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従来のカスタムPCサイトの課題
【お客様】

• オンライン見積の作成方法がわからない、または手間がかかる

• 見積の段階で個人情報を入力したくない

• 結果として、オンライン見積が作成されない (画面印刷で済ましてしまう）

【店舗】

• オンライン見積が作成されないため、再見積が必要 (見積の再入力)

• 発注に手間がかかるため、FAX送信で済ませてしまう

• 1つのプレミアページを複数大学店舗で共有しているため、使いづらい

⇒ 最大の課題はどうやってお客様をオンライン見積作成へと誘導できるか

【今回のカスタムPCサイトリニューアル】

お客様向けのメリット

□ 見積関連機能へのダイレクトリンクを提供（新規、参照、更新）

□ 無記名による見積の作成が可能（個人情報の入力が不要）

□ 見積完成までの流れを一本道化（見積書の作成が不要）

□ 「お問い合わせ番号」による店舗への確実な連絡

店舗向けのメリット

□ 「お問い合わせ番号」による見積情報の管理

□ オンライン見積の増加による見積再作成工数の低減

□ メール連絡による受注機能の提供【希望店舗のみ】

□ 専用発注フォームによる発注工数の削減 【希望店舗のみ】

□ 将来的には見積／発注データの提供と蓄積によるデータ分析が可能



デルカスタムPCサイトリニューアル後の流れ
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【お客様編】



