
高品質をお手軽に

Webでのビジネスを強力にサポートする機能拡張 CGIソフトウェアです。
@WEBシリーズはすべて月額費用 0円。維持費は必要ありません。
サーバーに組み込み、そのままお客様に納品できます。

@WEBシリーズ

クライアントに直接納品できるOEM販売。楽々導入でサポートも@WEBにおまかせ !

@WEBメールマガジン
初めてでも簡単スタート !
フォーム作成、顧客データの
インポート・エクスポートから
CSS／ html編集機能まで、
カスタマイズも手軽に実践 !

インストールから初期設定、
画面作成から決済まで、
この一本でスッキリ解決 !
メンテナンスフリー性能の
フォーマットで初心者も
安心の速攻立ち上げ。
プラン機能で店ごとに
特色ある多店舗の販管にも
威力を発揮します !

デコメ、携帯・絵文字メールなど
モバイル対応の実績に、
ブログ対応、ファイル添付メール
自動返信機能をプラス !
コストが合わなかった
「インタラクティブ性」が
中小規模のサイト開発でも
運用可能に !

仕様調査なら機動性バツグンの
この一本 !
プラン複製機能で実施イメージを
気軽に再利用、成功パターンの
修正／更新／改善を実現 !
面倒な設定に煩わさせることなく
機動的な反響回収を手軽に実践、
小ロット他品種ネック探しに
絶大な効果を発揮します !

@WEBネットショップ @WEBメールフォーム 2 @WEBリサーチ

@WEB お客様事業者様OEM

1社単位でのライセンス
月額料金なしの買い取りタイプ

商品名やヘッダーなど変更可能
販売時の価格設定は自由

販売・サービス

OEM

OEMのサポート

@

@WEBのOEM販売なら、高品質なソフトウェアを
独自ブランド・独自価格でご利用いただけます。



@
W

e
b

 O
E
M

 S
e
rise

ご利用の流れ

購入 設置 セットアップ 納品

01 02 03 04

メルマガ配信・ステップメール配信・一斉配信が可能な CGIソフト。
メールフォームも高機能！

1インストール

29,800円
5インストール

ボリュームライセンス

59,800円
10インストール

89,800円

@WEBメールマガジン

＠WEBメールマガジンは「ステップメール配信」「日付配信」「一斉配信」等々、
メルマガ運営における最高クラスの機能を集約した CGIソフトウェアです。
お問い合わせされたお客様の CSVリスト化も可能。 デザインも簡単に変更できます。

月額料金は一切必要ありません！
ソフトウェア購入料金のみで、自由なメルマガ /ステップメールの運営が可能となります。

＠WEBメールマガジンを購入。
入金後、1~2営業日で商品を
ダウンロードできます。

@WEBメールマガジンを
顧客利用のサーバーに設置。
規定数のインストールが可能。

ブラウザでセットアップ。
「商品名（@WEBメールマガジン）」や
「ヘッダー画像」などは変更可能。

メールフォームやメルマガが
利用可能なサービスに !
価格設定は自由 !

簡単で多機能。設置後の管理もらくらく！

ステップメール配信
スケジュール通りに配信

空メールからの登録／解除も可能様々な CSVファイルの読み込み可 QRコードの自動生成が可能

顧客のリスト化機能搭載

イベントにあわせて配信 必要なときに即時配信

一斉配信

空メール

メールフォーム作成
機能追加など、無償提供

バージョンアップサポート
CGIの設定を自動化

自動セットアップ

日付配信

CSV 入力／出力 QR コード出力
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ご利用の流れ

購入 設置 セットアップ 納品

01 02 03 04

インストールから初期設定、画面作成から決済まで、
この一本でスッキリ解決！

5インストール
ボリュームライセンス

39,800円
10インストール

59,800円

@WEBネットショップ

＠WEBネットショップは、簡単にネットショップを始めることができる CGIソフトウェアです。
導入や設定、操作が簡単なため、初心者の方でも容易に通販サイトを開設できます。
また、利用者が購入商品や合計金額などを常にチェックできるため、
安心してショッピングを続けることができます。
商品購入数の変更も簡単に行えるため、まとめ買いも期待できます。

月額料金は一切必要ありません！
ソフトウェア購入料金のみでネットショップの運営が可能となります。

＠WEBネットショップを購入。
入金後、1~2営業日で商品を
ダウンロードできます。

@WEBネットショップを
顧客利用のサーバーに設置。
規定数のインストールが可能。

ブラウザでセットアップ。
「商品名（@WEBネットショップ）」や
「ヘッダー画像」などは変更可能。

ネットショップが
利用可能なサービスに !
価格設定は自由 !

