
ECオープンプラットフォーム
EC-CUBEのご案内



オープンなテクノロジーとコミュニティで
みんながワクワクするショッピング体験を創り出す

EC-CUBEは、オープンなテクノロジーとコミュニティで
ショップオーナーのやりたいに応えるECオープンプラットフォームです。

MISSION



EC-CUBEは17年の歴史を持つロングセラーカート
日本で一番選ばれ続けているECオープンソース※1です

※2 出典：ECマーケティング株式会社「ネットショップ動向調査〜小規模/大規模ネッ
トショップ〜 月商1000万円未満/１０００万円以上のそれぞれのWeb担当者に聞い

た！現在使っているカートシステムの満足度は？」

推定稼働店舗数 35,000店舗以上

全Verプラグイン数 1,300点以上

登録パートナー企業 1,700社以上

開発コミュニティ登録数 48,000名以上

全国ユーザーグループ 8地域

※各数字は2021年1月時点での集計数となります

※1 独立行政法人情報処理推進機構「第3回オープンソースソフトウェア活用ビジネス実態調査」による

EC-CUBEは、EC構築パッケージを誰でも利用・改変できる「オープンソース」として公開しております。
17年の歴史を持つECオープンソースとして日本で一番選ばれ続けているロングセラーカート。

月商1000万円以上の
ネットショップ利用数でもNo.1※2

EC-CUBEの魅力

https://www.ecmarketing.co.jp/contents/archives/1045
https://www.ecmarketing.co.jp/contents/archives/1045
https://www.ecmarketing.co.jp/contents/archives/1045
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EC年間推定流通総額 2,100億円超え 
さらなる成長を続けるEC-CUBE

EC年間推定流通総額



EC構築の方法とEC-CUBEがおすすめな理由

スクラッチ・パッケージ型（高カスタマイズ・高コスト）
ゼロから、もしくはある程度決まったシステムを元に、要望に合わせ
た形でカスタマイズする型。既存システムとの連携やきめ細かい機能
カスタマイズの対応が可能な反面、システム費用や時間コストが膨大
にかかるため、スモールスタートには適さない。

ハイブリット型（高カスタマイズ・低コスト）
カスタマイズの柔軟性をもったパッケージを、EC-CUBEはオープン
ソース(無料)として提供することにより、高カスタマイズでありなが
ら低コストを実現。スモールスタートでの利用も可能なうえ、フェー
ズに合わせた機能拡張ができるハイブリット型として他にはない立ち
位置を確立。理想を形にできる人気のロングセラーカート。

モール型（低カスタマイズ・高コスト）
顧客がすでにいるモール型、一店舗として出店する形になるため、価
格競争になりやすく、オリジナル商品は特徴を出しにくい。
顧客獲得の観点からは、複数のモールへ出店するケースが多いが、
販売手数料などランニングコストが高い。

ASP型・インスタント型（低・中カスタマイズ・低コスト）
最近増えている、機能は最小限に絞ったインスタントカート型や、
拡張オプションと業界に特化したカスタマイズが可能なASP型。
型が決まったECサイトのスモールスタートには最適。



