
平成 2 7年 2月  

オンライン販売機能の注意点 
～商品ページ作成と注文管理～ 



注文管理機能に
ついて 

 「利用しない」時 
 在庫管理、入金管理、出荷管理機能は利用不可。 

 注文確認メニューにて受注（仮注文、本注文、注文確定）の確認は可能。 

 入金、出荷の状態は注文確定の時点で「入金済み」「出荷済み」になる。 

 

 

 

 

 「入金検索・閲覧」「出荷検索・閲覧」ボタンは非表示。 

※ただし、注文管理機能を「利用する」に設定時に受け付けた注文が存在する場合
は、すべての機能を利用する必要があるため表示する。 

 商品情報登録画面の以下の項目は入力不可 

• 在庫管理 

• 在庫数量 

• 残り僅か基準数量 

 

 
 

 

デフォルト、既存SHIFT

からの移行時は「利用し
ない」に設定されていま
す。 

「利用する」に設定するこ
とで、在庫管理、入金管
理、出荷管理が行えるよう
になります。 

1 

【注文確認画面】 



注文管理機能に
ついて 

• 「利用する」時 
 在庫管理が行えます。 

 入金管理が行えます。 

 出荷管理が行えます。 

 ※在庫数量や決済状態、出荷状況を手動でオンライン管理できる機能です。実際の
作業（購入者との決済のやり取りや配送作業）は行う必要があります。 

 

 

 

 

• 注意点 

 注文管理機能の設定を頻繁に変更すると、オンライン販売の各機能（注文・売上・分
析）の管理が複雑になります。決済や納品のミスにつながる恐れがありますので十分
ご注意ください。 

例） 

• 注文確認メニューのステータスが変わる。 

• 在庫数量の再入力 

• 注文状態RFM分析の精度に影響  等 

 SHIFTの買い物かご機能利用以外の注文（電話やFAXの注文など）を登録したり取り込むこと
はできません。 

 
 

 

デフォルト、既存SHIFT

からの移行時は「利用し
ない」に設定されていま
す。 

「利用する」に設定するこ
とで、在庫管理、入金管
理、出荷管理が行えるよう
になります。 
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【注文確認画面】 

 「利用する」でも「利用しない」でも従来通りの運用は可能ですが、利用するこ
とで購入者の分析等が行えるようになります。 



買い物かご機能を利用する 
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【STEP①：販売元情報を作成する】 
買い物かご機能を利用するには、あらかじめ販売元情報登録・編集画面で「特定商取引法」に関する情報を設定しておく必
要があります。 

～
 

オンライン販売をクリック 販売元情報登録・編集をクリック 
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【STEP①：販売元情報を作成する】 

【基本情報を入力】 

  必ず入力 
初期値ではホームページ作成メ
ニューで設定した情報が表示されて
います。 
必要に応じて修正可能です。 
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【STEP①：販売元情報を作成する】 

【決済方式を入力】 

  一つは必ず入力 

  必ず選択 

※代引き手数料が一律ではない場合は、「その他決済方法」を
ご利用ください。 
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【STEP①：販売元情報を作成する】 

【送料を設定：自動計算を行わない時】 

  どちらか必須 
送料部分に金額を入力するか、送料
表を作成する必要があります。 
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【STEP①：販売元情報を作成する】 

【送料を設定：自動計算を行う時】 

  どちらか必須 
送料表を作成するか、送料部分に
「送料設定画面」で設定した内容を
入力する必要があります。 
 
送料表を作成しない場合は、必ず右
図の送料部分に送料に関する情報を
入力する必要があります（空白のま
までは買い物かごを設置できませ
ん） 
入力する情報が送料設定画面で設定
した内容と矛盾しないようご注意く
ださい。 
 

 

「する」にチェックを入れ「送料設定画
面」で送料を設定してください。 

※必ず「地域設定」を行ってくだ
さい。 
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【STEP①：販売元情報を作成する】 

【保存、プレビュー】 

設定が完了したら必ず「保存」をクリック。 

保存が完了すると「ブラウザで確認」が行
えるようになります 
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【STEP②：商品ページを作成する】 
販売元情報の設定が済んだらいよいよ商品ページの作成です。 

登録済み商品ページ編集・新規作成をクリック 

商品ページ作成をクリック 

商品ページ編集画面 
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【STEP②：商品ページを作成する】 

