
ネットショップ業務を⾃動化
物流代⾏システム

ざっくりわかる概要資料



ミッション

物流危機からECの未来を守り、進化させる。

EC市場が成⻑する⼀⽅で、それを⽀える労働⼒は減り続けています。

物流危機によって、当たり前だったECの利便性が失われるかもしれません。

ロジレスは、LOGISTICS INNOVATION STARTUPとして、
物流危機からECの未来を守り、業界をテクノロジーで進化させます。
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LOGILESSは受注業務・在庫管理・出荷業務を⾃動化するシステムです。
LOGILESSと物流倉庫を利⽤することで、⾃動出荷が実現します。
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1. LOGILESSの5つの特徴
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特徴1︓受注業務と出荷業務の時間を短縮

LOGILESSなら受注から出荷までの基本的な業務の⾃動化が可能︕

受注業務・出荷業務を⼤幅に削減できます。

6



特徴2︓在庫調整が不要に

在庫情報を⼀元管理し、複数のモールやカートと倉庫の在庫情報を⾃動で更新します。

正確でリアルタイムな在庫管理が可能になり、ネットショップと倉庫間の在庫調整は不要になります。
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特徴3︓強⼒な⾃動化機能で複雑な処理にも対応︕

送り先によって
配送⽅法を変える
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⼀般的には再現のむずかしい、各ネットショップの出荷処理を⾃動化することができます。

商品サイズによって
配送⽅法を変える商品にオマケをつける



特徴4︓シンプルなシステム画⾯で操作しやすい

9
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ユーザー視点に⽴った、シンプルで利⽤しやすいシステム画⾯。
直感的でわかりやすいデザインのため、導⼊後でもすぐにお使いいただけます。



特徴5︓1つのシステムで⾃動化、だからコストが抑えられる

LOGILESSは受注から出荷まで対応︕さまざまなサービスを1つのシステムで使⽤できます。

システム連携の⼿間やシステム利⽤費をおさえることが可能です。
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さらに、コストが最適になる物流倉庫も紹介いたします

ご要望・状況をヒアリングした後、最適な倉庫をご提案します。
LOGILESSは物流代⾏サービスを提供しません。そのため、公正な⽴場で倉庫をご紹介できます。

既に倉庫が決まっている場合でもお気軽にご相談ください。
⾃動出荷のために、倉庫へのLOGILESS導⼊をご⽀援します。
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2. LOGILESSの機能



LOGILESSの3⼤機能「受注管理・在庫管理・⾃動処理」
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LOGILESSの機能【受注管理】

楽天市場、Amazon.co.jpなど※
国内主要モールとの連携に対応。

受注の取込、決済ステータスの連動、
出荷情報の反映が、すべて⾃動で⾏われます。

※対応モール・カートはP17をご参照ください
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LOGILESSの機能【在庫管理】

LOGILESSは、

・フリーロケーション管理
・出荷期限⽇（賞味期限⽇）管理
・ロット管理

などの在庫管理に標準対応。

アパレルからコンタクトレンズまで対応できる、
⾼度な在庫管理が実現します。
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LOGILESSは、

・フリーロケーション管理
・出荷期限⽇（賞味期限⽇）管理
・ロット管理

などの在庫管理に標準対応。

アパレルからコンタクトレンズまで対応できる、
⾼度な在庫管理が実現します。



LOGILESSの機能【⾃動処理(マクロ)】

「サイズに合わせて配送⽅法を変える」
「2個売れたからオマケをつける」

など、さまざまな条件に合わせて出荷指⽰を変
更するように設定できます。

これまで⼿作業で⾏っていたことが
システムで⾃動化できるようになります。
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対応モール・カート

受注 在庫

モール 楽天市場 〇 〇

Amazon.co.jp 〇 〇

Yahoo!ショッピング 〇 〇

Qoo10 〇 〇

au PAY マーケット（au Wowma!） 〇 〇

スーパーデリバリー (CSVのみ) 〇 〇

ネッシー 〇 〇

SHOPLIST 〇 〇

ベルーナ 〇 〇

※⼀覧に記載のないモール・カートでも、お好きなレイアウトのCSVで受注の⼀括登録が可能です。
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受注 在庫