インスタントカート
 　・無料ですぐ始められる

 　・運営者にデザインやシステムのスキルが不要　

 　・決済サービスが限定的、料率が高い

 　・出荷関連機能が弱く企業レベルの運用に適さない

ASP
 　・初期・月額費用が安い

 　・短期での立ち上げが可能

 　・拡張性が低い

 　・カート以降は独自ドメインではなく、分析できない

有償パッケージ
 　・充実したEC機能

 　・整ったサポート体制

 　・初期、月額費用が高い

 　・カスタマイズ費用が高い

スクラッチ  　・すべての機能を独自開発にて実現可能

 　・初期、月額費用が最も高い

 　・ベンダー依存

 　・セキュリティ面も含めて考慮する必要あり

EC-CUBE
 　・国内25社の決済サービスからの選択

 　・扱える会社が多くベンダーロックされずらい

 　・必要な機能をカスタマイズで追加可能

 　・有償版と比べると基本機能が少ない

　 ・ 運営(構築担当)者にデザインやシステムのスキルが必要

◎メリット △デメリット

他カートやサービスとEC-CUBEの違い



新規構築・リニューアルや運営時のサービス選定等のご相談窓口

EC-CUBEアドバイザー相談（無料）

ECカートの選定や、新規構築・リニューアルのパートナー探し、また、サイト運営時の集客や

売上アップなどの各施策等にお悩みの方は、「EC-CUBEアドバイザー」までご相談ください。

パートナーやサービスの選定、依頼方法等アドバイスいたします。 

30分ほどお時間をいただき、事前予約の個別オンライン対応でご案内中です。 

https://www.ec-cube.net/advisor/ 

 
※制作会社のご紹介については、EC-CUBEの公式のパートナー「インテグレートパートナー」に限定して募集できる、EC-CUBE特化型

マッチングサービス「ADHOOP（アドフープ）」をご利用いただけます。  

アドフープ：https://www.ec-cube.net/adhoop/  

 

ご相談内容のご紹介
新規構築・リニューアルのご相談の他、

ショップの成長にあわせて保守先のベン

ダーを公式のパートナーに変更したいと

いったご相談や、集客・売上アップのた

めにどんなことをすべきかといった運営

フェーズのご相談もいただいています。

まずはお気軽にご相談ください。

https://www.ec-cube.net/advisor/
https://www.ec-cube.net/adhoop/


ポイント

01
変動費の抑制
実店舗ビジネスとECビジネスではコストの考え方も異なります。コスト構造を理解した上で、
EC構築システムのコストを把握し、メリットとリスクを考慮し選択することが重要です。

継続性
ECシステムの平均利用期間は5年間といわれていますが、システムのリプレースには様々なリスク
が伴います。起こりうるリスクを想定した上で、中長期的目線をもってECを構築することが重要
です。

EC構築の3つのポイントとEC-CUBEの強み

ポイント

02
ポイント

03

運用の重要性
構築してからがスタート。運用はECの土台です。EC運用と一様に言っても、実際は会社により
様々。使っているシステムも体制も社内ルールも異なります。自社に最適な運用を構築しない
と、運用に時間がとられ、売上アップ施策に時間がとれないといったことも多々でてきます。



01.変動費の抑制｜EC構築の3つのポイントとEC-CUBEの強み

プラン 売上手数料 備考

ダウンロード版 無料 導入決済プラグ
インに順ずる

サーバ・保守メンテナンス費
用など、自社負担

売
上
の
内
訳

広告・販促費

決済手数料

管理費

物流費

商品原価

システム利用料

※クレジットなどの決済手数料は、決済会社へ別途お支払いとなります。

システム利用料のコスト目安は売上高の５％以内が目安

■ EC-CUBEの 売上手数料

商売の基本である利益率の確保。ECビジネスでは変動費率のコントロールがポイント。
小規模向けEC構築サービスを切り替える理由の多くは、売上の成長に対してシステム利用料の比率が大きくなっ
たため。売上が小規模のうちは変動費であることにメリットがあるが、成長してくるほど変動費がネックになっ
てくる。EC-CUBEなら小規模のうちは変動費で対応し、売上が成長した時期には固定費へと切り替えられるた
め、利益の確保がしやすい。

粗利



02.運用｜EC構築の3つのポイントとEC-CUBEの強み

ECサイトで売上を上げるには、EC運営業務である「バッグエンド業務」を効率化し、売るためのマーケティン
グ活動である「フロント業務」にどれだけ注力できるか？にかかっています。
バッグエンド業務を効率化するために、自社の基幹システムと自動連携させたり、サービスやオペレーションに
合わせたECシステムを構築することが重要です。