新規ページを作成する場合は右図の状態です。 

上部メニュー「商品情報登録・編集」をクリックす
るか、プレビュー画面上（黄色に反転した部分）で
マウスをクリックすると編集子画面が立ち上がり
ます。 

 

編集子画面の詳細は次ページから 

 

掲載場所（必須）を選択してください。 

※編集が完了したら必ず保存を行ってください。 
 

※保存が完了すると自動的に「ブラウザで確認」
ボタンが出現し、作成したページを確認できるよ
うになります。 
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※基本的な作成方法は「ホームページ作成」と同様です。 

 

１００万会員ネットワークの全国版HP（コンパスクラブ）内「商品

検索」のカテゴリです。掲載したいカテゴリを選択してください。
（１つは必須） 
 
 

※酒類を販売する場合は必ず「酒類」を選択してください。（選
択しないと「酒類販売に係る特記事項」が表示されません） 

次ページへ続く 

※「オンライン販売」を「する」に設定した場合作成したページに
「買い物かごへ入れる」ボタンが付き、オンラインで注文を受け付
けることができます。 
 

※販売価格部分で価格記入以外を設定した場合や、特定商取
引法上記載が義務付けられている情報がすべて入力されてい
ない場合は「する」を選択することができません。 

【STEP②：商品ページを作成する】 



販売元情報登録・編集メニューの送料設定で、「送料設定適用範
囲」が「全商品共通の送料を設定する」状態で、 「利用する送料

設定」が「無料」になっていると、ここで「送料別」を選択しても無料
になりますのでご注意ください。 
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次ページへ続く 

予約受注等を行う場合はフリーエリアを選択し、任意のテキストを
入力してください。また「在庫がない状態でも販売を可能とする」
にチェックを入れてください。 

販売元情報登録・編集メニューの送料設定で、「送料設定適用範
囲」が「商品毎に送料を設定する」状態の時、ここで送料を入力す
るか、配送タイプ（送料表の設定）を選択します。 
※ 「送料設定適用範囲」が「全商品共通の送料を設定する」状態
の時この項目は表示されません。 

詳しくは別紙「オンライン販売機能の注意点」もご参照ください。 

設定すると、注文画面に生年月日入力欄が必須項目として表示
されます。 

【STEP②：商品ページを作成する】 
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タグ設定：他社サービスを利用し、SNS連携等を行うことができます。 

※他社サービスの利用についてはサポート致しかねます。自己の
責任において行ってください。 

買い物かご付のオンライン販売を行うには、「返品に関する注意事
項」と、「納期」は必須です。 

編集が完了したら必ず「反映」ボタンをクリックしてください。（プレ
ビュー画面に反映されます。） 

商品のメイン写真（必須）他、PRコメント（写真）を8つまで登録でき
ます。 

【STEP②：商品ページを作成する】 



新SHIFTにおけるオンライン販売の概要 
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 注文内容は注文確認メニューにて確認できます。トラブルやクレームを発生させない為にこまめに確認しましょう。 

 6～8はSHIFTシステム外の作業です。（注文管理機能を利用することで、入金・出荷の状態管理を行うことは可能です） 

消
費
者
（購
入
者
） 

SHIFT： 
注文一覧に「仮注文」で反映 

販売事業者（店舗） 

1.購入申し込み（仮注文） 

2.仮注文受付メール 

  （本注文申込URL） 
商工会 

オンライン販売の流れ 

3.本注文申込URLクリック 
SHIFT： 

注文一覧に「本注文受付」で反映 
4.本注文申込受付メール 

5.注文内容通知メール 

6.注文確定メール（事業者メールアドレス） 

7.入金確認 

8.出荷、納品 



今までは・・・消費者（購入者）のメールアドレス入力ミス等により申込内容確認メールが届かないことが
ありました。 
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消費者（購入者） 
SHIFT：買い物かご機能 

申込内容確認メール 
（自動返信メール） 

※決済や出荷等のやり取りにも影響 

新SHIFTでは・・・2つの対応を行いました。 
対応その② 
 商品注文時、購入者の入力したメールアドレス疎通確認のた
め、「本注文受付URL」付の「仮注文受付」メールを配信し
ます。メールが届いた購入者のみ本注文が行えますので、注
文確定やその後の決済、出荷等のやり取りがスムーズに行え
ます。 

