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高機能CMSで誰でも簡単にコンテンツを登録、PDFやZIPファイルを含ん
だ閲覧制御、会員管理、アクセスログの解析、メール配信、フォーム設置
、企業向けの会員サイト構築に必要な汎用的機能をパッケージング。もち
ろんスマートフォン対応。会員認証の必要ない一般的なサイトのリニュー
アルにも最適です。

writeWired Partner Portal

(ライトワイヤード パートナーポータル)
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ライトワイヤード パートナーポータルとは

会員サイト構築に特化したクラウドサービス

コンテンツ管理

専門知識用、簡単コンテンツ更

新。URL毎に認証要否設定でき

る会員専用ページ。PDFも。

会員管理

会員登録、ログイン、マイペー

ジ、CSVによるエクスポート、

インポート。

サイト内検索

HTMLページの、PDF、各種オ

フィスソフトのファイルを素早

く検索。

マルチデバイス対応

サイトのコンテンツは自動で

PC、タブレット、スマート

フォン対応。

メール送信

送信対象を簡単抽出。差し込み

文字、スケジュール配信や効果

測定も。

フォーム管理

管理画面で自由に設計。問合せ、

アンケート、セミナー、イベン

トなどに。

機能のカスタマイズ

コンテンツテンプレートの追加、

システム間連携機能など、個別

要件にも対応。

安心のクラウド環境

安心のクラウド環境に専用サー

バーをご用意。高いセキュリ

ティ環境を構築。

数多くのWebサイト構築に採用されるエンタープライズCMS(コンテンツ管理システム)を、企業向けの会員サイト構築に最適化しました。多くのノウハウ

を凝縮した、汎用の高いページテンプレート、わかりやすくつい使いやすい、充実したCRM機能を標準装備。自社の目的に沿った会員サイトをスピーディ

に、安全に効率よく構築するために作られたサービスです。

会員サイトの構築に
必要な機能がすべて揃っています
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分かりやすく使いやすい、会員管理システム

自社用途に合わせた顧客データベースを管理画面から簡単に作成

カスタマイズ可能な管理用の一覧、登録、変更画面を自動生成

✓ CSVエクスポート、インポートにも対応

✓ 新規会員登録、仮登録、会員情報変更、パスワードリマインダー、退会など

✓ 会員サイトのURLを告知することで、能動的にサイトの活用を促進

✓ 仮登録状態をサポート。競合他社による偽装会員登録も事前の検知が可能
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専門知識の要らない、やさしいコンテンツ管理システム

担当者にWYSIWYGエディターは使わせたくない？

ご安心ください、その心配はご無用です。

✓ 専用管理画面から簡単にコンテンツを作成することが出来ます。

✓ HTMLやCSSの専門知識不要。テキスト・画像の入力で見やすいページが完成。

✓ 難しいWYSIWYGエディターの操作は不要です。

✓ 承認フローや公開日時設定なども標準装備。

✓ 公開した後の修正も、すぐその場で行うことが出来ます。

✓ コンテンツには自由な内容のカテゴリーを複数設定できます。

✓ サイトではカテゴリーは表示の分類や認証の制御に利用できます。

✓ PDF、Officeファイルなどのファイルが管理画面からアップロード。

✓ サムネイル画像やタイトル、ファイルの説明も登録できます。

✓ ファイル(URL)単位に認証要否の設定が出来ます。

✓ 特定の顧客にだけ閲覧を許可するPDFの公開なども可能です。

✓ 閲覧が許可されない顧客の場合、サイト上でも非表示になります。

Webに掲載できない資料をメールで送信。
こんな煩わしい業務から解放されます
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用途を問わない、自由設計のフォーム管理

セミナー、アンケート、各種問合せ etc

カスタマイズ可能な管理用の一覧、登録、変更画面を自動生成

✓ 自由に項目を設定（テキスト択一選択など）してフォーム完成

✓ 添付ファイルもOK!

✓ フォームの作成数・保存データ量は無制限

✓ コンテンツの一部としてサイト内の好きな箇所に自由に設置可能

✓ 検索条件を自由にカスタマイズできる管理画面

✓ 会員連携用の以下フォームの作成が可能

・会員登録

・会員情報変更

・会員本登録

・ログイン

・ログアウト

・パスワード変更

・パスワードリマインド
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CMSに統合された効率的なメール制作

送りっぱなしで終わらない。

効果がしっかりわかる、メール配信システム

✓ 検索条件を自由に指定。送信対象を簡単絞り込み

✓ 送信日時を指定した予約配信が可能

✓ テキストメール、HTMLメールを制作可能

✓ メール件名、本文に顧客情報を差し込み可能

✓ CMSに統合されたメール制作機能で制作工数を大幅削減

✓ メールの開封、URLのクリックの計測も可能

✓ 顧客の属性・嗜好に合わせたメールマガジン配信

✓ お知らせメールを閲覧してない顧客にピンポイント送信可能
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マルチデバイス対応

企業サイトも今ではサイトのアクセスに時間や場所を選びません

CMSで制作したページは自動でマルチデバイス対応

✓ スマートフォン、PC、タブレット。各デバイスに最適化

✓ PC用の画面を拡大縮小するようなことなく目的の情報を提供できます
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既存顧客データをシステム連携して活用

基幹システムやSalesforce など、

クラウドサービスにも対応。

✓ 登録・更新を双方向で行うことでデータメンテナンスを最小限に

✓ 連携はお客様ご利用のシステムに合わせたカスタマイズ開発可能

✓ Salesforceなど、APIを利用したシステム連携にも対応します

✓ 既存顧客データをマーケティングに活用
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貴社のビジネスに合わせて、独自の機能を追加、カスタマイズ。