ECシステムと基幹システムを
自動連携し運営業務を効率化

売るためのファン作り
マーケティング活動に注力

EC-CUBEなら高いカスタマイズ性で、貴社のサービス・仕組みに合わせた業務設定が可能

売るためのマーケティング活動フロント業務

販促・集客・プロモーション・分析
サイトデザイン・キャンペーン・企画

日々のEC運営バックエンド業務

販商品登録・在庫管理・受発注・配送・
顧客管理・顧客対応・売上管理

注力ポイント 注力ポイント

基幹システムや在庫システムへの
自動連携が可能

多種多様なプラグインで
売れる仕組み作りが可能

既存のオペレーションに合わせた
設計で業務効率化が可能



03.継続性｜EC構築の3つのポイントとEC-CUBEの強み

継続性の課題 EC-CUBEの強み

情報資産の継続

例えば顧客情報。新規顧客の獲得は既存の5倍かかるといわれるように、
既存顧客のデータは、販促や商品開発に活かせられる重要な資産となり
ます。
モールでは情報資産の持ち出しが厳しく、ASPサービスでもシステム移
行タイミングで顧客情報を引き継げず失ってしまうこともあります。

データベースレベルで自由に情報を扱え
るため、バージョンアップや環境移行を
続けても自社のデジタル資産として育て
ていけます

デジタル資産の継続

商品ページやコンテンツは貴重なデジタル資産。システム移行で、URL
が変更されたり、コンテンツが無くなり、サイト流入数が激減というこ
とも少なくありません。URLが継続して維持できるかも重要な観点で
す。

リニューアル時も過去のURLを維持した
リダイレクト設定が可能です

システムの継続

EC運営には基幹システムや物流システムなど自社の既存システムとの連
携が求められることも多くあります。とりあえず初めてみたECサイトが
売れてきたものの、既存システムと連携できないために結局どちらかの
システムを作り直すことも少なくありません。

WebAPIだけでなくカスタマイズによっ
てどんな既存システムとの連携も自由自
在。メンテナンスを続けながら10年以上
運用されている事例もあり、他システム
の入れ替えがあっても継続運用可能なシ
ステムとなります。



ホスティング・インテグレート・アライアンスパートナー、それぞれのパートナーがあなた（店舗）を支えます。

ホスティングパートナー
https://www.ec-cube.net/partner/search.php

インテグレートパートナー
https://www.ec-cube.net/integrate/partner

アライアンスパートナー
https://www.ec-cube.net/product/alliance.php

EC-CUBEをインストールする
環境やサーバーをご提供
導入障壁を下げ、ショップ開
店を支援

現在：6社

EC-CUBEにおけるEC構築ソ
リューションをご提供
全国の制作会社・開発会社がサ
イト構築・運営を支援

現在：172社

EC-CUBEストアでサービスと連
携するプラグインをご提供。利用
希望店舗がプラグインを通じてす
ぐに利用できるよう支援 
 
現在：23社 

コミュニティ／パートナーについて

https://www.ec-cube.net/partner/search.php
https://www.ec-cube.net/integrate/partner
https://www.ec-cube.net/product/alliance.php


コミュニティとは：EC-CUBEに関わる有志の集まり。人と人のつながりで生々しいリアルな情報を得れる

オープンなテクノロジーであるが故に開発者がイーシーキューブ社以外にも多数。
現在48,000名以上の登録者。ページビューは平均93,000PV/月（2020年時点）
日本トップクラスの開発コミュニティサイト。知りたいことをすぐに聞ける場として
ご活用ください。

コミュニティ／パートナーについて

ユーザーグループ：全国８地域

現在、北海道・千葉・東京・名古屋・関西・中国/四国・九州の８地域で有志によるEC-CUBEユー
ザーグループがあり、オンラインとオフラインで情報交換や勉強会を実施。繋がり仲間が見つけ
る場として、ご活用ください。