【コンパスクラブ】仮注文内容ご確認（自動返信メール）  
差出人：コンパスクラブ （全国商工会連 合会）  
 
○○ 様 
 この度は ○○商店をご利用いただきありがとうございます。 
 本メールは注文をされたお客様に 配信される注文内容の確認
(仮注文の受付)メールです。  
本注文URLをクリックして、注文を確定してください。 
ご注文内容に問題がなければクリックしてください http://ke-
ko.shokokai.or.jp/cmsdb/kg05060/kg05060001/pc/82/bc/02 

≪メールイメージ≫ 

対応その① 
 商品注文時、メールアドレスの入力を2回行うよう
改修しました。また、2度目の入力時にはコピー＆
ペーストによる入力を禁止しています。 

http://ke-ko.shokokai.or.jp/cmsdb/kg05060/kg05060001/pc/82/bc/02/sc/1001/uc/821001S0014/on/00000000000000000027/cst/000000000000033/ec/
http://ke-ko.shokokai.or.jp/cmsdb/kg05060/kg05060001/pc/82/bc/02/sc/1001/uc/821001S0014/on/00000000000000000027/cst/000000000000033/ec/
http://ke-ko.shokokai.or.jp/cmsdb/kg05060/kg05060001/pc/82/bc/02/sc/1001/uc/821001S0014/on/00000000000000000027/cst/000000000000033/ec/
http://ke-ko.shokokai.or.jp/cmsdb/kg05060/kg05060001/pc/82/bc/02/sc/1001/uc/821001S0014/on/00000000000000000027/cst/000000000000033/ec/


今までは・・・SHIFTに登録したメールアドレスの入力ミス等により注文内容通知メールが届かないことが
ありました。 
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SHIFT：買い物かご機能 販売事業者（店舗） 

申込内容確認メール 
（自動返信メール） 

新SHIFTでは・・・管理画面で注文が確認できます。 

※商工会・地域総研から注文内容をご
連絡 

注文内容通知メールが届かなかった場合でも、画面から注文
内容の確認が行えます。 

オンライン販売＞注文確認メニュー 
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（参考）仮注文メール 
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（参考）本注文画面 
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（参考）注文完了後、購入者（消費者）に自動送信されるメール文 

（参考）注文完了後、販売事業者（店舗）自動送信されるメール文 
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●注文管理 ～注文確認1 注文検索・閲覧画面～ 

注文番号をクリック
すると詳細画面へ遷
移します 

 

商品ページの買い物かご機能経由で受け付けた注文は、メールにて通知されますが、この画面でも確認が行えます。何らかの理由で注文内容通知メールが届か
なかった場合でもこちらで確認が行えますので、こまめにチェックを行いましょう。 

注文の検索が行えます。 
≪注文状態について≫ 
【仮注文】 
消費者に仮注文受付通知メール（「本注文」画面へのURLリンク
付）を送信した状態。 
 
 

注文状態が「仮注文」の時、購入者へ仮注文受付メールの再送
信が行えます。 

注文時のメールアドレスの誤入力等、何らかの理由で購入者から
仮注文受付メールが届かないとの問い合わせがあった際には、
購入者のメールアドレスを確認し、「メール再送信」ボタンからそ
のメールアドレス宛てに再送信が行えます。 
 

【本注文受付】 
消費者が仮注文受付メールのURLリンクから「本注文」画面に遷
移し、「注文する」ボタンを押下した状態。 
 
【注文確定】 
販売元事業者が「注文確定」ボタンを押下した状態。 
 

購入者が仮注文メール内のURLをクリックし、本注文を行うと、注

文状態は「仮注文」から「本注文受付」に自動的に切り替わります。
その他の状態については手動で入力（登録）する必要があります。 
 
 

※「注文管理機能」が「利用しない」状態の時は「注文確定」で確
定を行うと、入金状態と出荷状態はそれぞれ「入金済」「出荷済」
になります。 

次ページへ続く 
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●注文管理 ～注文確認2 注文詳細画面～ 

注文の詳細を確認できます。 

「本注文受付」状態の注文については販売元事業者の自社メールアドレスから注文確
定メールを送信し「注文確定」ボタンをクリックしてください。 

また、注文の取り消しや注文内容の変更が行えます。 

 

 

売買契約は販売元事業者からの注文受付の通知があった時点で成立します。 

 必ず販売元事業所のメールアドレスにてご購入者への連絡を行ってください。 

 

 

手数料と注文数量の変更が行えます。 

修正が完了したら、「再計算」をクリックし、その後「変
更登録」をクリックしてください。 
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●注文管理 ～入金状況確認・登録1 注文検索・閲覧画面～ 

22 

 

