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はじめに
GetSetのサービスカタログをご覧頂きありがとうございます。
GetSetはWEBシステムを中心にECパッケージ開発を主力として
ソフトウェア開発を行っているソフトウェアハウスです。
プロジェクトに応じ、数名〜数十名の開発チームで
ソフトウェア開発を行っております。
高スキルで経験豊かな3名〜5名程度の少数での開発を得意と
しております。大規模プロジェクトをお受けする際には、幹事と
なる提携法人を立てることにより、お客様にご安心してお任せ
頂ける体制を作って参ります。

参考価格について
「結局いくらかかるの？」
システム開発の御見積もりは、様々な条件に影響され、なかなか定まりにくいものです。
サービスカタログのなかで最終的な価格をご案内差し上げることは困難なのですが、
ご参考
までに価格帯を提示いたしております。
システム開発は機能を追加していけば青天井であり、記載のあります価格帯から上下することも
ままあるのですが、価格帯の幅が広いサービスほど価格が上下しやすい、
とお考え頂き、一つの
目安としてご参照下さい。
特殊な機能を想定しなければ「概ねこのぐらい」
という最もありそうな価格を参考価格各項目に
カッコ付きで記載いたしておりますので、併せてご参照下さい。

請負案件のみに関わらず、
レベニューシェアでの開発や企画
段階からのシステムコンサルまで幅広くお受けしております。

WEBシステム開発
WEBブラウザを使用して操作するシステム全般を開発
いたします。
ネットショップや企業内ポータル、
メディア
サイトのような形態のシステムが該当し、以下のような
アプリケーションになります。

EC運営サイクルをトータルサポート

SEO/SEM
ランディング

EC構築

・ネットショップ（ECサイト）
・ERP（企業資源計画）
アプリケーション
・CRM（顧客関係管理）
アプリケーション
・人事給与管理アプリケーション

Plan

Do

Act
Check
アクセス解析
コンバージョン取得

ECサイト構築
ECサイトでお困りの点はありませんでしょうか？
・アクセスはあるのに購入に結びつかない
・決済方法を追加したい
・色/サイズ別に商品を管理したい
・商品出荷指示、帳票発行までワンストップで管理したい
このようなことにお困りであれば、ECサイト構築経験豊富な
GetSetにお任せ下さい。
ECサイトを訪問して下さるお客様をいかにご購入にまで
結びつけるか、
という点に注力し、開発を行っております。
ECサイトのプロモーション成果を客観的に評価できるよう、
アクセス解析ツールの導入もお勧めしております。
無料の高機能なアクセス解析ツール「Google Analytics」の
Eコマース機能導入のご相談を頂くことが多くなって参り
ましたが、従来のGoogle Analyticsに比べ、若干設定が難しい
こともあり、導入を躊躇されるお客様がおられるようです。
Google AnalyticsのEコマース機能を使用すると、
・どの商品が一番売れているか
・売上の高いユーザはどこからサイトに訪問しているか
といった多様な分析が可能になります。
この機会に様々な切り口から多様な分析が可能になる
Google AnalyticsのEコマース機能導入もご検討下さい。

NOTE
ECショップの新規構築やリプレースの際には、客観的な根拠のある、合理的な画面構成
（インターフェース）を設計することで、サイト訪問者をご購入に結びつけやすくなります。
具体的には以下のような点を重視し、インターフェースや例外処理を設計します。
・ページ階層
・購入までの所要ステップ数
・入力項目の省略、省力化
・丁寧なシステムナビゲーション

参考価格
■OSSとして提供されているECパッケージの導入/カスタマイズ
導入：3万円〜10万円（概ね3万円程度）
カスタマイズ：15万円〜150万円（概ね30万円程度）
■ECパッケージの新規開発
150万円〜500万円（概ね300万円程度）
■決済方法の追加、商品属性の追加、その他小規模カスタマイズ
5万円〜100万円（概ね20万円程度）

