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ProgressiveEC
一億人オンライン通販時代に即応！
進化するECパッケージ

いつも新鮮なプロモーションを実現
「プログレッシブEC」では、お知らせ表示、売れ筋ランキング
表示、おすすめ商品表示等を設定することで、TOP画面を最新
の情報に簡単に更新することができます。

Mobile

PC
ProressiveECの特徴
ECで成功するための機能を標準装備

Point 1

他販売システムとのデータ連係

Point 3

ショッピングカート、受注確認メールなど初歩的な機能はもちろ
ん、商品プロモーションを行うツールやリピート率をアップさせ
るポイント機能、クーポン発行機能などEC成功のための様々な機
能が標準装備されています。また、PCだけではなく、携帯3キャ
リアの通信販売機能も標準装備。携帯ユーザの需要も取り込めま
す。

XML Webサービスを用意することにより、既存のショッピングサ
イトとのデータ連携が可能となります。既存のECサイトを持って
いる場合でも、バックヤード機能を一括して行うことが可能です。
大型ショッピングモールに支店を持っている場合でも同様です。

同じ商品画像を異なるキャリア用に自動変換 Point 2

携帯アプリとの連動

商品画像はGIF画像一種類をアップロードするだけで、キャリアに
よって異なる画像形式に自動変換します。GIF、jpg、pngなどへの
変換処理、画像管理などの面倒な作業を大幅に軽減します。また
プログレッシブICサービスを利用することにより、機種毎に最適化
した画像へ変換します。このサービスにより、商品イメージをお客
様へ最大限に訴求することが可能となります。

「プログレッシブMV」との連動が可能です。「プログレッシブMV」
で携帯待受け画面を広告宣伝の場とし、そこからユーザをECサイ
トに誘導することができます。モバイルの待受け画面を使うという
進化した形のプロモーションを使って、モバイルECサイトの発展
に貢献することでしょう。

Point 4

最適なコマースサイト運営のために…
「プログレッシブEC」は成功するECサイトに必要な機能をパッ
ケージ化したソリューションです。すでに用意された様々な機
能を選択して導入することで、お客様の要望に応じたカスタマ
イズが可能で、開発工数と費用を大幅に削減できます。
商品詳細画面に商品ごとの任意のHTMLファイルを埋め込んで、
情報量の多い商品説明の表示も簡単に実現できます。新入荷メ

バックオフィスイメージ

モバイルECイメージ

--------------------------------・7月15日（木）から8月
31日（火）までご購入
された全員に「i-podミニ」
をもれなくプレゼント
--------------------------------・2004年7月新着商品
・2004年8月新着商品
・時計
・ジュエリー
・バック

ッセージや、在庫少メッセージ、商品のアピール画像、アピール
文字列などの設定が可能ですので、サイトを訪れたお客様に的
確なプロモーション情報を送ることができます。

カートの中身
-----------------------------数量：1個
小計：30,450円
-----------------------------商品名：イヤリング
個数：1
単価：30,450円
削除：削除しない
-----------------------------更新
空にする

機能一覧
● フロント機能

・お知らせ管理 ー お知らせ検索・変更・削除、新規登録

・会員登録 ー 新規会員登録、パスワードお忘れ、メールマガジン受付

・商品属性管理 ー 商品属性一覧、新規登録

・商品検索 ー キーワード検索、大分類・中分類カテゴリー検索、金額検索、商品コード検索
・カタログ表示 ー 詳細リスト表示、簡易リスト表示、リス並べ替え（新着順／金額の低い順／金額の
高い順／名前順）、商品詳細表示、友達にすすめるメール

・カテゴリ管理 ー カテゴリ一覧、新規登録、ダウンロード、アップロード
・商品管理 ー 商品検索・変更・削除、新規登録、商品一括登録、カテゴリ一括登録、ダウンロード

・注文 ー 買物かご、配送先指定、配送時間指定、配送先初期設定「会員登録時」

・顧客管理 ー 顧客検索・変更・削除

・おすすめ商品表示 ー おすすめカテゴリ表示、おすすめ商品表示

・受注管理 ー 受注データ検索、CSVダウンロード、受注情報削除

・ランキング ー 売り上げランキング表示

・メール管理 ー メール内容登録「ユーザー登録確認メール・ユーザー情報更新確認メール・注文確認メ
ール・出荷お知らせメール・注文キャンセルメール・パスワードリマインダメール・お
友達にすすめるメール」、メールログ検索、メールログ削除

・ポイント管理 ー 商品毎ポイント表示、購入時ポイント貸与、交換

・メルマガ送信 ー 個別・メルマガ希望者・会員全員宛メルマガ送信フォーム

・コンテンツ管理 ー お知らせ、トピックス表示

・アクセス分析 ー ページビュー訪問者数・アクセスページランキング・買い物カゴ操作回数・総売上・
商品別売上高ランキング・商品別売上個数ランキング・カテゴリ別売上高ランキング
・決済方法別売上高ランキング・新規注文者数・注文者数・ポイント保有状況・新規
会員登録者数・ゴースト会員・顧客別売上・顧客別買い物回数・日付指定