購入者からの入金状況を管理することができます。 

※金融機関からの情報を自動取得するものではありません。購入者から入金（返金）があった際に、日付、金額等を登録してください。 

 

注文の検索が行えます。 

初期値では「注文確定」で、「入金状態」が「未入金」「一部入金」
「入金取消」にチェックされています。 
 
 

※「注文管理機能」が「利用しない」状態の時は「注文確定」で確
定を行うと、入金状態と出荷状態はそれぞれ「入金済」「出荷済」
になります。ただし、注文管理機能を「利用する」に設定時に受け
付けた注文が存在する場合は、すべての機能を利用する必要が
あるため表示されます。 
 
 
 

次ページへ続く 

注文番号をクリックすると詳細画面へ遷移します 
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●注文管理 ～入金状況確認・登録2 注文詳細画面～ 

「入金・返金」をクリックし登録が行えます。 

購入者から入金（返金）があった際に、日付、金額等を登録してください。 

※金融機関からの情報を自動取得するものではありません。 

 

編集が完了したら必ず「登録」をクリックしてください。 
注文履歴に追加されます。 
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●注文管理 ～出荷状況確認・登録1 注文検索・閲覧画面～ 

 

購入者への出荷状況を管理することができます。 

※配送業者からの情報を自動取得するものではありません。商品を出荷した際に、日付、配送業者名等を手動で登録してください。 

注文の検索が行えます。 

初期値では「注文確定」で、「出荷状態」が「未出荷」「一部出荷」
「出荷取消」にチェックされています。 
 
 

※「注文管理機能」が「利用しない」状態の時は「注文確定」で確
定を行うと、入金状態と出荷状態はそれぞれ「入金済」「出荷済」
になります。ただし、注文管理機能を「利用する」に設定時に受け
付けた注文が存在する場合は、すべての機能を利用する必要が
あるため表示されます。 
 
 
 

次ページへ続く 

注文番号をクリックすると詳細画面へ遷移します 
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●注文管理 ～出荷状況確認・登録2 注文詳細画面～ 

「出荷」をクリックし登録が行えます。 

※商品を出荷した際に、日付、配送業者名等を手動で登録してください。配送業者か
らの情報を自動取得するものではありません。 

編集が完了したら必ず「登録」をクリックしてください。 
注文履歴に追加されます。 
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●注文管理 ～問い合わせ確認1 問合せ検索・閲覧～ 

 

商品ページに設置されているお問い合わせが利用された時、メールにてその内容が通知されますが、この画面でも確認が行えます。また、対応の状態管理が行
えます。何らかの理由で通知メールが届かなかった場合でもこちらで確認が行えますので、こまめにチェックを行いましょう。 

※この画面からお問い合わせの返信は行えません。お問合せの返信はご自身のメールにて行ってください。 

これまであった問合せについて確認を行いたい場合は、条件を
指定して「検索」ボタンをクリックします。 
表示された一覧から確認したい問合せ番号を選択します。 

問い合わせ番号をクリックすると「問合せ詳細」画面に遷移し、対
応状態の編集が行えます。 

次ページへ続く 

問合せ番号をクリックすると詳細画面へ遷移します 
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●注文管理 ～問い合わせ確認2 問合せ詳細画面～ 
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お問い合わせの詳細が確認できます。また、確認状態の更新が行えます。 

※この画面からお問い合わせの返信は行えません。お問合せの返信はご自身のメー
ルにて行ってください。 

 

編集が完了したら必ず「確認状態を更新する」をクリッ
クしてください。 
状態は「問合せ検索・閲覧」画面に反映されます。 



（補足） 
在庫管理機能 

注文管理機能を「利用す
る」に設定することで利用
可能になります。 
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 概要 
 在庫には、「現在の在庫数量」「確保数量」「販売可能数量」が存在します。 

• [現在の在庫数量] 

現在、実際に保有している商品在庫の数量です。買い物かごから注文を受け、まだ出
荷していない商品在庫の数量も含まれます。 

• [確保数量] 

商品の注文を受け、まだ出荷していない商品の数量です。「出荷登録」画面にて出荷登
録を行うことで減少します。 

• [販売可能数量] 

買い物かごから販売できる商品在庫の数量です。注文を受けて確保された在庫は含ま
れません。 

各数量の関係は下記の通りです。 [現在の在庫数量 = 確保数量 + 販売可能数量] 

 在庫は、実在庫数（実際に持っている在庫の数）と、商品ページ表示在庫数を増減していま
す。 

• [在庫数の変わるタイミング] 