カスタムPCリンクからアクセス

生協カスタムPCサイト

大学生協店舗固有のサイト

1

【お客様編】

1. お客様はカスタムPCの問い合わせを行う
ために、生協カスタムPCサイトまたは

大学生協店舗固有のサイトよりアクセス
します。



専用ページよりお問い合わせ開始

トップページ

2

1. お問い合わせ用のトップページが表示さ
れます。

2. 「新規」ボタンをクリックし、新しい問い合
わせを作成します。

3⇒ へ

既にお問い合わせ番号をお持ちの場合
1. 「お問い合わせ番号：」に既にお持ちの

お問い合わせ番号を入力し、以下の動作
を行うことができます。
 見積の参照：「参照」ボタンをクリック

 見積の更新：「更新※」ボタンをクリック

※お問い合わせを更新し、新たなお問い合
わせ番号を取得した場合、古いお問い合わ
せ番号は使用出来なくなりますので、ご注意
下さい

3⇒ へ

⇒ へ7

【お客様編】



プレミアページでカスタムPCを構成

プレミアページ

3

1. プレミアページよりご希望の製品を選択し
ます。

2. 製品のオプションなどを選択し、ご希望の
構成を完成させます。

3. 緑色のボタンに従い、選択した製品を
ショッピングカートに入れます。

トップページ

製品および構成選択

ショッピングカート
で「更新」ボタンをクリックし、
お問い合わせの更新を行う場合

1. 「ショッピングカート」画面からの開始と
なります。

2. 過去に取得したお問い合わせ番号に該
当する製品および構成が表示されます。

3. 「構成を変更」リンクを押し、構成を変更
します。

⇒ へ4

2

【お客様編】

「構成を変更」
リンク



プレミアページでカスタムPCを構成

プレミアページ

4

1. 「配送先／連絡先」画面で法的情報およ

び輸出規制の項目に回答し、緑色のボタ
ンをクリックします。

2. 「入力情報の確認」画面最終的なお問い

合わせ内容を確認し、緑色のボタンをク
リック※します。

※この段階では、まだ見積は完成していま
せん。「お問い合わせ確認画面」が出力され
るまでお進み下さい。

⇒ へ5

配送先/連絡先

入力情報の確認

【お客様編】



お問い合わせ番号を取得

お問い合わせ確認ページ

5

1. 見積が完成すると、お問い合わせ確認
ページが表示されます。

2. 画面に「お問い合わせ番号」が表示され
ます。

3. 今後のご注文およびお問い合わせはす
べて、この「お問い合わせ番号」で行うこ
ととなります。

4. 「印刷」ボタンをクリックし、お問い合わせ

内容を控えておきます。（印刷には製品
の詳細が記載されます。）

以上でお問い合わせが完了です

5. 続けて、取得した「お問い合わせ番号」に

て店舗に購入を申し込むことができます。
（※メールオーダー対応店舗のみ）

⇒ へ6

続けて店舗へ購入を申し込みされる場合

【お客様編】

【メールオーダー 対応店舗のみ】

メールオーダー
対応店舗が対象



メールにて店舗に発注

お問い合わせ確認ページ

6

1. 取得した「お問い合わせ番号」の内容で、
そのまま店舗にメールで購入を申し込む
ことができます。

2. お問い合わせ確認ページ下部に必要情
報を入力します。

3. 最寄の店舗が申込先店舗の一覧に無い
場合は、メールオーダーに対応していま
せんので、直接店舗までお問い合わせく
ださい。

4. 必要情報の入力が完了しましたら、「店
舗へ申込」ボタンをクリックします。

5. 指定した店舗および入力した申込者メー
ルアドレスに向けて、申込内容がメール
にて送信されます。

6. 申込後の発注状況および各種お問い合
わせは申込先店舗までお願いいたします。

※後日の申し込みをご希望の場合は、「お
問い合わせ番号」またはお問い合わせ確認
画面の印刷を持って店舗にお問い合わせ下
さい。

申込メール

【お客様編】

【メールオーダー 対応店舗のみ】



お問い合わせの参照

お問い合わせ参照

7

※画面は参照のみとなります

で「参照」ボタンをクリックし、
お問い合わせの参照を行う場合

1. 過去に取得したお問い合わせ番号に該
当する製品および構成が表示されます。

2

【お客様編】
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【店舗編】



店舗ページよりお問い合わせを開始

店舗トップページ 1. 店舗からのアクセスは「店舗トップペー
ジ」より行うことができます。
【店舗トップページURL】
http://www.jp.dell.com/Coop_store

お問い合わせ番号が既にある場合
「お問い合わせ番号：」に既にお持ちの場合、
お問い合わせ番号を入力し、以下の動作を
行うことができます。
 お問い合わせ内容の確認：
「参照」ボタンをクリック