開発コミュニティ
https://xoops.ec-cube.net/

https://xoops.ec-cube.net/


プラグイン・デザインテンプレートについて

※2021年3月のオーナーズストア最新 4系プラグイン販売数です。過去バージョン含めると 1300以上存在します。

拡張プラグインやデザインテンプレートで、本格的なネットショップも実現可能

プラグイン・デザインテンプレートを活用する事で開発・制作コストを押さえ、

こだわりや販売スタイルに合わせた複雑な機能も短時間で実現可能です。

公式オーナーズストアでは、有料・無料合わせ370種類※以上の拡張プラグインが販売されており、

人気やニーズに沿ったプラグインが、日々追加・更新されています。

人気プラグイン紹介

商品オプション
プラグイン

メールテンプレート登
録プラグイン

配送方法設定拡張
プラグイン

運送会社連携
プラグイン

【簡単ページ追加】
taba app CMSプラグイン

定休日カレンダー
プラグイン

人気デザインテンプレート紹介

デザインテンプレート  
No.JEIA4006

デザインテンプレート  
No.HF4002

デザインテンプレート  
No.JEIA4005

デザインテンプレート  
No.SS4002

デザインテンプレート  
No.HF4001

デザインテンプレート  
No.HF4001



BtoC事例ご紹介

フライパン物語様　https://frying-pan.jp/

⾼品質のフライパンを直接、こだわりのあるお客様に販売したいとの想いから、EC-CUBEでサイトを⽴ち上げ、卸からD2C
へ、お客様に寄り添う新ブランドの構築に成功。材質→サイズ→内⾯加⼯→外⾯カラー塗装→持ち⼿→名⼊れの順で、⾃分だ
けのこだわりがつまったフライパンを購⼊できるようにカスタマイズされ、サイトを訪れた⽅が、どんなフライパンができあ
がるのかイメージしやすいよう、世界観にこだわったサイトとなっています。

輸⼊壁紙専⾨店 WALPA様　https://walpa.jp/

世界各国から輸⼊した、他店では⾒られないデザイン性の⾼い壁紙を集め、お客様が「まるで⼿に取って検討できるようなリ
アリティ」を感じられることを追求して、カスタマイズを重ねられています。実店舗とオンラインショップで販売開始のタイ
ミングを合わせるような施策も実施されており、現在は、販売数を⾶躍的に伸ばすことができたそうです。

国内最大級の結婚式アイテム・ギフト通販サイト PIARY ピアリー様　https://www.piary.jp/

数年に渡りカスタマイズが重ねられて超多機能になっていた旧サイトを引き継ぐ形でのリニューアルを実施。
セット商品からさらに商品を選択できる機能や購基幹システム連携・印刷システム連携など、数々の独自カスタマイズを搭載
されています

https://frying-pan.jp/
https://walpa.jp/
https://www.piary.jp/


BtoB事例ご紹介

ほしい!ノベルティ様　https://www.shop-stationery.com/

各種イベント用のノベルティ販売サイト。
ノベルティ業界のECサイトとして、「自動見積機能」「納品までのスケジュール概算機能」「予算でピタッと君」など、いく
つもの新しい試みを先駆けて仕掛けられています。

便利な店舗受取で50万アイテム以上の品揃え。職人さんのため通販サイト プロサイト様　https://pro-site.shop/

現在は、80万点以上の商品数に対応した他、内部検索にサジェスト検索を実装し、ピンポイントで商品検索できるようUIを向上。
店舗受け取り機能も実装されている他、[バックエンドにはECCUBE APIを導入し、受注・出荷のAPI連携を実装した他、外部の在
庫システムとも連携されています。

業務用食器の「食器プロ.com」様　https://shokki-pro.com/

10万点以上の商品数に対応した、業務用食器のBtoB、BtoCサイト。
商品をカートに入れることで、見積もりの発行をマイページから行えるようにカスタマイズされた他、領収書、請求書発行に
も対応。また、数万点の商品登録をCSVで行う際、バックグランド上で商品登録プログラムが走る仕様にするなど、運営側の
負荷を下げる運営者様向けのカスタマイズも多数実装されています。

様々な業種の品質を検査分析。検査分析の総合受託サイト「分蔵検蔵」様　https://bunzo-kenzo.com/

「あらゆる業種の検査分析ニーズにワンストップ・ワンプライスで対応する」をコンセプトに、アナログ発注でFAX・電話受
注がメインだった業務フローから改善。
受付される企業様側も、探されるお客様側も、依頼までの時間を大幅に短縮できるサイトになりました。

https://www.shop-stationery.com/
https://pro-site.shop/
https://shokki-pro.com/
https://bunzo-kenzo.com/


