Live Commerce エンタープライズ版 ‒ 特徴
自社サーバーにASPと同じ環境がインストールできます
エンタープライズ版では、自社サーバー環境にインストールしてご利用いただくことができます。ASPと同様の環境構築になるようにサーバー
の構築も専任エンジニアがサポートいたします。

信頼性の高いウェブアプリケーション
Live Commerce は開発フレームワークにPHP言語の開発元である米Zendが提供する
Zend Frameworkによってコーディングされています。Zend Frameworkを利用するこ
とで可動性の高いコード、明確なビジネスロジック、高品質なコーディングルールの下で
管理されており、柔軟なシステムの拡張が可能です。またLive Commerceは外部監査機
関よりIBM Rational AppScanによってウェブアプリケーションの脆弱性検査を行い、重
要なセキュリティー問題点をすべてクリアしています。（2010年8月以降のリリース）

キャッシュクローラー
エンタープライズ版ではキャッシュの自動生成機能が標準で実装されています。商品ページのキャッシュファイルを予め自動生成することがで
きるため、サイト全体のページを高速に表示します。この機能によって商品数の多いECサイトサイトでは表示遅延問題を回避することができま
す。
（検証済最大商品数: 6万5千件）

ソーシャルコマース（オプション例）
ソーシャルネットワークサービス『facebook』上で作成した企業ページ上に、Live
Commerceで立ち上げたネットショップをfacebook専用のデザインに変更してECサ
イト（以下、facebookカート）を立ち上げることができます。
facebookと統合された美しいデザイン、新しいタイムラインに対応した facebookカ
ートでは独自型ECサイトのオリジナルデザイン的特長を逆に排除し、facebookの基
本カラー(色、ボタン、線、フォントサイズ等)との統一感にこだわって開発されてい
ます。
画面デザインを統一することでカート画面に移動してもfacebookのデザインと遜色な
いインターフェースとすることができ、facebookからECに移動した際もコンバージ
ョン率が下がらない（離脱防止）ように最大限の配慮をしています。
※ソーシャルコマースのデザインはカスタマイズ不可

サポート
エンタープライズ版のカスタマイズ、運用上の問題等、日々発生するテクニカルな問題に専任エンジニアがメールで回答いたします。
また、カスタマイズの際には設計部分のコンサルティング、プログラミング要員のオフショア開発先の確保等.. ECサイトの構築が成功するため
にコア開発メンバーが貴社を完全バックアップいたします。
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Live Commerce エンタープライズ版 ‒ 価格表
社内規定によりASPサービスがご利用頂けない方、転送量無制限でご利用したい方のために、 お客様のサーバにインストールしてご利用頂ける
ライセンスです。

エンタープライズ 新規購入価格
エディション

価格(税別)

スタンダードライセンス（1年間のメールサポート）
サーバへのインストールはお客様にて行っていただきます

698,000円

プロフェッショナルライセンス（1年間のメールサポート・サーバー構築インストール付）オススメ
当社がLive Commerce ASPと同等品質のサーバー構築を行います

998,000円

オプション製品
オプション製品名
スマートフォン(iPhone/ Android/ Windows Phone))対応機能
定期購入機能

価格(税別)
50,000円
400,000円

メールマガジン機能

50,000円

ネクストエンジン連携機能

30,000円

ダウンロード販売機能

12,000円

Googleショッピング登録機能

50,000円

ソーシャルログイン機能

105,000円

クール便手数料加算機能

25,000円

注文データ一括更新機能

50,000円

商品オプション一括登録機能

50,000円

商品画像一括登録機能

50,000円

注文者国旗表示機能

50,000円

facebook対応カート機能

100,000円

各オプション機能には導入後1年間のサポートとインストールが付属しています。オプション製品のアップグレードは無料ですライセンス期限
超過後のサポートは提供されません。

年間サポートライセンス（２年目以降）
２年目以降のサポートをお受けいただくための、サポートライセンスです。安心して製品をご利用いただくため、ライセンスの購入ををお奨め
しております。
プラン
サービス内容(電話サポート、メールサポート、不具合対応 )