カート ebisumart 〇 〇

EC-CUBE（2系/3系/4系） 〇 〇

カラーミー 〇 〇

Shopify 〇 〇

ショップサーブ 〇 〇

MakeShop 〇 〇

BASE 〇 〇

Bcart 〇 〇

FutureShop (CSVのみ) 〇 〇

EC Force 〇 〇



連携可能なそのほかのシステム

送り状発⾏ ヤマト運輸 B2 / B2クラウド

佐川急便 e⾶伝II / e⾶伝Pro / Biz-Logi

⽇本郵便ゆうパックプリントR

⻄濃運輸カンガルーマジック

福⼭通運 IStarX

エコ配エコプラス / エコプラスEC

ラストワンマイル協同組合

ship&co

顧客対応 メールディーラー

Re:lation

決済 NP後払い

後払い.com

スコア後払い

電算システム総合決済サービス
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3. 導⼊事例



導⼊実績
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導⼊企業は170社以上（2020年3⽉現在）

⽉間出荷件数が1,000から100万件まで、幅広い規模の企業さまに導⼊いただいております。



⾃動処理機能で出荷⾃動化率を70%に
アパレルを販売するE社は、複雑な処理が多く、1⽇1,000件以上の注⽂のすべてを⽬視で
チェックしていたが、LOGILESSの導⼊により⾃動出荷率70%を実現。
出荷指⽰を⾃動で倉庫に連携できるので、受注処理担当がいない⽇祝の出荷も可能に。

１

導⼊事例
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複数拠点出荷で配送費⽤の⼤幅カット
家電を販売するK社は、LOGILESSの導⼊により関東と関⻄の2拠点出荷をスタート。
全国への最適な配送が実現したため、⼀律関東から出荷していた際と⽐較して、
年間300万円の物流費⽤のコストカットを実現。

２

QR読み取り機能を活⽤して業務効率化
コンタクトを販売するM社は、QRコード読み取り機能を使い、⼊庫や検品時に
商品コードだけではなく、 ロット番号や利⽤期限の同時登録が可能。
これにより⼿動で処理していた検品作業の⼤幅時間短縮を実現。

３

１
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4. 料⾦・ご導⼊の流れ



利⽤料⾦
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出荷件数やオプションの有無によって価格が変わりますので、
詳細はお問い合わせください。

初期費⽤は無料です。
出荷件数に応じたリーズナブルな料⾦体系です。

⽉額基本料 ＋ 従量課⾦制



ご導⼊の流れ
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お客様のニーズを
ヒアリングいたします。

ニーズに合った
物流倉庫の提案や
システムの案内を
いたします。

担当のサポートの元、
システムの導⼊・設定
をしていただきます。

実際のシステムを
使ったテスト運⽤で
出荷できるか検証
していただきます。

問題がなければ、
実際に出荷を開始
します。

ヒアリング 提案・案内 テスト導⼊ 検証 本番運⽤



このような⽅はご連絡ください

お問い合わせフォーム

テストアカウントで
お試しいただけます︕

LOGILESSを導⼊した後の具体的な業務を知りたい

料⾦の⾒積もりが欲しい

もっとくわしく機能を知りたい

実際のシステムの画⾯を⾒たい
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https://www.logiless.com/apply/
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ネットショップ運営のお役⽴ち資料はこちら

【完全保存版】商品コードの作成法

【決定版】バックヤード業務を効率化する５つの⽅法

「⾃動出荷」を始めるための基礎知識

https://www.logiless.com/resources/wp-product-code/
https://www.logiless.com/resources/wp-5ways-backyard-work-efficiency/
https://www.logiless.com/resources/wp-basics-of-automated-fulfillment/


会社情報
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会社名︓

代表者︓

事業内容︓

設⽴︓

資本⾦︓

所在地︓

株式会社ロジレス

代表取締役 ⻄川真央

LOGILESSの企画・開発・運営・販売

2017年2⽉21⽇

150万円（資本準備⾦等を含む累計調達額5,000万円）

〒170-0005 東京都豊島区南⼤塚3-34-7

実績会社概要
スタートアップコンテスト
「IVS LaunchPad」「incubate camp 12th」
「B Dash Camp 2019 Fall」
に登壇

丸善⼤塚ビル 3F



メディア掲載
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物流ニッポン様
LOGILESSを紹介していただきました

(「受注・倉庫管理を⼀本化」19/3/15発⾏)

物流Weekly様
ECの労働⼒不⾜を補うシステムとして取り上げられました

(19/5/20・19/11/4発⾏)