EC-CUBE 特徴・機能紹介



EC-CUBE標準機能

EC-CUBEフロント機能

・TOPページ
・商品一覧ページ
・商品詳細ページ
・店舗紹介ページ

・カート機能※1

・マイページ（会員登録機能）
・お気に入り機能

EC-CUBE管理機能

・売上受注状況確認
・商品管理
・カテゴリ/タグ管理
・規格管理
・受注管理
・会員管理

・レイアウト/ブロック/ページ管理
・HTML/PHP/CSS/JSエディタ機能
・管理メンバー管理
・各種CSV登録/出力
・プラグイン拡張機能

・特定商取引ページ
・個人情報保護ページ
・お問い合わせフォーム

※1 クレジット決済などはプラグインの導入が必要になります

・店舗設定
・支払/配送/税率設定
・メール設定
・新着情報管理
・ファイル管理

ECに必要な機能は、無料の範囲で揃っています！ 

税率対応 

デザイン管理

複数お届け先

管理者登録 

マルチデバイス 

売上げ集計 

帳票出力  

メルマガ配信



EC-CUBEのカスタマイズ性

自由なカスタマイズ性で、貴社の独自の仕組みに応じた機能実現が可能です

カスタマイズをすれば、オンライン予約やカスタムオーダーなど、ASPサービスでは実現できない様々な販売形態のサイト

を作ることもできます。 

さらに、物流・決済・広告などネットに留まらないリアル領域の各種EC周辺サービスとの無限の組み合わせによって、独自

のショッピングプラットフォームを構築することができます。

B2B 特定の会社（会員）のみが閲覧できるよう設定したり、会員に応じて割引率を変更する
といったカスタマイズを行うことができます

基幹システム
在庫システムとの連動

各システムに合わせた設定を行い自由に連動させることができます

定期機能 決済代行会社のシステムと連携し、定期的に配送を行うことができます

集客 サイト上で販売している商品をGoogleショッピングに簡単に表示することができます



オープンソースの優位性

オープンソースの優位性  

オープンソースはすべての方がプロダクトの改善に関わることが

可能です。 

エンジニアの方だけでなく、ショップ運営者の方、デザイナーの方

など、EC構築・運営に関わる多くの方々のフィードバックをいただ

くことで、よりプロダクトを進化させることが可能です。

ECにおけるスマホ対応のニーズが高まっていた際にはいち早く

外部の開発者によりスマホ対応が実現され、EC-CUBE本体への

取込が実施されました。

現在も月平均43件の改修内容が取り込まれています。



費用はいくらかかるの？

初期カスタマイズ費用 月額費用

〜100万円 〜10万円

主なカスタマイズ内容

・デザインテンプレート
・プラグインによる機能拡張
・CSV出力カスタマイズ
・サーバ構築

費用目安：サイト売上300万円〜/月の場合

初期カスタマイズ費用 月額費用

500〜1,000万円 15〜20万円

主なカスタマイズ内容

・デザインカスタマイズ
・プラグインによる機能拡張
・機能カスタマイズ
・基幹連携
・サーバ構築

費用目安：サイト売上1,000万円〜/月の場合



EC-CUBEなら、プロジェクトの規模に合わせて最短で始めるスモールスタートから、
大規模改修による長期プロジェクトまで実現可能。

サイト構築期間の目安

構築期間

最短 サイト構築期間：2週間～1ヶ月

最長 サイト構築期間：6ヶ月～

決済審査 審査期間目安：2週間～1ヶ月



わたしにとって何がいいの？

経営者
「長期的な費用対効果の高さ」

マーケティング担当者
「変化の早いWebマーケティングに最適」

サイト運営担当者
「システム連携で受発注業務を効率化」

低コストでスタートでき、事業規模にあわせて
機能追加やカスタマイズすることができ、リ
ニューアルコストを削減することができるた
め、長期的な費用対効果が高い。

ベースがオープンソースであることや、プラグ
インが豊富にあり、システムとしてカスタマイ
ズ性が高いことは、変化の早いWebマーケティ
ングにおいて重要。

業務負荷軽減、スムーズな運用
業務が一気に楽になりました！
 - FAXで受けていた注文がWEBに。
 - カタログでの一括注文が可能に。
 - 帳票などの発行が楽に。