●バックオフィス機能
・統計管理 ー 昨日の売上「前日比」、先週の売上「前週比」、先月の売上「前月比」、今月の売上累計、
ページビュー「ゲスト、会員」、注文者一人あたり売上高
規会員登録数、現在の会員数

、注文者数、過去1ヶ月の新

・サイト情報管理 ー 基本情報「サイト名・コピーライト・セッションタイムアウト時間等」、決済方
法「郵便振替・銀行振込・代引宅配・コンビニ決済・クレジットカード」、料
金関連「消費税設定・会員割引」、商品表示「サイト内サービス表示設定」、シ
ステムログ一覧「mail.log・sys.log」

・送料管理 ー 基本情報「送料基本設定・送料オプション」、送料属性一覧、新規登録「送料属性名・高額
購入割引・加算方法・地域別金額」

・ランキング管理 ー 売れ筋、おすすめランキング登録
・ポイント管理 ー ポイント使用可否・ポイント使用上限・ポイント還元率・ポイント還元方法・新規会
員ポイント数

ProgressiveEC
携帯端末向け自動画像変換配信サービス（オプション）
ProgressiveIC「携帯端末向け自動画像変換配信サービス」は、httpサーバー内にある画像に対する携帯端末からのリクエストにより
キャリア・携帯端末機種を認識し、その携帯端末に最適化した画像を配信するシステムです。ウェブアクセスしてきた携帯端末を認
識し、各携帯端末に適合したフォーマット（JPEG、PNG、BPM、GIF）、画面縦横比、バッファサイズに交換、配信します。新し
い携帯端末機種の対応は変換サーバーが自動更新しますのでユーザーは常に最新の携帯端末情報を得ることができます。
また、大量のアクセスに対する独自のサーバー負担分散システムを備えており、各種エンターテイメントやオークションサイトなど
の大量アクセスにも充分対応でき、ビジネスチャンスに大きく貢献します。その上、画像の加工を自動的にサーバーが行う為、あら
かじめ携帯端末機種にあわせた画像を用意する必要がないので、人的コストも削減することができます。
Progressive IC「携帯端末向け自動画像変換配信サービス」は、携帯ビジネスを大きく飛躍させるのは言うまでもなく、次代の新し
い主要ビジネスツールへと進化し、確立することでしょう。
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主な特徴
●携帯端末情報自動更新
新しい携帯端末情報を自動的に更新し
ますので、新機種が発売されてもお客
様側での作業は必要ありません。

Ｗｅｂ
サーバ

画像変換
サーバ

自動更新

●パーセント縮小
携帯端末のフル画像サイズから、指定パーセント分画像の縮小
機能が付いています。

●ズーム機能
●スタンプ機能
本画像の上に、ロゴ画像などの画像
を合成できます。GIF、PNGの通常透
かしに続き、JPEGの透かしも可能と
なりました。

元画像
Stamp

●マルチ携帯端末
携帯端末で画像を表示する際に壁紙のサイズとブラウザーサイ
ズをお好みで設定可能です。

●コピー転送禁止
携帯端末から、他の携帯端末への画
像転送を防止することができます。

元画像の指定場所を拡大して表示することができ、見づらさ
を解消します。

●ガンマ補正機能、キャッシュ機能

Copy
転送禁止

各携帯電話液晶の特徴に合わせたガンマ補正機能、携帯端末か
らのリクエストによる変換後の画像をキャッシュし、パフォー
マンスをアップするキャッシュ機能を付加しました。保管時間
も自由に設定可能です。
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動作環境
●実行環境（サーバスペック）
・CPU : Pentium(R) III 550MHz 以上
・OS : Linux RedHat
・Web Server : Apache
・Application Server : Tomcat
・RDBMS : PostgreSQL、Oracle
・HDD容量 : 空き容量10GB以上(インストール時)
取扱アイテム数により異なります。
・メモリ : 最低512MB以上、1GB推奨
・その他 : CD-ROM搭載

●エンドユーザー推奨環境、推奨ブラウザについて
・Windows:Internet Explorer5.x以上、Netscape Navigator4.x以上
・Macintosh：InternetExplorer5.x以上、Netscape4.x以上
・SSL認証可能な環境
・ブラウザの設定を｢cookieを受け付ける｣に設定
・docomo504i以上、au、Vodafone
●バックオフィス環境
・Windows : Internet Explorer6.x以上
・SSL認証可能な環境
・ブラウザの設定を｢cookieを受け付ける｣に設定
※ご利用される機能によって別途専用ハードウェア/ソフトウェア、
他社提供サービスが必要となります。詳しくは当社までお問合せ下さい。
※上記動作環境に記載の各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

株式会社プログレス
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-10-5 岡田ビル8F
Tel : 03-5369-4910 Fax : 03-5369-4911
info@progress.co.jp http://www.progress.co.jp/
このカタログに記載の情報は2005年4月1日現在のものです。
仕様・価格は予告なしに変更することもあります。

