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さくらショッピングカートの概要 

 

セキュリティを確保した買い物カゴを安価な価格で提供しています。ASP を採用した「買い物カゴ」をレ

ンタルいたします。cgi や asp の知識がなくても簡単にオンラインショッピングが行えます。下記の URL で

サンプルを体験できます。 

http://e.session.ne.jp/sakura/sample.htm 

 

注文タグ作成ツール 

またショップ様に作成していただく「商品ページ」は「注文タグ作成ツール」（無料）によりどなたにでも

簡単に作成できます。下記の URL がサンプルとなります。 

http://e.session.ne.jp/sakura/tag.htm 

 

ボタンのみ設置 

既に商品ページを作成されているショップ様には「注文タグ作成ツール」を使用せず「数量セレクト」や

「ショッピングカートに入れるボタンのみ」を設置するソースの説明をさせていただきます。 

下記の URL がサンプルとなります。 

http://e.session.ne.jp/sakura/button.htm 

 

ASP について（cgi と比較し高速！） 

ASP は、処理が全てサーバー側で行われ、クライアントには HTML の情報のみが返されます。 

よって、クライアントの OS やブラウザといった環境に依存しない処理が可能となります。 

さらに、ASP の実行は Web サーバー内にあるスクリプトエンジンによって行われるので、 

Web サーバーの外で処理が行われる CGI と比べて処理が高速になります。 
 

カスタマイズについて 

下記の項目をショップ様のご希望に応じてカスタマイズいたします。 

１、 お支払方法の選択項目→無料 

２、 メッセージカードやのしのセレクト項目→無料 

３、 サイズ・カラー等の項目→無料 

４、 配達希望時間帯のセレクト→無料 

５、 サンプルより項目の削除→無料 

その他の有料カスタマイズは価格表をご覧ください。 

http://e.session.ne.jp/sakura/sample.htm
http://e.session.ne.jp/sakura/tag.htm


ご利用までの流れ 

お試し期間の開始 

1、 レンタルカートのご利用規約に同意していただきます。下記 URL よりダウンロードできます。（PDF

にて作成しております。） 

http://e.session.ne.jp/sakura/kiyaku.htm 

 

2、 上記ページの最下段の「同意する」ボタンをクリックし「申し込みフォーム」にて必要事項を入力して

いただきます。（カスタマイズの為の内容となります。） 

 

3、 お申し込み日の当日あるいは翌日にはカスタマイズを行い、レンタルを開始いたします。（土・日・

祭日・盆休・年末年始休日を除く）カスタマイズ終了後にログイン情報を送らせていただきます。 

 

4、 ログイン画面にて送料・お支払方法・代金引換手数料の設定を行っていただきます。 

 

5、 「注文タグ作成ツール」「ボタンのみ設置」を利用し｢商品ページ｣を作成いただければ完了です。 

 

本レンタル開始 

6、 1 週間くらいいたしますと「初回分のご入金」に関するメールを送らせていただきます。 

初回分をご入金いただければ｢本レンタル｣への移行となります。 

（初回分はカスタマイズ料金と引き落とし開始までの日割りレンタル料金となります。引き落とし開始まで

2 ヶ月ほど要しますので日割りレンタル料金は 2 か月分ほどとなります。お申し込みいただいた時期によ

り若干異なります。） 

 

7、 初回分のご入金をいただいたショップ様に「預金口座振替依頼書」を送らせていただきます。 

署名・捺印の後ご返送いただきます。 

 

本レンタルへ移行しない場合 

特にショップ様に行っていただくことはございません。お試し期間が満了日を経過いたします

と自動的にサービスを終了させていただきます。 
 
 
 
 

http://e.session.ne.jp/sakura/kiyaku.htm


オプション 

携帯ショッピングカート： 

プログラムがユーザー様のお使いのキャリアを判断しそれぞれのカートへ移動させる完全 3 機種対応の

携帯専用ショッピングカートです。 

http://e.session.ne.jp/sakura/cellular.htm 

 