業界 アパレル・
ファッション

食品・飲料 化粧品・
理美容品

インテリア・
日用品・雑貨

家電・パソコン 車・バイク 健康

登録数 746件 636件 316件 225件 93件 70件 26件

代表事
例紹介

chatoran
礼服・喪服・留袖・
モーニングのレンタ
ル専門店。サイズの
絞り込み検索や、直
観的なナビで欲しい
商品をすぐに見つけ
られ、オプションも組
み合わせると、特別
なシーンに必要なも
のがすべて揃います

WINE BLEND 
PALETTE
一部のブレンダーし
かできなかった “アッ
サンブラージュ ”を誰
でも体験できるよう
サービスを開始、ワ
インを“自分自身で創
る”という新しい楽し
み方を提供中です

mogans
シャンプー等の「定期
購入」についていち
早くシステムを導入。
また、購入金額に合
わせてのランクアップ
など、リピーターの方
に喜んでいただける
施策を積極的に実施
されています

remy
オンラインショップの
機能に加え、レシピ
やコラム・独自のクー
ポン機能や食べ物の
日カレンダーなど、利
用者の方に楽しんで
いただくための機能
が随所に盛り込まれ
ています

カメラクルー
オフィスエア株式会
社様が運営するカメ
ラレンタルサービス。
レンタル機能やオプ
ション機能、ブログ機
能がカスタマイズさ
れ、最新のカメラを手
軽にレンタルできま
す

除雪機レンタル

どっとねっと
従来のフォームでの
レンタル受付から、顧
客管理と決済搭載の
ため、EC-CUBEへ変
更。商品点数が少な
く単品通販に近い形
のため、TOPをLPと
してシンプルに見せ
ています

"着る岩盤浴" BS
ファイン 公式通販

サイト
加茂繊維株式会社
様が運営する公式
ECサイトEC-CUBE
をベースに、外部シ
ステムとの連携や商
品の在庫・出荷周り
の自動化を行うこと
で運用の効率化を実
現されました

EC-CUBEにお寄せいただいた構築事例の業界別一覧

※以下「業界別一覧」以外に、「その他」として登録されている事例が1,164件。

カスタマイズが柔軟にできることから、ニッチな商材・売り方にも幅広くご利用いただいています。

https://www.ec-cube.net/product/cases/detail.php?id=3660
https://www.ec-cube.net/product/cases/detail.php?id=4163
https://www.ec-cube.net/product/cases/detail.php?id=4163
https://www.ec-cube.net/product/cases/detail.php?id=3578
https://www.ec-cube.net/product/cases/detail.php?id=4152
https://www.ec-cube.net/product/cases/detail.php?id=4015
https://www.ec-cube.net/product/cases/detail.php?id=3741
https://www.ec-cube.net/product/cases/detail.php?id=3741
https://www.ec-cube.net/product/cases/detail.php?id=4076
https://www.ec-cube.net/product/cases/detail.php?id=4076
https://www.ec-cube.net/product/cases/detail.php?id=4076


業界 書籍 スポーツ用品 芸術 旅行 エンターティメント キッズ＆ベビー ペット

登録数 13件 17件 12件 9件 17件 8件 6件

代表事
例紹介

協友印刷　おまか

せできる冊子印刷

見積もりPDFのダウ

ンロードや、マイペー

ジでお客様と密なや

りとりを行える掲示板

機能など、冊子印刷

の発注に慣れていな

い方に向け、専門用

語や専門知識が不

要で、誰でも簡単に

注文できる冊子印刷

ECサイトを構築され

ています

岸和田スポーツ 
Kemari87
関西最大級のサッ
カー＆フットサル専
門店で、複数のモー
ルや実店舗も持たれ
ているKISHISPO（キ
シスポ）Kemari87の
公式ストア。実店舗
の在庫確認やポイン
ト連動など、様々なカ
スタマイズを搭載さ
れました

