
お客様（モール管理者）

申し込み（ライセンス費用お支払）パッケージ提供準備開始

サーバー構築（お客様または弊社パートナー）

インストール　１週間※

デザイン変更 ショップ募集

作 業 完 了

サ ポ ー ト モール運営・ショップサポート

ショップ登録開始

デザイン・コンテンツ・企画準備

弊社

ダウンロード商品提供者
ショップ管理者

機 能 確 認デモサイト提供

オンラインショップ運営

※作業期間は目安です。
　お客様のご準備状況やご要件によって
　変動します。ご要件が、デモサイトに
　ない場合は追加カスタマイズとして、
　期間、費用ともに別途かかります。

サービス提供開始

導入・モール公開までのフロー

商品登録開始

http://www.smartreply.jp/

お客様へモール運営を提案中。
モール構築の依頼を受けている。
コンサル・システム・ウェブ制作会社様等

デジタルコンテンツを制作・販売して
いる。　コンテンツ販売ショップ運営者様

2000年からモールシステムの開発・販売を続けているユニインターネットラボの製品です。

コンテンツビジネスを企画・提案中のすべてのお客様へ
３Sならパッケージなので、短期間でダウンロード販売モールが構築可能です。

主要機能一覧

ダウンロード販売フロー

詳しくはウェブサイトまたは営業まで

モール運営者

商品フラグ管理

商品カテゴリ管理

シ ョ ッ プ 管 理

会 員 管 理

売 上 管 理

御購入のお客様

注 文

視聴・閲覧

商 品 検 索

ダウンロード

問い合わせ

ダウンロード販売機能の提供 商品情報・ダウンロード商品

OS：RedHat ES4／CentOS 4.4
DB：Postgresql ８．２ｘ

　　■ライセンス料金（税抜）　　□オプション料金（税抜）

注文・商品代金モールへ参加・利用料金

料金一覧

サーバー条件

自社でデジタルコンテンツモール運営
を企画している。
起業家・編集社・映像制作会社・協会・レーベル・
音楽プロデューサー・ライブハウス・サークル・
その他コンテンツビジネス事業者

ショップの登録・編集・削除
ダウンロード販売店設定 
各ショップ管理機能へのアクセス
契約区分管理
カテゴリの登録・編集・削除
商品ごとの商品フラグ設定
全注文情報一覧表示
会員情報管理・会員へのメール配信
新着情報の登録・編集・削除
売上情報・アクセス数の集計表示
絞込み検索結果ページ表示タグ出力

ショップ情報の編集
決済方法の選択
配送料金・手数料の設定
商品登録・編集・削除
ダウンロード販売用データ管理 
注文情報閲覧、入金・配送状況の管理
ダウンロード承認・期限延長 
売上情報・アクセス数の集計表示
ショップページの編集・画像登録
ショップ会員情報閲覧・検索
ショップ会員へのメール配信

商品名・カテゴリ等、絞込み商品検索
ダウンロード販売商品購入 
注文情報確認（会員・非会員）
クレジット決済他、各種決済に対応
会員登録
希望のカテゴリのﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ受信
会員情報編集、配送先登録機能
ポイント交換機能申請
モール、ショップへの問合せ機能 

■モール管理機能 ■ショップ管理機能 　　　■お客様機能

PHP：5.2.x
必要なモジュール ImageMagick 

root権限のあるサーバーが必要です。※仮想専用サーバーでも可

パッケージだから安定し、機能がそろう

PHPで、カスタマイズが容易　

レンタルサーバーでもOK 

ダウンロード
商品対応

download mall system
デジタルコンテンツ商品対応

スリーエス　ダウンロードショッピングモールシステム

注 文 管 理

販売データ登録

サンプルデータ登録

メルマガ配信

売 上 解 析

ダウンロード商品提供者
（ショップ管理者）

御購入のお客様ダウンロード商品提供者 御購入のお客様

モバイルは通常商品のみ
購入可能

※その他のファイルも登録可能です。

ダウンロード商品提供者

ソフトの購入のみ自社カスタマイズOK

画像データ：
動画データ：
音楽データ：
ドキュメント：

JPEG

MPEG

GIF
FLV MOVWMV SWF

AI

FI
QT

PSDEPSBMP

PDF

LZH
EXE

ZIP

XLS DOC CSV JTD

MP4
MP3 WMA

TIFF ADC DXF DWG DWT JWC JWK

管理画面から
サンプルデータ・
商品販売データ登録

ダウンロード
販売商品を購入

入金確認後、管理画面
から「ダウンロード許可」
を設定

メールに記載された
URLへ。「ID」「認証ｷｰ」
を入力しダウンロード

月額9,300円（税抜）～34,400円（税抜）で
運用実績のあるサーバーをご紹介可能です。

ダウンロード販売モール 検索 03-6219-8036

CADデータ：
圧縮ファイル：
実行ファイル：

システム＆サービス

１．サーバーのご提案
ご予算とボリュームにそった
サーバーをレンタルから専用
までご提案します。

２．モールシステム
スリーエスダウンロード
ショッピングモールシステム
ならコンテンツ販売店が作成
出来ます。

３．インストール
４．デザインの変更
独自のデザインを組み込み
可能です。

５．運用後のサポート
モール運営者様のサポートを
行います。

ダウンロード販売モール例

音楽
動画
ゲーム
まんが
イラスト・アート
書式・様式
ソフトウエア
ホームページ素材
デザインテンプレート
フォント
待ち受け・着受け
アプリ・携帯ゲーム
教材・教本
ストックアート
建築データ

□ モール基本デザイン
□ コーディング・デザイン組込（PC）
□ コーディング・デザイン組込（モバイル）

■ １サイトライセンス(PC/モバイル) 
■ １サイトライセンス(PCのみ)
■ インストール・初期設定

　　200,000円　　
350,000円　　
150,000円　　

1,200,000円　　
1,100,000円　　
150,000円　　

GAME

TEXT ILLUSTRATION ART TEMPLATE

MACHIUKE

MOBAILE-GAME

CAD

MOVIEAPPLI

DOCUMENT MANGA

MUSIC SOFTWARE FONT

PHOTO MUSIC SOFTWARE FONT

GAME

TEXT ILLUSTRATION ART TEMPLATE

MACHIUKE

MOBAILE-GAME

CAD

MOVIEAPPLI

DOCUMENT MANGA

MUSIC SOFTWARE FONT

PHOTO MUSIC SOFTWARE FONT

http://www.smartreply.jp/
詳しくはウェブサイトまたは販売代理店まで

モバイルサイトでは
通常商品のみ販売可能です。

モールトップ

ショップトップ

商品詳細

１ヶ月無料お試し運営実施中

基本画面イメージ

デジタルコンテンツ商品対応
ショッピングモールシステム

2000 年からモールシステムの開発・販売を続けている
ユニインターネットラボの製品と構築サービスです。

スリーエス　ダウンロードショッピングモールシステム

〒104-0054　東京都中央区勝どき2丁目18-1

TEL:03-6219-8036 FAX:03-6219-8037 E-mail: info@smartreply.jp 

download mall system

ダウンロード販売モール 検索

03-6219-8036
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