業務の効率を改善する、貴社独自の機能も。

高いエンジニアリング力でお応えします。

✓ 貴社製品に合わせた。専用のコンテンツ・テンプレートを追加

✓ 製品情報をCSVでインポート

✓ 複数分類や多段階による会員のランク付け

✓ 承認フロー付きの申請書提出・PDF出力

✓ 代理店向けの資材の受発注

✓ 会員同士のコミュニティー
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導入の流れ

お申込みから最短2週間。

貴社の大切な取引先さま専用の会員サイトが構築できます。

⚫ お問合せ
まずは、お問合せください。お客様情報の確認後、担当営業よりご連絡させて頂きます。

⚫ ヒアリング
お客様が現在お持ちの課題、要望などをお聞かせください。

⚫ お見積り
お客様よりヒアリングした内容をもとに、プラン標準機能での対応可否、代替え案のご提案、カスタマイズが必
要な場合を含めた、お見積りをご提示します。

⚫ お申込み
お見積を確認頂いた後、申込関連書類を担当営業よりご連絡させて頂きます。

⚫ 登録・カスタマイズ作業(2週間～1か月)
ご契約内容をもとに弊社スタッフが各種設定・カスタマイズを行います。

⚫ サイト公開
サイトを公開します。



11

機能

BtoB向けの会員サイト構築に必要な汎用的機能をパッケージングしました。

公開側会員機能 仮会員登録、本会員登録、ユーザー情報変更、パスワード変更、パスワードリマインダ、退会

サイトテンプレート トップページ、カテゴリページ、詳細画面など

サイト内全文検索 PDFを含むコンテンツの全文検索

PDFダウンロード コンテンツ毎にログイン要否の設定、コンテンツ毎に閲覧できる会員属性の設定が可能

フォーム作成機能 自由設計フォーム作成、サイト設置機能

コンテンツ管理機能 管理画面からのコンテンツの作成

管理側会員機能 会員情報の閲覧、CSVエクスポート、インポート

メール配信機能 任意の条件で会員を抽出してメール配信。開封ログやクリック率の測定も

アクセス分析機能 期間を選択したコンテンツのPV、全文検索ワードの閲覧、アクセスログのエクスポート

主な機能
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価格

デザイン変更、カスタマイズ、機能追加など、各種ご対応可能です。

初期費用 500,000円～

(カスタマイズ内容・ご用意するサーバースペックにより異なります。）

月額費用 120,000円～

費用

⚫ 作成ページ数、PDF数の制限なし

⚫ 会員数の制限、作成するフォーム数、保存データ数、メール配信数に制限はありませんが、各データ量が数十万件などの膨大な量になり、標準サーバーのス
ペックで処理しきれない場合、サーバー増強費用が発生することがあります。

⚫ 独自ドメイン、SSLは別途費用

⚫ 個別カスタマイズは別途お見積もりにより対応します

※表示価格には別途消費税がかかります。
※価格は予告なく変動する場合があります。

クライアント動作環境 デザイン変更、追加機能開発サポート

土日祝日を除いた 10:00～18:00

メール・お電話にて操作方法などのサポート

を行います。

Windows ：IE8以降、FF2以降、Chrome

Mac OSX： Safari 3.1以降、FF2以降

*JavaScript必須

デザインは管理画面からお客様ご自身で変更

できますが、弊社で対応することも可能です。

また、追加機能開発についてはも別途お見積

もりにてご対応いたします。詳しくはお気軽

にご相談ください。
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会社概要

～すべての企業にデジタルマーケティングの成功を～

会社名 STSD株式会社

会社名カナ エスティーエスディー株式会社

URL https://www.stsd.co.jp

設立日 2005年6月3日

所在地

〒150-0011

東京都渋谷区東2-24-6 

サワトビル 5F

代表取締役 鴻田孝雄

事業内容

・Webシステム構築の
コンサルティング、設計、開発

・Webサイト企画、開発、運営

・writeWired CMS Platform
の開発、販売

会社概要 私たちはシステム開発のエキスパートです

規模が大きくなればなるほど、実現性可否の見極め、最適な方法の検

討、お客さまの業務要件への理解、システム部の方との打合せ、調整、

課題整理など、CMSによる単純なサイト構築とは違った能力が必要

になります。私たちは、これまで日本アイ・ビー・エムさまなど大手

SIer様のプロジェクトで国内最大級の求人サイトなどの大規模システ

ム開発に携わってきました。

データベース設計やプログラム開発の技術はもちろん、要件定義、課

題管理、WBSを用いたスケジュール管理、業務要件の理解、プロ

ジェクト管理などでも中心的な役割を担ってきました。CMSによる

Webサイト構築と密接した基幹システム連携を円滑で漏れのない進行

管理と高い技術力でご対応いたします。安心してお任せください。

代表者略歴

海外旅行会社向けのパッケージソフトで旅行全般のシステム設計、開

発を経験。その後、フリーのエンジニアとなり日本IBMの数多くの大

規模システム開発に従事。システム開発を効率的に行うためのJavaの

フレームワークを一人で作り、数百人の開発者が参加する数々の大規

模プロジェクトを成功に導く。Javaを使ったオブジェクト指向を駆使

したシステム開発、データベース設計、各ステークホルダーとの調整

ごとを得意とする。
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