


TēPs の概要



会社名

所在地

代表者

創業

資本金

主要株主

テープス株式会社

神奈川県茅ケ崎市中海岸 4 丁目 12986 番 52 サザンビーチヒルズ 5F

代表取締役  田渕 健悟

2022 年 4 月

1 億 100 万円（資本準備金含む）

フィードフォースグループ株式会社

New Commerce Explosion投資事業有限責任組合

会社紹介

https://goo.gl/maps/s4sDNWAfQwYUw3Gs9


TēPs とは？

さまざまなサービスを繋いで 

自社独自の業務を自動化するツールを 

自分でつくる

EC 特化ノーコードクラウドサービス 



ノーコードツールとは？

プログラミングの知識不要で、

ノート（ブロック）を 

自由に組み合わせて、 

自動化ツールがつくれる 



TēPs の操作説明



接続しているサービス



ノート一覧（できること）



ノート一覧（できること）



100 種類以上のテンプレートで作成もかんたん



導入企業様の声 

https://teps.io/info/cases-kamiya/
https://teps.io/info/cases-bishop/
https://teps.io/info/cases-gaisense/


ネクストエンジン

受発処理の自動化事例



ネクストエンジンに関する困りごと

● 「確認待ち」の受注伝票に気づけない

● 確認が必要な受注伝票が出荷に回ってしまう

● お客様への連絡を忘れてしまう

● 配送コストを削減したいが手間がかかる

● 1 つの注文に出荷元倉庫が異なる商品が混在してしまう

● ノベルティ・チラシの在庫管理が煩雑になる

● 手作業では出荷確定処理に時間がかかり、ミスが発生する

● 他サービスとネクストエンジンでうまく連携できない



「確認待ち」の受注伝票
に気づけない



「確認待ち」の受注伝票に気づけない

● 「確認待ち」の受注伝票がいつ発生するかわからない
　

● 定期的に管理画面にログインして確認する必要がある

● 打ち合わせなどで管理画面を見ない間に、確認待ちの受注伝票がたまる
　

● 処理に時間がかかり商品の出荷が遅れると、お客様に迷惑がかかってしまう



確認待ちの受注伝票をチャットツール（Chatwork / LINE / Slack）
またはメールに自動で通知する

ブログ記事はこちら

https://teps.io/info/notify-specific-next-engine-order-by-chatwork-line-slack-and-email/
https://teps.io/info/notify-specific-next-engine-order-by-chatwork-line-slack-and-email/


デモンストレーション



確認が必要な受注伝票が
出荷に回ってしまう



「受注確認内容設定」では対応できないケースがある



● 発送先の住所が特定の地域（離島）

● 15 時以降の受注

● 特定の発送方法 & 特定の仕払方法

● 購入者名が「山田太郎」

● 商品計が○○円以上

● 購入者住所と送り先住所が異なる

● 特定の商品分類タグがついた場合（6 パターン目以降）

任意の条件で「確認待ち」ステータスに止める



任意の条件で「確認待ち」ステータスに止める

ブログ記事はこちら

https://teps.io/info/how-to-set-waiting-confirmation-status-widely-on-next-engine/
https://teps.io/info/update-next-engine-order-with-any-criteria/


作業用欄など指定の項目に
任意のメッセージを入れることも可能



ネクストエンジンの受注伝票で検索・更新が可能な項目



お客様への連絡を忘れてしまう



お客様への連絡を忘れてしまう

● 確認内容には、複数の内容が記載されるため、見落としやすい

● 入金状況と受注日を確認して、連絡の要否を判断するのは煩雑



住所不備の修正依頼メールを自動送信



住所不備の修正依頼メールを自動送信

ブログ記事はこちら

https://teps.io/info/ask-buyer-to-send-correct-shipping-address-via-google-forms-for-next-engine-order/
https://teps.io/info/ask-buyer-to-send-correct-shipping-address-via-google-forms-for-next-engine-order/