お問い合わせフォーム： 

メールアドレスを公開しなくてよいので、頻繁に送られてくる迷惑メールの心配が激減します。mail to で

はユーザー様の端末環境に依存する為、特定の条件が整っている場合にしか役に立ちません。 

下記 URL よりサンプルがご覧になれます。（サンプルはベビーピンク色です。） 

https://e.session.ne.jp/sakura/pink/mail.asp 

 

お友達への紹介フォーム： 

簡単入力でユーザー様がお友達へ紹介文を送ります。 

（「サイト紹介」あるいは「商品紹介」が選択できます。） 

下記 URL よりサンプルがご覧になれます。（サンプルはライトカナリー色です。） 

https://e.session.ne.jp/sakura/canary/introduction.asp 

 

郵便番号検索住所入力システム： 

ショッピングカート 2 ページ目「情報入力画面」の「郵便番号入力欄」に「検索」ボタンを設置します。 

郵便番号を入力し「検索ボタン」をクリックすると住所が表示され、「決定」ボタンで「住所入力欄」に自動

的に住所を入力します。 

下記 URL よりサンプルがご覧になれます。（サンプルはベビーピンク色です。） 

https://e.session.ne.jp/sakura/pink_post/order2.asp 

 

かんたんメール送信テンプレート： 

ご注文があった際にユーザー様へ「お礼のメール」や「商品を発送いたしました。」など様々なメールを

送られると思います。「かんたんメール送信テンプレート」はそういったメールをその都度作成しなくても

簡単にメールを送信できるシステムです。 

下記 URL より説明がご覧になれます。 

http://e.session.ne.jp/sakura/template.htm 

 

 

SSL 認証クレジット情報入力画面： 

ユーザー様に SSL 認証された画面でクレジット情報を入力していただき、 

http://e.session.ne.jp/sakura/cellular.htm
https://e.session.ne.jp/sakura/pink/mail.asp
https://e.session.ne.jp/sakura/canary/introduction.asp
https://e.session.ne.jp/sakura/pink_post/order2.asp
http://e.session.ne.jp/sakura/template.htm


ショップ様は同じく SSL 認証された専用のログイン画面で「クレジット情報」を取得できます。 

下記 URL より説明がご覧になれます。 

http://e.session.ne.jp/sakura/credit2.htm 

 

クレジット決済： 

ＳＳＬで暗号化された情報を安全にクレジット会社へ送ることができます。 クロネコ＠ペ

イメントさんの場合「加盟店コード」をご連絡いただくだけで、「購入者ホームページ入力方式」が導入で

きます。 

詳しくはこちらをご覧ください。 
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価格表 

 
レンタル料金 初期カスタマイズ料金 

サービス名 
（毎月お支払いただく料金） （初回のみお支払いただく料金）

SSL 認証ショッピングカート 840 円【税込み】/月額 1,575 円【税込み】/初回のみ

オプション（必要なショップ様のみ）  

630 円【税込み】/月額 
携帯ショッピングカート 

（携帯のみレンタルの場合は 840 円） 
1,575 円【税込み】/初回のみ

お問い合わせフォーム  315 円【税込み】/月額 追加項目がなければ無料 

お友達紹介フォーム  315 円【税込み】/月額 追加項目がなければ無料 

郵便番号検索住所入力システム 105 円【税込み】/月額 無料 

かんたんメール送信テンプレート 315 円【税込み】/月額 2,100 円【税込み】/初回のみ

クロネコ＠ペイメントさんへのクレジット連結 

ゼウスさん等も同様です。 
 315 円【税込み】/月額 無料 

SSL 認証クレジット情報入力画面 

（クロネコ＠ペイメントさんへの連結の場合は不要です。）
525 円【税込み】/月額 1,050 円【税込み】/初回のみ

「あと¥○○ご購入で送料無料になります。」の自動表示 無料 525 円【税込み】/初回のみ

525 円【税込み】/月額 

（商品登録数 50 件まで） 
売り切れ管理 

50 件単位で商品登録数を追加するこ

とができます。（315 円/月） 

1,575 円【税込み】/初回のみ

アフィリエイトへの連結 315 円【税込み】/月額 無料 

 
 

