
□発議 
全国共同仕入事務局 

（大学生協事業連合勉学研究事業部） 
 地区担当部署： 

開催日 会議名 取り扱い 開催日 会議名 取り扱い 

2020/11/27 商品事業委員会 協議事項    

      

      

 書籍 EC サイトの改修について 

 

【報告事項】 

 2020 年 5 月より稼働している「大学生協の書籍注文サイト」について，以下の改修を行います。 

 

1.改修の目的 

・稼働から半年が経過し，会員生協より様々な要望をいただいていますが，特に運用で回避することが不

可能な機能，現サイトからの乗り換えを促進し離脱を防ぐために最低限必要な優先度の高い項目のみに

絞って改修を実施します。 

1) ターゲットの教職員は「書名での検索」，または「ご自身の研究分野のキーワード，カテゴリでの検

索」から購入するパターンが多いと考えられるため，検索周りの UI の改善を行います。（2,9 を除く

すべて） 

2) 管理面で，「履歴の蓄積」「履歴データの活用」を今回のサイト統合の大きな目的としていますが，

十分な活用ができるよう，データの不備を補足する改修を行います。（2,9） 

 

2.改修項目 

 改修内容 見積金額  

1 サイトトップの検索において，書名完全一致を優先した表示

を行う 

44 千円 公開側 

2 「受注履歴」データに ISBN コードと JAN コードを追加 187 千円 管理側 

3 ユーザーが検索結果の並び替えを出来るようにする 187 千円 公開側 

4 「検索」窓の利用時，検索入力ワードが保持され，追加ワード

を記入できるようにする 

22 千円 公開側 

5 スマホ表示画面トップに，検索窓を上部に配置する 115.5 千円 公開側 

6 スマホ表示画面トップのレイアウト変更 66 千円 公開側 

7 検索において全カテゴリを検索対象とする「すべて」検索区分

の追加 

115.5 千円 公開側 

8 「最近チェックした商品」の「履歴を残さない」機能の追加 187 千円 公開側 

9 過去の取得済みのデータに ISBNコードと JANコードを付与す

る（一回のみ） 

93 千円 管理側 

 合計 1017.5 千円  

 

3.改修費用について 

・書籍 EC サイトに関わる開発費，改修費についてはこの間共同仕入事務局（勉学研究事業部）で全額負担

しているため，今回の改修費用についても同様とします。 

・2020 年度予算には計上していませんが，年度末校費に間に合うタイミングでのリリースを目指し，11 月

決済，12 月実施をしたいと考えます。 

 

4.改修に向けたスケジュール 

 2020 年 11 月 27 日 商品事業委員会にて確認 

 2020 年 12 月中   改修実施 

 2021 年 1 月    リリース予定  ※特に公開側は校費最需要期に間に合わせる 

 

以上 

【資 料】 ① 改修希望項目詳細   ②シフト見積書 
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【改修希望項目】書籍注文サイト 2020/10/20


書籍注文サイトについて，様々な要望が寄せられていますが，書籍事業連合担当者会議にて優先順位をつけ，
運用で乗り切れない項目のみに絞り込みました。 （税抜）


優先１ サイトトップの検索において，書名完全一致を優先した表示を行う 見積 44,000 ★★★
「検索」の際，「書名完全一致を優先」でないため，意図しない銘柄がトップに来てしまう（下例）。
教職員の書籍検索としては，「書名をダイレクトに入力」が多いと想定されるため，検索があまりにしづらい。
例＞「夜と霧」で検索
　＜書籍注文サイト＞デフォルト ＜HonyaClub＞デフォルト ＜HonyaClub＞「売れている順」
　　※現状はhonya clubの「売れている順」 　書名完全一致が優先


優先２ 「受注履歴」データにISBNコードとJANコードを追加 見積 187,000 ★★★
　「書名」のほかにカギとなるのは「価格」しかないため，下記の問題が起きる。（現状はhonya club商品コードのみ）
①商品分析ができない。 ※傾向やトレンド・品揃え等のための「分析」するにあたり，ISBNコードを使用してB-POSで分析が容易になる。
②B-POSへ「売上登録」ができない（宅配クレジット分）。 ※「売上登録」はB-POSへISBNコードを使用する。
③日販伝票と完全照合ができないなどの問題が起きる。 ※同書名・同価格の別銘柄の見分けがつかない。金額違い等の証拠にならない。
④問い合わせ時に，「書名」しかないので，「出版社」や「版」が特定できない。　※商品が特定できないため，流通情報等を追えない。