価格
120,000円

試用版、お見積もり、ご注文方法
①
②
③
④

試用版、お見積もりをご希望の方、ご注文の方はホームページ(http://www.ds‒style.com/support/)よりご依頼ください。
ご注文後、請求書を発行致しますので指定口座へ銀行振込にてお支払いください。
入金確認後ダウンロードサイトURL をメールにて発行します。
ダウンロードサイトにログインしてダウンロードしてください。

Live Commerce エンタープライズ版 ‒ 動作環境
動作環境
VPS,専用サーバーを推奨、PHPメモリ割当300MB以上
PHP 5.3 またはそれ以上のバージョン
Zend Framework 1.x系
PHP5.3系を利用の場合はZend Optimizer
GD library
mbstring
iconv
PDO
mcrypt
dom
MySQL 5.0.7 以上
Apache 2.X またはそれ以上のバージョン（１.3系でも可）
mod̲rewrite

動作OS
Linux
FreeBSD
Windowsでは動作不可

ユーザーブラウザ閲覧環境
Internet Explorer 9

またはそれ以上のバージョン

Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari

インストールガイド
オンラインドキュメントをご覧下さい。

http://goo.gl/y0HwJ

サーバー構築・インストール設定
エンタープライズ版を最高の環境で動作させるためにLive Commerce向けのサーバー構築を提供しております。ご指定のVPSサーバーや専用
サーバーの環境にLive Commerce ASPと同等品質のサーバーで安心してECサイトを運用していただけます。サーバー構築オプションを選択さ
れた場合、ライセンスの有効期限内はサーバーの設定見直しや運用アドバイス※などを提供させていただきます。
サーバー構築を依頼される場合は、VPSサーバーまたは専用サーバーで新規に立ち上げるサイトに限ります。既に運用中のサイトとLive
Commerceサイトの併設はについては別途ご相談ください。
※サーバー保守、障害対応は別途ご相談ください。

仕様・機能 1/2
フロントエンド機能

バックエンド機能

その他・機能拡張プラグイン

商品検索・閲覧

サイト全体管理

ページ管理機能（CMS）

カテゴリ検索
価格絞り込み
メーカー絞り込み
商品一覧並び替え
商品情報表示
商品レビュー表示
ウィッシュリスト
キーワード検索
ショッピングカート
商品ページ
オススメ商品

全般
CPU最適化・サーバ設定
ユーザー登録
カテゴリ設定
商品設定
在庫設定
注文設定
ポイント設定
ページ管理
お問い合わせフォーム管理
注文フォーム管理
会員登録フォーム管理
スタッフ管理
キャッシュ管理
スマートフォン設定

コンテンツ管理機能（多言語対応）
バナー管理機能

アカウント管理
ログイン
ログイン情報の保存/自動ログイン
アカウントの登録/編集
注文履歴一覧
ポイント利用履歴
配送先の登録/編集
メールマガジンの登録/解除
会員退会

多言語、通貨サポート

注文管理機能
注文情報検索/一覧/編集/作成
注文情報CSV出力
注文ステータス変更
注文情報一括ステータス変更
注文情報一括メール送信
納品書/請求書テンプレート機能

レポート・解析機能
売上検索
月別表示 ,トップ20顧客
ベストセラー商品 ,参照元の地域
オンラインユーザー
Google Analytics対応

ローカライズ機能
国管理 ,地域管理 ,税率管理
通貨管理 ,為替レート更新機能
翻訳管理,言語インストール

テーマ管理機能
テーマ一覧/編集
テーマエディタ

決済

クーポン
Googleショッピング
メールマガジン
TODOリスト

銀行振込
PayPal
中国決済
コンビニ決済
代金引換
クレジットカード決済 （GMO,
Paygent, SMBC FS)

タイトルタグ ,メタ情報
URL書式の静的化
ウェブ標準化

顧客管理機能

配送

顧客情報検索/一覧/編集/登録

サイトマップ

顧客情報CSV出力 ・入力
顧客グループ

佐川急便 , ヤマト
標準配送
EMS国際スピード郵便

日本語、英語、中国語(簡体字/繁体
字)、韓国語対応
多通貨表示機能
通貨為替同期機能

検索エンジン最適化(SEO)

