
ミライマーケット配送システム　

株式会社ミライマーケット

- 単一店舗型 -



株式会社ミライマーケット

□全国配送

□宅配 ・ テイクアウト販売

HP ・ ネットショップ開設に加えて、 宅配 ・ テイクアウト販売をかんたんに始められる
配送システムです。 事前注文による配達業務の円滑化や、 配達エリア ・ 時間帯な
ど自由に設定することでニーズを絞っての販売も可能になります。

配送エリア拡大

これまで福岡県内だったところを
全国へとエリア展開。

店舗の商品を全国どこでも
配送することが可能です。

これまで届かなかったお客様にも商品
の魅力を伝えることができます。

近距離配達をサポートするための機能があります。
配達エリア範囲は郵便番号から
自由に設定することが出来、

顧客データをサーバーで管理する事で、
端末一つでマップと連動した案内機能、

お客様不在時などの電話、配達状況の確認などの機能を
導入しています。

配達の手間を省く3つの機能

ミライマーケット配送システム機能概要 【単一店舗】



株式会社ミライマーケット

□電子化してコスト削減

□アナリティクスを用いた経営戦略

注文書・納品書が自動作成され
サーバ上で管理されているため
必要な時に印刷を行うことができる
受注業務・事務作業に掛かる
コストを削減できる

注文書

○○ 株式会社
○○ ○○ 御中

合計金額　￥○○○○ 

納品書

○○ 株式会社
○○ ○○ 御中

合計金額　￥○○○○ 

ユーザー セッション 直帰率 継続時間
○○ ○○ ○○% ○○分○○秒

カテゴリ別 ‒ 閲覧数

ユーザーを獲得している方法は？ セッション数 ‒ 地域別

現在のユーザー数

上位のアクティブページ

リアルタイムレポート

・野菜

・肉

・鮮魚

・刺身

・惣菜

○○受注時や納品時の事務書類をフォーマット化し
自動的にデータ作成することで、

紙 /人件費のコストを削減する事ができます。
また、Google アナリティクスを用いて

販売サイトの傾向、運営・集客のあらゆる課題を
把握することが出来、

新たな顧客獲得に期待できます。

コスト削減とニーズ分析

データ管理による紙のコスト削減



株式会社ミライマーケット

SHOP SHOP

ピークタイム
TAKE OUT DELIVERY

アイドルタイム

飲食店にて店員が 3人の場合の一例

お客さまの多い時間帯では
テイクアウト販売を導入して
混雑を避けるとともに
販売効率を上げる

お客さまの少ない時間帯には
2人が「店内対応」

1人が「宅配」のように
配送業者を利用せずに
デリバリー販売をおこなう

ー ネット事前注文のメリット ー

事前注文の締切時間を
自由に設定でき

日別で受注数を確認できるため
急な欠品の防止や

消費者ニーズの把握ができる

注文書・納品書が自動作成され
サーバ上で管理されているため
必要な時に印刷を行うことができる
受注業務・事務作業に掛かる
コストを削減できる

50m

事前注文時の配達エリア・時間帯・
件数を自由に設定できるため、
ニーズを絞っての販売を
行うことが可能に

自動車や自転車での
配達はもちろん

配達エリアを絞ることで
徒歩での配達も可能に

ー 自社での配達を実現出来る理由 ー
注文書

○○ 株式会社
○○ ○○ 御中

合計金額　￥○○○○ 

納品書

○○ 株式会社
○○ ○○ 御中

合計金額　￥○○○○ 

システムの活用例について



株式会社ミライマーケット

ドライバーサポートシステムについて

お渡し手続き

配送担当備考欄

お支払方法： ○○○

電話 地図

エリア A 担当ドライバー
20○○年○月○日（○）

　【○時～○時】
注文番号： ○○○○○○○

住所： ○○○○○○○
電話番号： ○○○○○○○○○

宛先： ○○ ○○様

〈 ボタンひとつでお客様に電話 〉
発信 000 0000 0000

キャンセル

〈 マップと連動した案内機能 〉

〈 配達状況の確認 〉

注文番号： ○○○○○○○
宛先： ○○ ○○様

注文番号： ○○○○○○○

全て

顧客データをサーバーで管理することにより
これらの機能を実現することが出来ます。

不在時など、お客様に連絡したいときに
すぐに直接、電話をかけることが出来ます。

サーバーを通してドライバーの配達状況が
誰でも確認できるため
配達トラブル等の防止につながる。

Google マップと連動し
サーバーに登録されている住所が
自動的に表示されます。
目的地を検索する必要がありません。



株式会社ミライマーケット
システム構成図 （ミライマーケット配送システム）

パソコン ・ スマートフォン

スマートフォン

コンサル管理システム データ処理

システムの推奨環境は次のとおりです。

パソコン スマートフォン

・Google Chrome（最新バージョン） ・iPhone：Safari（iOS バージョン10 以上）
・Internet Explorer（最新バージョン) ・Android：ブラウザ / Google Chrome （Android バージョン5.1.1 以上）

旧機種や一部機種、ネットワ ーク接続状況によっては、正しく表示、動作しない場合がございます。
入退勤管理システムでは、JavaScript、Cookie、SSLを使用しています。
これらの利用を制限している場合はサービスを正常にご利用いただくことができません。
ウェブブラウザの設定で有効にしていただきますようお願いいたします。
最新OS・ブラウザについては、順次検証を実施いたしますが、画面の一部が正しく表示されないことがございます。

動 作 環 境

管理者（店舗)

使用者（顧客)



株式会社ミライマーケット

機能一覧 （ミライマーケット配送システム単一店舗型）

機能概要機能名

商品設定

お知らせ設定

バナー設定 バナーの登録、 バナーの表示

商品情報登録、 商品情報表示

お知らせの登録、 お知らせの表示

会員情報の管理、 注文状況の管理

店休日、 配送休みの登録

注文におけるエリアや人の統計情報

YouTube , Instagram , LINE@ など

会員 ・ 注文管理

休日設定

統計情報

SNS 連携

項番

1

2

3

4

5

6

7



株式会社ミライマーケット

※価格は税抜き価格となります。

ミライマーケット配送システム　価格表 【単一店舗】

内訳詳細項目分類

基本動作機能

配達機能

テイクアウト

納品書作成

全国発送

独自ドメイン設定、 ロゴ作成
基本データベース作成、 サーバー設定費

お客様のご要望に応じてカスタマイズを行います。
その際の価格は要相談となります。

ドライバーナビ機能、 電話機能

テイクアウト機能、 時間指定

自動納品書作成

全国発送機能

必須

必須

必須

必須

オプション

必須

その他 要相談

¥1,000,000

¥300,000

¥300,000

¥300,000

¥300,000

金額

miraimarket
取り消し線



※価格は税抜き価格となります。

株式会社ミライマーケット

ミライマーケット配送システム　管理費 【複数店舗】

サーバー費用

細かな修正など、 管理枠内で対応します。

必須

オプション

内訳項目

システム管理費

システム管理費＋補修込み

¥20,000

¥40,000

金額分類