住所不備の修正依頼メールを自動送信

特定の受注確認内容 ID の
受注伝票に対しメール送信 本文は自由に作成可能



Google フォームを利用して、
受注伝票の修正まで自動化が可能

ブログ記事はこちら

https://teps.io/info/update-shipping-address-on-next-engine-order-according-to-google-forms-filled-by-buyers/
https://teps.io/info/update-shipping-address-on-next-engine-order-according-to-google-forms-filled-by-buyers/


入金催促メールを自動で送信



入金催促メールを自動で送信

ブログ記事はこちら

https://teps.io/info/send-payment-reminder-email-on-next-engine/
https://teps.io/info/send-email-according-to-next-engine-order-condition/


入金催促メールを自動で送信

本文は自由に作成可能 送信タイミングも自由に設定可



配送コストを削減したいが
手間がかかる



配送コストを削減したいが手間がかかる

● 送り先住所に一番近い倉庫から発送したい

● 注文商品の種類や数に応じて、最安の配送方法にしたい

● いずれも、受注伝票の中身を確認して処理するのは手間がかかる



送り先の都道府県に応じて
出荷元倉庫を振り分け



送り先の都道府県に応じて、出荷元倉庫を振り分け

ブログ記事はこちら

https://teps.io/info/t10/
https://teps.io/info/t10/


商品の種類や点数に応じて
最安の発送方法に自動で変更する



受注伝票に含まれる商品の種類や点数に応じて、
最安の発送方法に自動で変更する

ブログ記事はこちら

https://teps.io/info/t32/
https://teps.io/info/t32/


「商品コードとそれに該当する容積値」 「容積値とそれに応じた最適な配送方法」

Google スプレッドシートに以下の 2 つの情報を準備

受注伝票に含まれる商品の種類や点数に応じて、
最安の発送方法に自動で変更する



Google スプレッドシートを参照し、明細の商品ごとの合計容積を算出
（受注数 × 容積値 = 商品ごとの合計容積）

商品ごとの合計容積を合計し、明細の合計容積を算出
（みかん 1 点× 容積値 1 + りんご 5 点 × 容積値 1 = 6）

受注伝票に含まれる商品の種類や点数に応じて、
最安の発送方法に自動で変更する



最大容積値 ≥ 合計容積(6)を検索

Google スプレッドシートから合計容積に応じた最適な配送方法を
検索取得し受注伝票を更新

受注伝票に含まれる商品の種類や点数に応じて、
最安の発送方法に自動で変更する



1 つの注文に出荷元倉庫が
異なる商品が混在してしまう



1 つの注文に出荷元倉庫が異なる商品が混在する

● 温度帯の異なる商品を扱っている

● 商品によって、RSL や FBA など異なる倉庫から発送したい

● すぐに発送する商品と予約商品が混在している



ネクストエンジンの管理画面で受注伝票を分割する場合

1. 各受注伝票の中身を確認

2. メニューから分割処理を実行

3. 必要に応じて、分割後の受注伝票の配送方法などを変更



商品分類タグをもとに受注伝票を分割する

ブログ記事はこちら

https://teps.io/info/split-next-engine-orders-according-to-product-classification-tag/
https://teps.io/info/split-next-engine-orders-according-to-product-classification-tag/


デモンストレーション



ノベルティ・チラシの
在庫管理が煩雑になる



ノベルティ・チラシの在庫管理

1. 事前に売価 0 円で商品登録

2. 各受注伝票の中身を確認

3. 対象の注文の明細行に 0 円の商品を追加



ノベルティ・チラシの在庫管理

ブログ記事はこちら ブログ記事はこちら

https://teps.io/info/add-novelties-to-next-engine-order-based-on-order-amount/
https://teps.io/info/add-novelties-to-next-engine-order-containing-specific-items/
https://teps.io/info/add-novelties-to-next-engine-order-based-on-order-amount/
https://teps.io/info/add-novelties-to-next-engine-order-containing-specific-items/


デモンストレーション



応用編：「選べるセット」の商品を明細行に追加する

ブログ記事はこちら

https://teps.io/info/update-next-engine-order-item-lines-according-to-rakuten-eraberu-set/
https://teps.io/info/update-next-engine-order-item-lines-according-to-rakuten-eraberu-set/