簡単で多機能。設置後の管理もらくらく！

3ステップで完成するショッピングカート！

簡単レイアウト
テンプレートを用意　カスタマイズも可能

基本情報入力
・送料
・送料無料オプション
・消費税
・支払い方法
・その他オプション

注文画面作成
・メールアドレス
・住所
・氏名
・電話番号
・自動通知メール
・その他オプション

販売画面作成
・商品名
・価格
・在庫
・画像
・説明
・その他オプション

CGIの設定を自動化機能追加など、無償提供

多機能フォームでカスタマイズ可能 初心者にもやさしい配慮
使いやすい管理画面

自動セットアップ

フォーム機能充実

バージョンアップサポート

1インストール

19,800円
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ご利用の流れ

購入 設置 セットアップ 納品

01 02 03 04

携帯電話のデコメや絵文字など、モバイル端末特有機能への対応に、
ブログサイト対応、ファイル添付メール自動返信機能をプラス！

5インストール
ボリュームライセンス

16,800円
10インストール

24,800円

@WEBメールフォーム 2

＠WEBメールフォームはホームページ上にメールフォームを作成できる CGIソフトウェアです。
ホームページ上から簡単にお問い合わせができるため、利用者のフィードバックが期待できます。
また、高機能を簡単に利用できる設計のため、初心者でも安心してお使いいただけます。

月額料金は一切必要ありません！
ソフトウェア購入料金のみで、メールフォームの運営が可能となります。
不必要な広告などは一切入りません。

＠WEBメールフォーム 2を購入。
入金後、1~2営業日で商品を
ダウンロードできます。

@WEBメールフォーム 2を
顧客利用のサーバーに設置。
規定数のインストールが可能。

ブラウザでセットアップ。
「商品名（@WEBメールフォーム 2）」や
「ヘッダー画像」などは変更可能。

ホームページからの
メールフォームが
利用可能なサービスに !
価格設定は自由 !

簡単で多機能。設置後の管理もらくらく！

デザインのカスタマイズ
プレビューで確認しながらの作業が可能

利用者の入力ミスを減らす親切設計ブログサイトへの設置可能 利用者に安心感を与える確認表示

利用者に安心感を与えるメール返信

入力項目を簡単作成 主要キャリア特有機能への対応

携帯・モバイル端末対応

入力エラー表示

メール自動返信
SSL対応　自動ログアウト機能

万全なセキュリティ
特定条件による迷惑メール対策が可能

迷惑メール対策

機能追加など、無償提供

バージョンアップサポート
CGIの設定を自動化

自動セットアップ

メールフォームの簡単作成

ブログ対応 送信内容確認表示

1インストール

7,800円
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ご利用の流れ

購入 設置 セットアップ 納品

01 02 03 04

アンケート機能でマーケティングリサーチ！
高い機動性能と集計結果で顧客の声を収集・反映！

5インストール
ボリュームライセンス

11,800円
10インストール

16,800円

@WEBリサーチ

＠WEBリサーチは、ウェブサイトにアンケートを設置することができる CGIソフトウェアです。
複数の質問を作成でき、返答フォームも「文字入力」「リスト選択」「複数選択」「択一選択」など
自由に設定できます。集計結果は公開・非公開の設定可能。
デザインも自由にカスタマイズ可能。

月額料金は一切必要ありません！
ソフトウェア購入料金のみで、リサーチ機能の運営が可能となります。
不必要な広告などは一切入りません。

＠WEBリサーチを購入。
入金後、1~2営業日で商品を
ダウンロードできます。

@WEBリサーチを
顧客利用のサーバーに設置。
規定数のインストールが可能。

ブラウザでセットアップ。
「商品名（@WEBリサーチ）」や
「ヘッダー画像」などは変更可能。

ホームページからの
リサーチが
利用可能なサービスに !
価格設定は自由 !

簡単で多機能。設置後の管理もらくらく！

デザインのカスタマイズ
プレビューで確認しながらの作業が可能

利用者の入力ミスを減らす親切設計ブログサイトへの設置可能 利用者に安心感を与える確認表示

入力項目を簡単作成 項目別に設定可能

集計結果の公開・非公開

入力エラー表示

機能追加など、無償提供

バージョンアップサポート
CGIの設定を自動化

自動セットアップ

アンケート形式は自由

ブログ対応 送信内容確認表示

1インストール

4,800円

集計データを CSVファイルで出力
CSV 出力