参考価格
■既存のECパッケージにGoogle Analytics ECを組み込む場合
決済完了処理が単純なものであった場合
5万円〜30万円（概ね10万円以下）
決済完了処理にトランザクションが掛かっていたり、複数の決済インターフェースが存在する場合
30万円〜50万円（概ね30万円以下）

開発実績
大手コスメブランド様ECサイト構築
カートタグ設置型カートシステムパッケージ開発
モバイルEC構築ASP開発
OSSのECパッケージ導入
など

その他、通常の各種業務アプリケーションの構築も
お受けいたします。お気軽にご相談下さい。

業務アプリケーション開発
顧客管理、給与計算、受発注管理や在庫管理など多様な
業務アプリケーション構築をお受けして参りましたが、
そのほとんどは汎用的で同じような機能を持っています。
同じようなアプリケーションを何度も構築した経験から、
オープンソースのERPパッケージを利用し、開発コストを
圧縮していくことをおすすめしております。
・顧客管理
・販売管理
・仕入購買管理
・材料在庫管理
・財務諸表
・経理会計処理
・実績統計分析

コンテンツマネジメントシステム
（CMS）
と呼ばれる形態の
システムを設置・開発いたします。

ERPパッケージを導入して全社に渡る経営資源の管理を
実現しませんか？

顧客管理

財務諸表

販売管理

経理会計処理
実績統計分析

材料在庫管理

+

オープンソース汎用ERPパッケージ

人事管理
物流連動

個別開発コンポーネント

汎用パッケージを利用するから、低価格短納期
オープンソースのERPパッケージと一口に言いましても、
いくつかの種類が存在し、それぞれ使い勝手も異なります。
ERPパッケージをインストールした評価用の環境を無料で
ご提供いたしますので、使い勝手などをご確認下さい。

評価用環境を無料でご提供
NOTE
ERPパッケージは、
これまで数百万円から数千万円、
カスタマイズによっては数十億円もする
ようなソフトウェアであり、大企業への導入に限定されていましたが、オープンソースのERP
パッケージが出てきたことから、今後は中小企業にも一気に導入が広がることが予想されます。
既に国外では多くの企業が導入をはじめており、世界中のオープンソースを扱っているWEB
サイトでは数十ヶ月に渡り、
もっとも活発なオープンソースプロジェクトの上位を継続的にERP
パッケージが占めている状況です。

参考価格
■OSSとして提供されているERPパッケージの導入/カスタマイズ
導入：10万円〜30万円（概ね10万円程度）
カスタマイズ：50万円〜300万円（概ね100万円程度）
■データバックアップサービス
2万円〜5万円/月
（通常3万円程度）
■その他サポート
応相談

商社向けERPパッケージカスタマイズ
共同組合向けERP構築
QRコードと連動した物流管理システム
ECサイトと連動した自動出荷手配指示システム
給与計算、人事管理システム
など

CMS構築

などの機能を持つERP（Enterprise Resource Planning：
企業資源管理）パッケージは企業の主要なビジネスプロセス
を統合し、限りある経営資源をすべての部門に渡って有効に
活用するための管理システムです。

仕入購買管理

開発実績

ブログやウィキ
（wiki）
として一般に知られているものを、
より高機能にしたような形態のシステムのことであり、
その名の通りコンテンツを管理するシステムを導入する
ことにより、WEBサイトの更新が容易になります。
・ブログ
・掲示板
・SNS
・ホームページ
・ポータルサイト
といった機能を統一的に管理することが可能
になり、WEB管理コストが削減できます。

ホームページ更新でお困りならCMS
・WEBサイトを更新できるスタッフがいない
・WEB更新に多額の費用を請求される
・急ぎで更新したいものの制作会社が取り合ってくれない
このようなことにお困りでしたらCMSの導入をご検討下さい。
CMS導入後はWEBサイト更新が非常に簡単になります。