優先３ ユーザーが検索結果の並び替えを出来るようにする 見積 187,000 ★★★
ユーザーが「検索」後，思い通りの銘柄が上位に来ない場合，検索結果の「並べ替え」ができない。
書籍検索の際はよく使われるメニューで，これがない場合「検索」やり直しを余儀なくされる。
＜HonyaClub＞「検索結果」後，並べ替えが可能 「書籍注文サイト」では「売上順」表示のみ。


優先４ 「検索」窓の利用時，検索入力ワードが保持され，追加ワードを記入できるようにする 見積 22,000 ★★★
ユーザーが「検索窓」を使用して「検索」後，検索用語を追加して再検索しようとした際，この検索窓が空欄に戻る。
一般的な検索では入力ワードが履歴として保持されているため，一度入力したワードを再入力しなければならないのはかなりのストレス。
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優先５ スマホ表示画面トップに，検索窓を上部に配置する 見積 115,500 ★★
スマホでのトップ画面に「検索窓」がなく，左上のメニューボタンを開けないと検索窓が掲出しない。
多くのユーザーが「検索窓」を使用して「検索」すると考えられ，検索窓が見つけられずにサイト離脱する可能性が高い。


　＜書籍注文サイト＞スマホトップ 　＜HonyaClub＞スマホトップ


優先６ スマホ表示画面トップのレイアウト変更（カテゴリを上部に） 見積 66,000 ★★
スマホでのトップ画面の最上部が「お知らせ」→「（おすすめ/企画/ランキング等の）商品群」→「カテゴリ」→「バナー」から
「カテゴリ」→…の順に配置を変更する。（スマホは画面が小さいため，検索中心のレイアウトに変更）
検索から行動していくユーザーが多いと思われるため，たくさんスクロールしなければならない，検索しづらいレイアウトはサイト離脱につながる。


優先７ 検索において全カテゴリを検索対象とする「すべて」検索区分の追加 見積 115,500 ★★
ユーザーが「検索」する際，「書籍」「雑誌」「CD」「DVD」を選ばなければならないため，メディアミックス商品（書籍＋CD等）の場合，
どれを選択すればよいかわからない。
・「書籍注文サイト」では，「書籍」「雑誌」「CD」「DVD」
・「HonyaClub」では，「すべて」「書籍」「雑誌」「CD」「DVD」
　＜書籍注文サイト＞ ＜HonyaClub＞デフォルト


優先８ 「最近チェックした商品」の「履歴を残さない」機能の追加 見積 187,000 ★
教職員の場合，研究室や図書館などPCを複数で使用することが想定されるため，検索履歴を削除する機能を追加する。


　＜書籍注文サイト＞ 　＜HonyaClub＞


優先９ 過去の取得済みのデータにISBNコードとJANコードを付与する（一回のみ） 見積 93,000 ★
「優先２」の付加作業。サイトリリースから改修完了までの「ISBN/JANが無い」過去のデータについても，ISBNとJANを付けたデータを取得する。
「蓄積」として，過去のデータについても「ISBN/JANがある」データにしたい。
　※過去の「受注履歴」に，このISBNコードとJANコードを取り込む機能を設定する ※過去なので断念もあり


総額（税抜） 1,017,500
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※以下は，無償対応のため実施済み
実施済 カテゴリ検索の不便さ対策に案内表示追加 実施済み


本・コミック > コンピュータ > パソコンハード・周辺機器　　で検索↓
　＜書籍注文サイト＞ 　＜HonyaClub＞


HonyaClubの「ランキング」で一致している。
どうやら，「ランキング」で表示


改修１：カテゴリ下の「「+」ボタンからジャンル（検索条件）を絞って検索してください」に，「「ランキング」順に表示します。」を追加。
改修２：右の検索後の画面に，「「ランキング」順に表示しています。」を表示。