DECO Clay 
Craft Academy
特別な粘土を使った
新しいタイプの粘土
工芸のお教室。業務
効率化や会員の満
足向上のため
EC-CUBEを基幹シ
ステムとしてデータを
集約し、各お教室と
本部の取引機能を開
発されています

キャリスト
スーツケース収納
サービス・キャリスト
のサービスサイト。シ
ンプルな1ページだけ
のLPで注文まで行え
るようにカスタマイズ
され、初めての方に
もわかりやすい導線
となっています

にっぽん てならい

堂
「つくり手から五感を
使って学ぶこと」をコ
ンセプトとした各種体
験・ワークショップの
申し込みをすること
ができます（オンライ
ンでも実施中）

雛人形ひととえ
「世界にひとつだけ
のお雛様を」のキャッ
チフレーズに、自分
のお子様のためだけ
の雛人形を作れるサ
イトとして制作、プレ
ビューを確認しながら
自由な組み合わせが
可能です

560SHOPPING
月額会員制の ECサ
イト。会員登録時に
入会費を徴収し、ま
た月額利用料を継続
課金する仕組みを実
装されている他、退
会や購入数の制限な
どのカスタマイズを搭
載されています

※以下「業界別一覧」以外に、「その他」として登録されている事例が1,164件。

カスタマイズが柔軟にできることから、ニッチな商材・売り方にも幅広くご利用いただいています。

EC-CUBEにお寄せいただいた構築事例の業界別一覧

https://www.ec-cube.net/product/cases/detail.php?id=3946
https://www.ec-cube.net/product/cases/detail.php?id=3946
https://www.ec-cube.net/product/cases/detail.php?id=4023
https://www.ec-cube.net/product/cases/detail.php?id=4023
https://www.ec-cube.net/product/cases/detail.php?id=4042
https://www.ec-cube.net/product/cases/detail.php?id=4042
https://www.ec-cube.net/product/cases/detail.php?id=4141
https://www.ec-cube.net/product/cases/detail.php?id=3883
https://www.ec-cube.net/product/cases/detail.php?id=3883
https://www.ec-cube.net/product/cases/detail.php?id=4073
https://www.ec-cube.net/product/cases/detail.php?id=3542