お客様

制作会社

CMS

Word、Excel、
メールを扱える程度の
スキルがあればWEB更新が可能
お客様にてWEB更新を行うため、
更新費用がかからない
制作会社を通す必要がなくなるため、
いつでもWEB更新可能

加えて、今までは追加や変更が難しかった各種の機能も
柔軟に扱うことが可能になります。

モバイル対応の各種WEBアプリを開発いたします。

RSS配信
ム
ー
ォ
フ
索

フォーム

検

ブログ

コンテンツの作成、編集、管理

コンポーネントを追加することで、
新たな機能を柔軟に追加可能
ブログ、問い合わせフォーム、会社案内などの
デザインを統一可能
CMS導入で自由自在にWEBサイトを更新し、キャンペーンや
プロモーションとの戦略的な連携を実現しませんか？
オープンソースとして提供されているCMSの設置と
カスタマイズをお受けいたします。

NOTE
CMSは2005年頃より一般に普及し、当初はポータルサイトの管理・構築のためのソフトウェア
でしたが、現在ではポータルサイトに限らず、社内コミュニティやブログ、掲示板やwikiといった
様々な用途に使用されるようになっています。
特別な技術がなくともサイトが更新できるだけではなく、ページごとの公開期間やコンテンツの
RSS配信、
自動的なクロスブラウザ対応などの機能を持つCMSは、WEBサイト構築にはなくては
ならないものとなっています。

参考価格
■評価用環境ご提供
無料
■設置
3万円〜5万円（概ね3万円程度）

モバイル開発
高機能モバイル端末が普及したことを背景に、
コンテンツ
市場のみならず、業務アプリケーションのモバイル対応も
急速に進んでおり、今後のWEB開発はモバイルを抜き
には語れなくなります。
AndroidやiPhone上で動作するアプリ開発から、
ホームページの携帯対応まで幅広くお受けいたします。
・携帯向けメール一斉送信
・Android、iPhoneアプリ
・WEBアプリのモバイル対応

NOTE
モバイルビジネス市場は2003年の3800億円から2008年には1兆3500億円と急拡大を続けており、
この5年間で250%もの伸び率を見せています（※1）。
この成長率が持続すると、2011年には2兆円
を突破し、2015年には4兆円に迫る一大市場を形成することが予測されます（※2）。
※1：総務省「モバイルコンテンツの産業構造実態に関する調査結果」平成21年7月
※2：総務省資料に基づく2007年から2008年にかけての成長率16.5%が持続すると仮定

モバイル対応でユーザ数15%アップを
今やWEBサイトへの訪問者の10%程度はモバイルからの
アクセスとなっています。
モバイル対応が行われていなければ、多ければ15%もの
アクセス数を失っている可能性があります。
モバイル対応はアクセス数増加の有効な手段の一つです。
2005年よりモバイル対応ASP開発に関わってきた経験を
元に、WEBサイトのモバイル端末対応をお受けいたします。

■導入
デザイン調整・テンプレート作成
3万円〜30万円（概ね10万円程度）
■追加機能の開発と設置
15万円〜50万円（概ね20万円以下）

開発実績
企業様WEBサイトとして導入
小規模カスタマイズやデザイン適合など
GetSetのWEBサイトもCMSを利用しています！
8.7%
2008年2月

12.5%
2009年2月

14.9%
2010年2月

25%?
2015年2月

※Yahoo!ページビューのYahoo!モバイルの占める割合

NOTE
Yahoo! JAPANの2010年2月のモバイルページビューは全体の14.9%に達し、2006年4月の4.5%
から急速な伸びを見せています。モバイル関係のアクセス数は毎年約2%ずつ伸びており、
5年後には25%程度のユーザがモバイルからアクセスするようになることが想定されます。
※Yahoo! JAPAN、IR情報（月次開示資料）
より

