバ＆DBサーバ）

●クライアント

CPU
：Pentium Dual Core 2GHz以上
RAM
：2GB以上
HDD
：80GB以上（RAID1または5構成を推奨）
バックアップ装置 ：テープ装置または外付HDD

インターネット接続環境
推奨ブラウザ：Microsoft Internet Explorer 6.0以上

※登録情報量や同時アクセス数等により、推奨内容は異なります。

●ソフトウェア構成
OS
：Microsoft Windows Server 2008
Webサーバ ：Microsoft IIS 7.0
データベース ：Microsoft SQL Server 2008

※Internet Explorer 6.0未満および他のブラウザでは、一部表示に不具合が出る場合があり
ます。
※JavaScriptとCookieの使用を許可する設定が必要です。
※文書ファイルを表示・再生する際は、プラグインやソフトウェアが必要になる場合があり
ます。
※管理者PCには、文書ファイル登録用ツール（パッケージに同梱）が必要です。

※上記構成はパフォーマンスを保証するものではありません。

●ネットワーク構成
回線：光ファイバー100Mbps以上
※「eカタログ」導入に際して、
「eカタログ」専用のWebサーバおよびDBサーバをご用意ください。
※メール送信を行う場合は、別途既存または新規でSMTPサーバが必要です。
※FAXオプション利用時は、別途アナログ回線およびFAXモデムが必要です。
※回線の新設やドメイン名、SSL等の取得を希望される場合は、御社にて別途手配をお願いします。

「eカタログサーバ、ハウジングサービスについては、お問い合わせください。」
【商品情報の著作権について】
お客様は「許諾ソフトウェア」を使用して自社商品等を第三者に閲覧させる場合、第三者または弊社の知的財産権を侵害する著作物（画像データを含む）、公序良俗に反する内容を使用するこ
とはできません。お客様が本条項に違反したことによる係争・処罰等に関しては、弊社では一切責任を負いません。
＊商品画像のスキャンやレタッチ等は、別途画像処理アプリケーションで行ってください。
＊商品画像、商品データは、「eカタログ」へ登録することで、検索／閲覧が可能になります。
※掲載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 ※このカタログに記載された仕様・内容等は、予告なく変更する場合があります。

■ 開発・総販売元

株式会社コスモス ネットワーク
〒105-0012 東京都港区芝大門2-11-18 芝関野ビル2F

http://www.cosnet.co.jp
お問合せ

Phone: 03-5777-1920
Email: wzbc@cosnet.co.jp
2015.8