在庫の入庫、出庫時： 実在庫数、表示在庫数の変更 

仮注文時： 表示在庫数を減らす 

出荷時： 実在庫数を減らす  

 利用方法 
 商品情報登録・編集画面にて以下を設定してください。 

• 在庫管理（必須）：する 

• 在庫数量：数量を入力 

• 残り僅か基準数量：数量を入力 

 

 注意点 
 注文管理機能を「利用する」→「利用しない」に変更した場合、すべての商品の在庫数が「0」と

なり、在庫の管理が利用不可となります。 

 注文管理機能を「利用しない」→「利用する」に変更した場合、すべての商品の在庫数を入れ
なおす必要があります。 

※商品情報登録・編集画面にて在庫管理（必須）：「する」に設定し、商品ページ一覧画面の
「在庫数」部分から在庫数を入力する必要があります。 

 オンライン販売を「しない」設定の時の在庫は、手動で管理する必要があります。 



（補足） 

送料の自動計算
機能 

販売元情報登録・編集メ
ニューから設定できます。 

設定を行うと、買い物かご
から注文時に、送料を含
めた総額を表示させるこ
とができます。 
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 利用方法 

 送料設定画面にて詳細を設定し、送料自動計算を「する」にして登録ください。 
• 送料設定適用範囲で「商品毎に送料を設定する 」を選択した場合の送料は商品情報登

録。編集画面にて商品ごとに設定を行います。 
• 「利用する送料設定」で「配送タイプ」を選択する場合は、送料表入力画面にて送料表を

作成し、「送料表を利用した送料の自動計算」を「する」に設定してください。 
• 特定料金以上の注文の場合に、送料を無料とする場合には、「指定金額送料無料」部分

に金額を入力します。 
例）「1000円以上の場合、送料を無料にする」とした場合 

商品Ａ：200円（税込） 
商品Ｂ：300円（税込） 
商品Ｃ：400円（税込） 

 商品Ａを１個、商品Ｂを１個、商品Ｃを１個の場合は、「200円 + 300円 + 
400円 = 900円」で1000円未満となる為、送料が計算されます。 

 商品Ａを１個、商品Ｂを２個、商品Ｃを１個の場合は、「200円 + 300円 + 
300円 + 400円 = 1200円」で1000円以上となる為、送料無料となります。 

• 同梱時の送料計算方法（商品情報登録・編集にて、同梱可能と設定した商品のみ適用
される設定です） 
[商品毎に1個口分の送料を合計する] 
同じ商品が複数購入された場合、１個口分の送料として計算します。 

例1）商品Aの送料が500円だった場合、送料は、商品Aを１つだけ購入しても500
円、商品Aを10個まとめて購入しても500円になります。 
例2）商品Aの送料が500円、商品Bの送料が300円だった場合商品Aを2個、商品B
を3個購入した際には、商品Aの送料500円+商品Bの送料300円の合計として、送
料は800円となります。 

[配送タイプ毎に1個口分の送料を合計する] 
同じ配送タイプの商品が複数購入された場合、1個口分の送料として計算します。 

配送タイプ例） 
小物： 北海道 400円、 東北 600円、 ・・・ 
大物： 北海道 600円、 東北 800円、 ・・・ 
例1）商品Aが小物、商品Bが小物で、北海道に送る場合、商品Aも、商品Bも同じ
配送タイプの為、送料は「小物 - 北海道」の400円となります。 
例2）商品Aが小物、商品Bが大物で、北海道に送る場合、商品Aと商品Bが異なる
配送タイプの為、送料は「小物 - 北海道」 + 「大物 - 北海道」の1000円（400+600）
となります。 

 注意点 
 販売元情報登録・編集画面の「送料」部分に金額を入力しただけの場合、オンライン販売は可

能になりますが、自動計算はされません。 
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（参考） 

次ページからは、注文があった際に販売事業者（店舗）
から消費者（購入者）へ送信する注文受付メールや配
送完了メールの文例です。 
 
※リピート購入につながるような文面を心がけましょう 
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注文受付メール：文例 
件名 ： 【●●商店】ご注文ありがとうございました。 

 

---------------------------------------------------------------------- 

このメールはお客様の注文に関する大切なメールです。 

お取引が完了するまで保存してください。 

---------------------------------------------------------------------- 

 △△△ △△△様 

 