急成長モバイル市場で販売チャンネルを獲得

参考価格
■Android/iPhone向けアプリケーション開発
30万円〜300万円（概ね60万円程度）
■WEBサイトのモバイル端末対応
応相談（少なくとも30万円以上）
■携帯向けメール一斉送信ソリューション
1分あたり100通程度まで
10万円〜50万円（概ね30万円程度）
1分1,000通程度まで
100万円〜200万円（概ね100万円程度）
※別途必要となるサーバ運用のランニングコストもご利用形態により大きく変動します。
1分100通程度までの小規模な運用であれば、5,000円/月程度のサーバ費用のみで運用可能で、
それ以外にランニングコストは掛かりませんが、
メール配信の遅延をなくす特別な処理が必要で
あったり、大量のメールを瞬時に配信する必要があれば、サーバ費用に加え、特別なメール配信
エンジンの導入の検討も必要になり、年間100万円程度の運用費用がかかる可能性もあります。

開発実績
モバイルEC構築ASP
モバイル向けBBSサービス構築
モバイルメディア
（各種コンテンツ配信）
モバイル向け動画配信
その他WEBサイトのモバイル対応など

その他のサービス
GetSetは、WEBシステム開発、CMS構築、
モバイル開発、
の3つの事業内容を主力としておりますが、
それ以外にも
特定の事業領域を推進しています。
技術力が要求される先端トレンドも含まれております。
準備中の事業内容もございますが、以下のようなことに
お困りのお客様に向けて、サービス開発を行っております。
・各事業所がばらばらに業務処理を行っており、
統一的な管理手段がない
・一瞬のピーク時の為に膨大なマシンリソース
を確保している。
・ログ情報を保管しているものの活用の手段がない
一歩先行く次世代システムの
構築をお受けいたします。

支店間/法人間連携
EDI（Electric Data Interchange：電子データ交換）
システムを
導入し、授受データの形式を統一することにより異なる組織間
でも自動で電子データをやりとりすることが可能になります。
従来、電話やファックス、電子メールなどでやり取りしていた
注文書や請求書、出荷指示、在庫情報などの商取引データに
対し、
コンピュータで解釈可能な統一的なデータ形式を定義
することにより、以下のような処理を人手を介さず自動で
処理できるようになります。
・自動出荷指示システム
・リアルタイムの物流情報を各社間で共有
・支店間で在庫情報を共有、原料・部品などの柔軟な融通

社員間、支店間、法人間でのデータ交換を実現
別システムとのシームレスな連携
VPNを利用したセキュアでクローズドなネットワーク構築
から、インターネット回線を利用した低コストでオープンな
ネットワークまで、多様なニーズにお応えします。
更には、EDIシステムを補完代替すると共に取って代わるもの
として、REST形式でのデータ授受にも取り組んでおります。

参考価格
■10程度の操作セットで実現可能、かつ、毎月数時間の停止を許容できる小規模なシステム
50万円〜200万円（概ね100万円以下）
■数十の操作セットが必要で、
システム停止が許容できない高度大規模なシステム
300万円〜1,500万円（応相談）
※セキュリティやデータ/回線の冗長化などによりお見積もりは大きく変動いたします。

開発実績
QRコードを用いた物流情報のリアルタイム同期システム
中小規模製造業向けXML-EDI連携システム（行政）
など

クラウド技術
ネットワーク越しにマシンリソースを使用する
「クラウド」
と
呼ばれる形態のシステムを導入することにより、ハードウェア
の物理的な管理が必要なくなると同時に、
システム環境の
日常的なメンテナンス作業を低減することが可能です。
それぞれに特徴を持った、いくつかのクラウドサービスが提供
されており、以下のような点でお困りでしたら、それらの
クラウドサービスは有効な選択肢となりえます。
・企画中のWEBサービスがあるが、
始めてみるまでサーバ負荷が分からない
・特定のピークタイムのために普段は余分な
サーバを確保している
・メールの管理のためだけにサーバ技術者を置いている
・膨大な計算リソースが短期的に必要になる
既存のソフトウェアパッケージをクラウド環境に移植し、
新たなサービスとしてリニューアルすることも可能です。