 お問い合わせ内容の変更：
「更新※」ボタンをクリック

※お問い合わせ番号を更新し、新たなお問
い合わせ番号を取得した場合、古いお問い
合わせ番号は使用出来なくなりますので、ご
注意下さい

新たにお問い合わせを作成する場合
「新規」ボタンをクリックし、お問い合わせを
作成します。

1

⇒ へ2

⇒ へ7

⇒ へ2

【店舗編】

オンラインオーダー送信
希望店舗のみ利用

http://www.jp.dell.com/tokyo_mo_store


プレミアページ
1. プレミアページよりお客様が希望する製
品を選択します。

2. 製品のオプションなどを選択し、希望の
構成を完成させます。

3. 緑色のボタンに従い、選択した製品を
ショッピングカートに入れます。

トップページ

製品および構成選択

ショッピングカート
で「更新」ボタンをクリックし、
お問い合わせの更新を行う場合

1. 「ショッピングカート」画面からの開始と
なります。

2. 過去に取得したお問い合わせ番号に該
当する製品および構成が表示されます。

3. 「構成を変更」リンクを押し、構成を変更
します。

1

プレミアページでカスタムPCを構成2

【店舗編】

⇒ へ3

「構成を変更」
リンク



プレミアページでカスタムPCを構成

プレミアページ

3

1. 「配送先／連絡先」画面で法的情報およ

び輸出規制の項目に回答し、緑色のボタ
ンをクリックします。

2. 「入力情報の確認」画面にてお問い合わ
せ内容を確認します。

3. 緑色のボタンをクリックし、お問い合わせ
を完成させます。

※この段階では、まだ見積は完成していま
せん。「お問い合わせ確認画面」が出力され
るまでお進み下さい。

⇒ へ4

配送先/連絡先

入力情報の確認

【店舗編】



お問い合わせ番号を取得

お問い合わせ確認ページ

4

1. 見積が完成すると、お問い合わせ確認
ページが表示されます。

2. 画面に「お問い合わせ番号」が表示され
ます。デルへの購入申込は、この「お問
い合わせ番号」で行うこととなります。

3. 店舗およびお客様の控えとして、 「印刷」
ボタンをクリックし、本画面を印刷します。

（印刷には製品構成の詳細が記載されま
す。）

以上でお問い合わせの作成が完了です

4. 上記で取得した「お問い合わせ番号」

を使ってデルに購入を申し込みます。申
込は印刷した画面をFAXまたはオンライン
で送信することができます。

※オンラインオーダー送信は希望店舗のみ
となります。

⇒ へ5

続けて、オンラインで購入申込する場合

【店舗編】

【オンラインオーダー送信 希望店舗のみ】
オンラインオーダー送信
希望店舗のみ利用



続けて発注5

1. 取得した「お問い合わせ番号」の内容で、
デルへ購入を申し込む場合は、「お問い
合わせ確認」画面より、続けて行うことが
できます。

2. お問い合わせ確認ページ下部の「続けて
申込」ボタンをクリックします。

【店舗編】

お問い合わせ確認ページ

「続けて申込」
ボタン

【オンラインオーダー送信 希望店舗のみ】



専用フォームにて申し込み

専用購入申込フォーム

6

1. オンライン申し込み用の「購入申込フォー
ム」が開きます。

2. 店舗で受け付けたお問い合わせの場合
は、作成した「お問い合わせ番号」と「合
計金額」が予め、フォームに表示されま
す。

3. 項目の横に「*」がついている個所をすべ
て記入もしくは選択します。
(詳しくは後述の「専用購入申込フォーム
詳細」を参照。）

4. 「見積時に同意された法的情報に従い、

デルに購入申込を送信する」チェックボッ
クスをチェックし、「購入申込送信」ボタン
をクリックします。

5. 申込情報がデルに送信され、約20-30秒

程度で送信結果のメッセージがページ下
部に表示されます。

※申込後のメッセージを必ず、ご確認下さい。
また、本画面から正しく送信された申込につ
いてはFAXは不要です。

【店舗編】
【オンラインオーダー送信 希望店舗のみ】



お問い合わせの参照

お問い合わせ参照

7

※画面は参照のみとなります

で「参照」ボタンをクリックし、
お問い合わせの参照を行う場合

1. 過去に取得したお問い合わせ番号に該
当する製品および構成が表示されます。

1

【店舗編】



【店舗編】

専用購入申込フォーム詳細 (1/2)

専用購入申込フォーム
【専用購入申込フォーム入力手順-1】
見積および店舗の情報を入力します。
①「お問い合わせ番号」

申込メールまたはお問い合わせ確認画面の「お
問い合わせ番号」を確認し、入力します。

②「合計金額」

申込メール、お問い合わせ確認画面またはお問
い合わせ内容参照時に表示された合計金額（税
抜き）を入力します。

③ 「御客様発注番号」
店舗管理用の申込番号(注文番号)を入力します。

申込後の納期検索などのキーとして使用されま
す。

④ 「申込店舗」

リストから「地域」⇒「大学」⇒「店舗」の順に絞り
込みを行い、店舗を選択します。

⑤ 「御担当者様名」
店舗の申込担当者を入力します。

⑥「電話番号：」

④にて選択した店舗に応じて自動的に設定され
ます。

*「参照」ボタンについて

①にお問い合わせ番号を入力の上、「参照」ボタ
ンをクリックすることにより、該当するお問い合わ
せの詳細と有効性を確認することが出来ます。

①
②

③

④

⑤
⑥

【オンラインオーダー送信 希望店舗のみ】



【店舗編】

専用購入申込フォーム詳細 (2/2)

【専用購入申込フォーム入力手順-2】
お届け先情報を入力します。
⑦「上記発注店舗にお届け」チェックボックス

お届け先が④にて選択した店舗宛ての場合は、
こちらをチェックします。その他の送付先住所情
報が自動的に設定されます。

店舗以外のお届け先を希望する場合は、チェッ
クをはずしておきます。

⑧～⑯送付先住所項目

⑦で店舗以外のお届け先を希望した場合、⑧～
⑯までの以下のお届け先情報を入力します。

⑧郵便番号 ⑨都道府県
⑩市区町村 ⑪番地等
⑫大学名 ⑬学部名
⑭店舗・研究室名 ⑮受取人様名
⑯電話番号

⑰ 「見積時に同意された法的情報に従い、デルに
購入申込を送信する」チェックボックス

申込内容に間違いがないかを確認し、無ければ
チェックします。

⑱ 「購入申込送信」ボタン
ボタンをクリックし、申込を送付します。20-30秒

後に送信確認メッセージが表示されるため、そ
れを確認します。

専用購入申込フォーム

⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

⑬

⑫

⑭
⑮

⑯

⑰

⑱

【オンラインオーダー送信 希望店舗のみ】