●●商店の店長■■でございます。 

この度は数あるネットショップの中から当店を選んでいただき、また、ご注文
いただきありがとうございます！！ 

 今回ご注文いただいた内容につきまして間違いがないかご確認ください。 

 

 【ご注文内容】 
注文ID 000026 

------------------------------------------------------------ 

1 商品名 商品名  規格（必須）：単位、サイズ、色等 

  単価  1,000 X 1 = 1,000 

------------------------------------------------------------ 

小計   1,000 円 

商品代総額 ：1,000 円 

宅配方法  ：通常 

送料は840円になりますので、お支払総額は1,840円になります。 

 

上記金額を下記へお振込の程宜しくお願い致します。 

※お振込にかかる手数料はお客さまでご負担下さい。 

ご入金を確認し、配送手続きが完了後にお問合せ伝票番号をお知らせする
メールをお送りさせていただきます。 

 

【お支払方法】 
銀行振込先払い 

  銀行名：●●銀行（コード○○） ●●支店  （普通） 123456 

  口座名義：●●●●(コウザメイギカナ) 

 

※ご入金前に必ずお支払い金額をご確認下さい。ご入金金額に不足がある
場合は商品の出荷が出来ません。又、過入金につきましては、お客様からの
ご連絡を頂き次第、すみやかに御返金致します。 

 （御返金の際の振込手数料はお客様のご負担でお願い致します） 

【お届け先】 
〒111-1111 ●●県●●市●●1-1-1 

氏名 ：△△△ △△△様 

電話番号 ：111-1111-1111 

日中の連絡先 ：111-1111-1111 

 

ご不明な点などがございましたら、このメールの返信でお気軽にお問い合わ
せください。 

 

今後もお客様に喜んでいただけるような商品をたくさんご紹介したいと思って
おります。  

 

店長  ■■  

------------------------------------------------------- 

 ●●商店 

  〒222-2222 ●●県●●市●●2-2-2 

    (TEL) 222-222-2222 

   (EMAIL) ＊＊＊＠＊＊＊.com  

    (URL) http://＊＊＊＊＊＊＊ 

-------------------------------------------------------    

 

 

http:///
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件名 ： 【●●商店】発送が完了致しました。 

 

---------------------------------------------------------------------- 

このメールはお客様の注文に関する大切なメールです。 

お取引が完了するまで保存してください。 

---------------------------------------------------------------------- 

 △△△ △△△様 

 

お世話になります。 ●●商店の店長■■でございます。  

この度は当店をご利用いただき誠にありがとうございました。 

 

ご注文いただきました商品のご用意できましたので本日配送の手続きを行い
ました。  

 

【配送】 
配送業者名:佐川急便 

配送サービス名:宅配便  

伝票番号:560447493104 

こちらから荷物の追跡ができます。 

 http://k2k.sagawa-exp.co.jp/p/sagawa/web/okurijoinput.jsp  

 

 【ご注文内容】 
注文ID 000026 

------------------------------------------------------------ 

1 商品名 商品名はここです 規格（必須）：単位、サイズ、色等はここです 

  単価  1,000 X 1 = 1,000 

------------------------------------------------------------ 

小計   1,000 円 

商品代総額 ：1,000 円 

宅配方法  ：通常 

送料は840円になりますので、お支払総額は1,840円になります。 

 

【お届け先】 
〒111-1111 ●●県●●市●●1-1-1 

氏名 ：△△△ △△△様 

電話番号 ：111-1111-1111 

日中の連絡先 ：111-1111-1111 

配送完了メール：文例 

ご不明な点などがございましたら、このメールの返信でお気軽にお問い合わ
せください。 

 

商品到着まで、いましばらくお待ちくださいませ。 

今後もお客様に喜んでいただけるような商品をたくさんご紹介したいと思って
おります。  

またのご注文を心よりお待ちいたしております。 

ありがとうございました。 

  

店長  ■■  

------------------------------------------------------- 

 ●●商店 

  〒222-2222 ●●県●●市●●2-2-2 

    (TEL) 222-222-2222 

   (EMAIL) ＊＊＊＠＊＊＊.com  

    (URL) http://＊＊＊＊＊＊＊ 

-------------------------------------------------------    

 

 

http://k2k.sagawa-exp.co.jp/p/sagawa/web/okurijoinput.jsp
http://k2k.sagawa-exp.co.jp/p/sagawa/web/okurijoinput.jsp
http://k2k.sagawa-exp.co.jp/p/sagawa/web/okurijoinput.jsp
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