分散処理
複数のコンピュータを用い、処理を分散することにより、
システム全体としてのスループットを上げることが
可能になります。

マシンリソースの柔軟な追加・削除
サーバの物理的なメンテナンスの必要なし
既存のソフトウェア資産をクラウド環境へ移植

大量のデータを即時に処理し、非常に重たいデータを瞬時
に転送させるようなシステムを構築することができるため、
以下のような利用が考えられます。
・ECサイトへのアクセスログを解析し人気の商品を割り出す
・作業ログを解析し、セキュリティリスクを割り出す
・ECサイトへのレコメンドエンジンの実装
・WEBクローラーの開発
・ファイルサーバに格納されているデータの全文一致検索
・メールの一斉送信
・会員間の関係性分析

NOTE
クラウド環境にもいくつかのパターンがあり、それぞれに特徴を持っています。
概ね以下のような形態に分類可能です。
・SaaS（Software as a Service）：ベンダーが提供するソフトウェアを利用
⇒ Salesforce CRM、Google Appsなど
・PaaS（Platform as a Service）：開発プラットフォームを提供
⇒ Google App Engine、Windows Azureなど
・IaaS（Infrastructure as a Service）：仮想ハードウェアを提供
⇒ Amazon EC2など

メールや社内ポータル構築のための完結型のクラウド
サービス「Google Apps」の導入支援も行っております。
GoogleAppsのご利用で無料で様々なことが可能になります。

Map-Reduceフレームワーク
Map
step

Reduce
step

input

output

分散演算

Mysql Cluster
Data node

API node

10GB近くのメール保存容量

※2010年3月時点では7.4GBまで利用可能で、継続的に漸増しています。

input
Management node

外出先からもWEB経由でメールを確認

output

Peer To Peer

独自ドメインでの運用
文書共有、
カレンダー機能、社内ポータル
もちろん、
オンライン、独自ドメインで！
このサービスカタログをご覧頂いたお客様に限り、
Google Appsの導入とドメイン設定を無料にてご提供します。
※Google Appsの初期設定のみをご提供します。
ご利用方法等のサポートは致しません。
※1ドメインのみのご対応とさせて頂きます。
また、予告なく終了する場合がございます。
※独自ドメイン設定、
メール配信設定も同時にご提供いたしますが、
ドメインを管理しているDNSに
アクセスできる必要があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

参考価格
■SaaSアプリケーションの導入/カスタマイズ
5万円〜150万円（概ね30万円程度）
■PaaSアプリケーションへの移植
50万円〜300万円（概ね100万円程度）
■IaaSアプリケーションの実装
100万円〜500万円（概ね150万円程度）
■GoogleApps初期設定
5万円（※ただし、本サービスカタログをご覧頂いたお客様に限り無料）

開発実績
給与・勤怠管理アプリケーションのクラウド移植
人事管理アプリケーションのクラウド移植
Google Apps導入
など

client
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JXTA protocol

client
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JXTA protocol

client
JavaVM

莫大なデータ量や処理量への対応が可能
NOTE
システムアーキテクチャの設計と実装やサーバメンテナンスなどが複雑になることから、
分散処理は一部の大企業でしか扱えない高度なシステムでしたが、汎用的に利用できる
分散コンピューティングプラットフォームが出てきたため、今後、多くの企業やサービスに分散
処理が浸透していくことになると考えられます。
分散システムの実装は容易になってきたとは言え、
シーケンシャルな処理（逐次処理）が必要な
システムには適用が難しい場面もあります。

参考価格
応相談（少なくとも数百万円単位）

開発実績
サービスご提供準備中です。
開発サービスのプロトタイプご案内準備中です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