手作業では出荷確定処理に
時間がかかり、ミスが発生する



手作業では出荷確定処理に
時間がかかり、ミスが発生する

● 利用している倉庫が WMS に対応していない
　

● 一部の商品（メーカー発注品など）だけ手動で出荷確定が必要で、
見落としがち



Google スプレッドシートをもとに受注伝票の出荷確定を行う

ブログ記事はこちら

https://teps.io/info/confirm-next-engine-order-shipment-according-to-google-spreadsheets/
https://teps.io/info/confirm-next-engine-order-shipment-according-to-google-spreadsheets/


Google スプレッドシートをもとに受注伝票の出荷確定を行う

ブログ記事はこちら

https://help.teps.io/append-next-engine-order-to-google-spreadsheets
https://teps.io/info/append-next-engine-order-lines-to-google-spreadsheets/


デモンストレーション



他サービスとネクストエンジンで
連携がうまくいかない



ネクストエンジンと他サービス連携の課題

受注 API 連携 課題

Shopify 受注の取り込み時のみ
● Shopify 注文とネクストエンジン受注伝票の

情報更新・ステータス変更が同期されない

Qoo10 なし
（受注はメール取り込み）

● Qoo10 注文とネクストエンジン受注伝票の
情報更新・ステータス変更が同期されない

● 取り込み時に不足する項目がある

Amazon
ベンダーセントラル

なし
● 手動でネクストエンジンに受注伝票を

起票する必要がある

電話、FAX、店頭など なし
● 手動でネクストエンジンに受注伝票を

起票する必要がある

楽天市場 RMS あり
● 楽天市場 RMS とネクストエンジン受注伝票で

連携されない項目がある



Shopify 注文とネクストエンジン受注伝票の同期

● Shopify 注文が「支払い済み」になったら
受注伝票に反映

● Shopify 注文のキャンセルを受注伝票に反映

● Shopify の e ギフト注文で送り先住所が
入力されたら受注伝票に反映

ブログ記事はこちら

https://teps.io/info/update-next-engine-order-from-shopify-order/
https://teps.io/info/update-next-engine-order-from-shopify-order/


Qoo10 注文とネクストエンジン受注伝票の同期

＜2023 年 2~3 月リリース予定＞
● ネクストエンジン受注伝票の配送情報を

取得し、Qoo10 に反映する

● Qoo10 の入金ステータスをネクストエンジン
受注伝票に反映する

ブログ記事はこちら

https://teps.io/info/update-qoo10-next-engine-order-buyer-infomation-according-to-shipping-infomation/
https://teps.io/info/update-qoo10-next-engine-order-buyer-infomation-according-to-shipping-infomation/


Amazon ベンダーセントラル注文を
ネクストエンジンに新規起票

ブログ記事はこちら ブログ記事はこちら

https://teps.io/info/create-amazon-retail-purchase-order-to-next-engine/
https://teps.io/info/create-direct-fulfillment-order-to-next-engine/
https://teps.io/info/create-amazon-retail-purchase-order-to-next-engine/
https://teps.io/info/create-direct-fulfillment-order-to-next-engine/


電話、FAX、店頭などの注文を
ネクストエンジンに新規起票

ブログ記事はこちら ブログ記事はこちら

https://teps.io/info/create-next-engine-orders-according-to-kintone-records/
https://teps.io/info/create-order-from-google-spreadsheets-to-next-engine/
https://teps.io/info/create-order-from-google-spreadsheets-to-next-engine/
https://teps.io/info/create-next-engine-orders-according-to-kintone-records/


楽天市場 RMS の受注とネクストエンジン受注伝票の同期

ブログ記事はこちら ブログ記事はこちら

https://teps.io/info/update-next-engine-order-item-op-according-to-rakuten-order-delivery-date/
https://teps.io/info/update-rakuten-rms-order-delivery-date-according-to-next-engine-order-estimated-delivery-date/
https://teps.io/info/update-next-engine-order-item-op-according-to-rakuten-order-delivery-date/
https://teps.io/info/update-rakuten-rms-order-delivery-date-according-to-next-engine-order-estimated-delivery-date/