 

変更・追加・削除等 

 

下記のような変更の場合は原則的に無料で行っております。 

 

1、ショッピングカート内の文言の変更・削除・追加（5 ヶ所未満） 

例：「サンクスページ」の文章の変更 

 

2、「配達希望時間帯」の選択肢の変更・削除・追加 

例：9：00～10：00→8：00～10：00 

 

3、「のし」「メッセージカード」の選択肢の変更・削除・追加 

例：「御礼」を追加する 



 

 

有料となる追加・変更（必要なショップ様のみ） 

レンタル料金 初期カスタマイズ料金 
サービス名 

（毎月お支払いただく料金） （初回のみお支払いただく料金）

ショッピングカートのサンプル以外の色指定 

（背景色と枠の色の指定のみ） 
無料 2,100 円【税込み】/初回のみ

カスタマイズ終了後にショッピングカートを他のサンプル色

の変更 
無料 1,050 円【税込み】/初回のみ

自動返信確認メールの文章追加 1,050 円【税込み】/初回のみ

（1 行は全角 25 文字までとします。） 
無料 

（1 行に付）

「ショッピングカート」「お問い合わせフォーム」 

「お友達紹介フォーム」「かんたんメール送信テンプレート」

の項目の追加 

（削除した項目を追加する場合も同様です。 

例：お申し込み時に「カラー」項目は「不要」とされ、 

後ほど「カラー」を復旧された場合。） 

無料 1,575 円【税込み】/初回のみ

ショッピングカート内の文言の大幅な変更・追加 

（累積で 5 ヶ所以上） 
無料 別途見積もりいたします

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAQ（よくあるご質問） 

 

Q1 電話でのサポートは行っていますか？  

A はい、ご質問がございましたらメールだけでなく、お電話をいただいても対応しております。（平日 9：

00～18：00））ただし変更のご依頼はメールにてお願い致します。電話番号は 0940-35-3017 となります。

非通知では着信できないようになっていますのでご注意ください。  

   

Q2 レンタルとありますがどこからがレンタルになるのでしょうか？  

A 商品を紹介しているページはショップ様のページとなります。そのページの「カートへ入れる」ボタン

をクリックすると、弊社のサーバ側のカスタマイズされたショップ様専用の「買い物カゴ」にジャンプします。

（同時にＳＳＬ認証ページとなります。）｢商品ページ」がショップ様側になる為、自由に商品の変更・追加

ができます。  

   

Q3 「かんたん」とのことですがどの程度簡単でしょうか？  

A 商品ページを作成する「タグ作成ツール」に関しましてはその簡単さを表すおもしろいエピソードがご

ざいます。 

当時小学 3 年生の女の子（弊社スタッフの娘）に説明のページのみを見てできるかを試してみました。 

事前に説明などは行なっておりませんが 1 度で作成することができました。 

この女の子はホームページを持っており、作成もビルダーを使用し自分である程度はできますが、もち

ろんそれ以上の知識はございません。 

2 週間の無料お試し期間がございますので、是非トライしていただければと存じます。  

   

Q4 商品のアイテム数に制限はありますか？また多い場合の料金はどうなりますか？  

A 上記の説明の通り商品を紹介しているページはショップ様のページとなりますので、商品アイテム数

に関係なく月額料金は一定です。また商品の登録などのわずらわしい作業が必要ありません。  

   

Q5 現在、ホームページビルダーを利用しホームページを作成していますが、レンタルカートを利用で

きるでしょうか？  

A さくらショッピングカートではホームページビルダー等をお使いのショップ様でも簡単に「商品ペー

ジ」を作成できるプログラムを無料で配布しております。 

サンプルはこちら  

   

Q6 どのような作業が必要になるのでしょうか？  

A ショッピングカート側のカスタマイズは全て弊社で行います。ショップ様に行っていただく作業は商品

ページを作成していただくのみです。作成方法は下記の 2 通りです。 

http://e.session.ne.jp/sakura/tag.htm


1、「タグ作成ツール」で作成する 

2、「ボタンのみ設置」で作成する  

   