決済はどうしたらいいの？

豊富に決済プラグインを用意しております

プラグインごとに対応している決済方法や手数料が異なりますので、運用に応じてお選びいただけます

EC-CUBEの開発元が提供する決済プラグイン

EC-CUBE開発元提供サービスだからこそ実現できた、豊富な機能をそろえています。

2クリック決済や、 EC-CUBE管理画面との連携、店舗様の売上にあわせたお得な料金プラン

など、EC-CUBE開発元の提供サービスだからこそ実現できた、豊富な機能をそろえておりま

す。

EC-CUBEペイメント(公式)がおすすめ



セキュリティは大丈夫なの？

脆弱性リスト/セキュリティチェックシートを公開

すべてのバージョンにおいてセキュリティアップデートを実施しており

脆弱性が発覚した時点で、本体のアップデートとパッチ提供を実施しております

これまでの被害事例や、適切に運用いただいているサイトの事例を元に

EC-CUBEを適切に設定できている指標としてセキュリティチェックシートを公開しております

セキュリティ専門企業による無料セキュリティ診断提供

セキュリティ専門企業と連携し、 EC-CUBEに関する無料セキュリティ診断を

ご提供いただいております。ご自身でのチェックが難しい場合はご活用ください。

公式WAF「EC-CUBE KEEPER with GUARDIAX」の提供

EC-CUBE本体・無料セキュリティ診断を含む数多くの脆弱性診断結果や

WAFのノウハウを結集し、一般的な不正攻撃からだけではなく

EC-CUBEに特化した攻撃からもサイトを守ります。



セキュリティは大丈夫なの？

EC-CUBEのバージョンアップ対応
セキュリティ対策として、EC-CUBEのバージョンアップのタイミングで第三者によるセキュリティ試験を実施しております。その

他、オープンソースとして有識者によるチェック・フィードバック反映も行っております。

ダウンロード版

ご担当者様で以下の対策を実施ください
 ・安全に運用してもらうためのセキュリティチェックリストの確認
 ・セキュリティ専門企業による無料セキュリティ診断／有料でのセキュリ
ティ診断
 ・EC-CUBE公式WAF「EC-CUBE KEEPER with GUARDIAX」のご利用



競合比較

EC-CUBE A社
(大手モール)

B社
(低価格カート) C社

初期費用 無料 60,000円〜 無料 300万円〜

月額費用 無料 19,500円〜 無料 30万円〜

決済手数料 別途契約 2%〜7% 3% 0

商品点数 無制限 5,000-20,000 1日登録上限1,000 無制限

機能カスタマイズ ◎ △ ✖ 別途費用

デザイン ◎ △ ◯ 別途費用

基幹システム連携 ◎ ✖ ✖ 別途費用

独自ドメイン ◯ ✖ △ ◯

EC-CUBEのカスタマイズ性は、数百種類以上のプラグイン(無料・有料)での拡張だけでなく、他社では触れないコードまで改変可能。
デザインも同様にカートや管理画面まで自由に編集可能となります。



■開発コミュニティ 
構築時の相談や質問、バグ報告などユーザー同士の交流の場

■ユーザーグループ 
全国のユーザーグループごとのFacebookページやイベントにて、情
報交換が行われています。

さらに情報収集をされる方は、以下をご参照ください。

 ■EC-CUBEの構築事例

 2000件以上の事例を、ファッション・食品・美容などのカテゴリ別にご紹介しています。

 ■EC-CUBE公式メルマガ・Twitter・Facebook

リリースやイベント情報などの最新情報や、お役立ち情報をお伝えしています。

 ■よくあるご質問サイト

 本体やプラグインなど内容別に、EC-CUBEについてのFAQをご紹介しています。

 ■EC-CUBEアドバイザー相談 　

サイト立ち上げはもちろん、サイト立ち上げ後のマーケティング領域のご相談もぜひお寄せください。
EC-CUBEアドバイザーが、パートナーやサービスの選定・依頼方法をアドバイスします。

■開発者向けドキュメント  
EC-CUBEのシステム仕様やインストール方法を公開しています。

■EC-CUBE本体開発用 Slack 
EC-CUBEの開発の意見交換や情報交換用のため開設されたチャンネル
です。

https://xoops.ec-cube.net/
https://www.ec-cube.net/news/#events_information
https://www.ec-cube.net/product/cases/backnumber.php
https://www.ec-cube.net/mail/
https://twitter.com/ec_cube
https://www.facebook.com/eccube
https://support.ec-cube.net/hc/ja/
https://www.ec-cube.net/advisor/
https://doc4.ec-cube.net/
https://github.com/EC-CUBE/ec-cube/issues/2099


会社名 株式会社イーシーキューブ

代表者
代表取締役 会長 岩田進
代表取締役 社長 金陽信

事業内容 ECプラットフォームの開発・提供等

設立 2018年10月01日

資本金 30,000千円

主要株主 株式会社イルグルム 

所在地 大阪府大阪市北区梅田 2-2-22

役職員数 17名（2021年1月 現在）

会社概要



登録組織
株式会社イーシーキューブ
〒530-0001大阪府大阪市北区梅田 2-2-22

登録範囲
ECオープンプラットフォームの開発
およびクラウドサービス提供

登録番号 IS 749589 

適用規格 ISO/IEC 27001:2013 ／ JIS Q 27001:2014

登録日 2021年09月01日

審査登録機関 BSI グループジャパン株式会社

ISMSの認証取得について

IS 749589 / ISO 27001

株式会社イーシーキューブは、国際規格に基づく情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証を
取得しています。