その他

マーケティング 機能

商品管理機能

お問い合わせフォーム
コンテンツページ
この商品を買った人は...
オススメ商品の表示
関連商品の表示

カテゴリ一覧/登録（サブカテゴリ）
メーカー管理
メーカー登録
ポイント（率／固定）指定

タグクラウド
最近見た商品

送料（固定）指定
商品情報CSV一括出力/一括登録
商品複数カテゴリ登録
在庫 ,重量登録 ,型番 ,関連URL ,複数画
像
メタキーワード/ディスクリプション
割引2重価格登録 ,まとめ買い価格設定
クロスセル商品設定
関連商品設定
商品毎の自由入力フォーム設定
商品オプション設定(在庫連動）
レビュー管理

ePacket国際スピード郵便

各種プラグイン
ダウンロード販売
ソーシャルログイン（オプション）
メンテナンスモード
バックアップ
ステップメール （オプション）
ネクストエンジン （オプション）
定期購入（オプション）
キャッシュクローラー（オプション）
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基本情報
標準言語：

日本語、英語、簡体字、繁体字、韓国語（オプション）

通貨：

JPY, USD , EURO, CNY, GBD

商品画像登録数：

無制限

商品登録数：

無制限

推奨スペック

メモリ2GB / 4Core / 1G 以上のディスクスペース

API提供

有

言語

PHP5.3 / Zend Framework 1.12

www server

Apache2.x / MySQL5.x

OS

Linux Cent OS

対応ブラウザ

IE / Firefox / Google Chrome

文字コード

UTF‒8

対応デバイス

WEB / 各種スマートフォン

決済プラグイン
国内向け

銀行振り込み / 代金引換 / スマートピット(NTTコムウェア) / クレジットカード決済(GMO‒PG) / クレジットカード決済(SMBC‒
FS)

海外向け

PayPal / クレジットカード決済(ペイジェント)

配送プラグイン
国内向け

ヤマト運輸 / 佐川急便 / 日本郵便

海外向け

日本郵便（EMS / ePacket）

機能拡張性
Live Commerceのソースコードはコア本体、プラグイン、デザインテーマの3つの構成になっています。ビジネスロジックはコアとなる/application/ フ
ォルダ1つにまとめられています。このフォルダ内にあるソースはバージョンアップの対象になるため、機能を拡張したりカスタマイズする場合は、コアを
編集するのではなく、個別にプラグインを設計・実装することで高いメンテナンス性のあるEコマースアプリケーションを運用することができます。プラグ
インはWordPressのプラグインのように、フロントエンド、バックエンドの開発、実行フックポイントがコアソースと連動して動作させることができま
す。プラグインは単体でバージョンアップを行えます。プラグインの開発にはPHPおよびZend Frameworkでの開発経験が必須です。
デザインテーマ
デザインテーマとは、Live Commerceのカタログデザインの部分を表示しているテーマファイルのことです。テーマファイルは40画面43ファイルの構成
になっており、それぞれのテーマファイルにはHTMLタグと、プログラムを部分を表示するための関数が記述されています。テーマディレクトリ
は public̲html/resources/c̲media/以下のフォルダです。ウェブデザイナーはこのテーマファイルに記述されたHTMLタグ、CSSを編集することによって
独自のデザインを作成することができます。テーマの開発にはHTML、CSSの知識が必須です。
URL書式
Live Commerceは静的なURL書式です。URL内に＆や？は付与されず、/や.html形式となっております。
多言語サイトのURLは次の形式で表示が可能です。
（例）英語 http://www.sample.com/langauge/en
（例）中国語（簡体字） http://www.sample.com/langauge/zh
（例）中国語（繁体字） http://www.sample.com/langauge/zh‒TW
（例）日本語

http://www.sample.com/langauge/ja

ドキュメント
Live Commerceに関する運用・技術ドキュメントは次のサイトで公開しています。
http://doc.live‒commerce.com
開発サービス参考費用
配送プラグイン ： 60万円～
決済プラグイン ： 60万円～
上記に当てはまらないプラグイン ： 50万円～
デザインテーマの作成・コーディング ： 60万円～
プラグイン連携実績
PayPal、GPMメイペント、SMBCファイナンスサービス、ペイジェント、AsiaPay、Duty Calculator、ネクストエンジン、Locations、Google翻訳、
Bing翻訳、Amazon WEB API