Q7 サーバのメンテナンスはどうなっていますか？  

A 弊社ではロードバランサーを導入しております。ロードバランサーとは大量のリクエストを複数のサー

バに割り振り、負荷を軽減するいわゆる「負荷分散装置」のことです。アクセスユーザー数、データの転

送量、サーバの状態などを総合的に判断し、負荷を割り振ることができパフォーマンスをより向上するこ

とができます。  

   

Q8 利用しているサーバは CGI 等を認めていませんができますか？  

A ショップ様のサーバは通常のサーバで結構です。  

   

Q9 運営の途中で買い物カゴの内容の変更はできますか？また費用はかかりますか？  

A 買い物カゴの内容の変更はいつでも承っております。カスタマイズ終了時に連絡を差し上げました

「ショップ様フォルダ名」を記載しご連絡をくださいませ。尚、変更の内容により無料で行えるものと有料

のものがございます。価格表をご参考ください。  

   

Q10 「自動返信確認メール」は別途料金が必要でしょうか？  

A ユーザー様が｢買い物カゴ」を利用して商品を購入した場合、ショップ様へ｢お知らせメール」ユーザ

ー様へ「確認メール」を自動返信しております。両方とも基本料金に含まれておりますので別途料金は

必要ありません。 

「確認メール」のサンプルはこちら  

   

Q11 他社のショッピングカートとどこが違うのですか？  

A ショッピングカートとデータベースと直結するより高度なシステムを構築しています。 

その為様々なオプションを提供でき、 

万が一ショップ様が注文メールを受け取れない状態にあった場合も 

ある一定期間でしたらデータベースから取り出し再度送ることもできます。  

   

Q12 売り切れの場合「SOLD OUT」のような表示をさせる機能はあるでしょうか？  

A 「売り切れ管理」というオプションがございます。 

こちらで説明を行っております。  

   

Q13 アダルト関係のサイトですが利用できますか？  

A 大変申し訳ございません。アダルト関係のショップ様のご利用はご遠慮願っております。  

   

http://e.session.ne.jp/sakura/tag.htm
http://e.session.ne.jp/sakura/mail_sample.htm
http://e.session.ne.jp/sakura/soldout.htm


Q14 カラーやサイズは他の言葉に変えることはできますか？  

A はい、カラーやサイズは無料にて他の言葉に変えることができます。  

   

Q15 レンタル料金の支払い方法は？  

A ショップ様に便利な「銀行引き落とし」を導入しております。毎月銀行等に行く手間が省け、6 ヶ月払

いや 1 年払いのような一括払いの必要はございません。さらに引き落としの手数料は弊社負担です。

（海外在住の方は除く） 

ご利用可能な金融機関の一覧はこちら 

 

ただし初回のみお振込みとなります。「初期カスタマイズ料金」が発生し金額が異なり、引き落とし開始ま

でに 2 ヶ月ほどかかるからです。  

   

Q16 当方はホームページ製作業者で代理の申し込みなのですが 

どのように申し込みすればよいでしょうか？  

A 「お申し込みフォーム」で下記の要領でお願い致します。 

 

1、「ショップ様情報」はユーザー様に送られる｢自動送信メール」の署名にかかわってきますので実際に

運営される「ショップ様」の情報をご記入ください。 

 

2、メールアドレスのみは TEST 等をされるでしょうから、「ホームページ製作業者様」のアドレスをご記入

ください。TEST を終えご連絡をいただければ「ショップ様」のアドレスへ変更いたします。 

 

3、後ほど｢必要書類」を送らせていただきますので、送り先が「ショップ様」ではなく「ホームページ製作

業者様」の方をご希望の場合は、最下段の「その他のご希望欄」にその旨ご記入ください。  

   

Q17 解約の場合はどのようにすればよろしいでしょうか？  

A 解約をされる月の 5 日までにメールにてご連絡ください。それ以降を過ぎますと翌月分のレンタル料

の引き落としを止める作業が間に合わないことになります。 
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