改修２


改修１


実施済 配信メールすべてに，「※このメールは配信専用です※　このメールへのご返信は対応しかねます。」の表記 実施済み


実施済 「ご注文内容の確認」画面で「ご注文内容の確定」を二度押してしまう事象が頻発。（動作が遅いことが原因）対策。 実施済み
　早くなることが希望。だが，難しいのであれば，「案内の表示」で対策。


表示： 「ご注文内容の確定」ボタンは，一度だけ押してください。（ご購入は「会員メニュー」＞「購入履歴」で確認できます。） 以上
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御見積先 Order-From 作成年月日 Issue Date 2020/10/9


見積番号 Quotation No. 20201009002


内容 Description 納入予定 Lend Time -


営業担当者 Sales Rep. yuya miyazawa


¥1,119,250


数量 単位 単価 金額


▼A）サイトトップ検索において書名完全一致を優先


0.50 人日 40,000 20,000


0.50 人日 40,000 20,000


10.00 ％ 4,000


小計 44,000


▼B）検索結果の並び替えが出来るようにする


1.00 人日 50,000 50,000


2.00 人日 40,000 80,000


1.00 人日 40,000 40,000


10.00 ％ 17,000


小計 187,000


▼C）検索入力ワードが保持され、追加ワードを記入できるようにする


0.50 人日 40,000 20,000


10.00 ％ 2,000


小計 22,000


▼D） スマホ表示デザインの問題・スマホ画面で、検索窓を上部に配置希望


0.50 人日 50,000 25,000


1.00 式 20,000 20,000


1.00 人日 40,000 40,000


0.50 人日 40,000 20,000


10.00 ％ 10,500


小計 115,500


▼E）スマホ表示デザインの問題２


1.00 式 20,000 20,000


0.50 人日 40,000 20,000


0.50 人日 40,000 20,000


10.00 ％ 6,000


小計 66,000


▼F）検索において「すべて」検索機能がない、全カテゴリを検索対象とする「すべて」検索区分の追加


0.50 人日 50,000 25,000


1.50 人日 40,000 60,000


0.50 人日 40,000 20,000


10.00 ％ 10,500


小計 115,500


▼I）「最近チェックした商品」の閲覧履歴を削除する機能がない。「履歴を残さない」ボタンの設置、機能設定


1.00 人日 50,000 50,000


3.00 式 20,000 60,000


1.00 人日 40,000 40,000


0.50 人日 40,000 20,000


10.00 ％ 17,000


小計 187,000


▼注文データにおいて今の商品コードの項目は残したままにして、新たにISBNの項目を追加して取得した情報を保持する


1.00 人日 50,000 50,000


2.00 人日 40,000 80,000


1.00 人日 40,000 40,000


10.00 ％ 17,000


小計 187,000


▼取得済みの注文データにISBN/JANを付与する


0.50 人日 50,000 25,000


1.00 人日 40,000 40,000


0.50 人日 40,000 20,000


10.00 ％ 8,500


小計 93,500


税抜金額 ¥1,017,500 消費税額 ¥101,750 ¥1,119,250


株式会社　シフト


〒101-0054　


・保守費用は含まれておりません。 東京都千代田区神田錦町3-12-10 神田竹尾ビル 8F


・データ移行、ＳＭＳ-ＩＤ認証開発は含まれておりません。 Tel.03-3233-1281　Fax 03-3233-1282


御見積書


書籍ECサイト構築費用（SITEMANAGE導入）


内容


　・進行管理費


　・開発


　・検証


　・進行管理費


・当御見積書に記載されていない項目は別途お見積申し上げます。


・仕様変更時には別途お見積申し上げます。


・発行より1ヶ月間有効です。


合計金額


◆備考


　・HTML修正


　・開発/検証


　・設計


　・HTML修正


Quotation


大学生協 東京事業連合　 御中


リリース後の追加改修費用　第2弾


　・設計


合計金額(税込)　Total Amount


　・検証


　・開発


　・進行管理費


　・開発


　・検証


　・進行管理費


　・開発


　・検証


　・進行管理費


　・設計


　・開発


　・検証


　・進行管理費


　・HTML修正


　・設計


　・開発


　・検証


　・設計


　・開発


　・検証


　・進行管理費


　・進行管理費


　・設計


　・開発


　・検証


　・進行管理費
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