
EC に特化したノーコードツール

必要なツールを 
⾃分でつくる



ECの運営業務でよくある悩み

システムが 

うまく連携できていない

モール間のシステム連携がされていない

基幹システムとの連携が⼤変

利⽤しているシステムの 

機能が⾜りない

カスタマイズは⾼額

適切なアプリが⾒つからない

販路や商流が変わるたび 

新しい作業が発⽣する

都度システムの切り替えに追われる

頻繁にエンジニアに頼めない

RMS



「EC特化のノーコード」で、 

それぞれの悩みを解決できます

プログラミングなしで 

複数のシステムを連携

モール‧カート間の各種データを同期

各店舗の売上状況をリアルタイム管理

利⽤しているシステムの 

機能を拡張

処理の条件を⾃由に設定

API を介して細かなコントロール

業務フローに合わせて 

新しいツールを作成

システムを切り替えずに対応

必要なツールを⾃分でつくる

プログラミングの知識がなくても、画⾯の操作のみで誰でもWEBサービスやアプリなどをつくれるツールです。ノーコードツールとは

伝票を更新する
発送完了報告をする

FBA在庫数を取得する



メッセージを送信

メッセージを送信

メールを送信

メッセージを送信

Google スプレッドシートに書き出し

Google スプレッドシートを更新

商品情報を更新

サブステータスを更新

発送完了報告

出品中商品の価格情報を取得
レポートを作成

出荷確定済みにする

在庫数の更新

伝票分割

商品在庫数を取得

Google MAPから住所情報を取得

ダイレクトフルフィルメント 在庫フィードの送信

注⽂を⾃動キャンセル

Shopify 注⽂を更新

EC 運営で利⽤するシステムの機能を 

⾃由に組み合わせ独⾃の業務フローをつくれるノーコードツールです



プログラミングの知識がなくても、 

オリジナルのツールを⾃由につくることができます

ノート (ブロック)を⾃由に組み合わせることでつくれる業務フローは無限⼤



Amazon 

セラーセントラル

Amazon 

ベンダーセントラル

Amazon Ads 楽天市場 

RMS

Dropbox

RMS

ネクストエンジン

Chatwork

ソーシャルPLUS Sendgrid Google Map

LINESlack

ShopifyQoo��Yahoo!ショッピング

接続しているサービス

OPENLOGI Google 

スプレッドシート

ScrapeHero Cloud FTP

CData Connect Cloudキントーン

Mailgun



レポートを作成

商品のショッピングカート 
ボックス獲得価格を取得

出品中商品の価格情報を取得

レポートドキュメントを取得

ファイルをアップロード 
（フィードAPI）

ノート⼀覧 (できること)

トランザクションステータスの取得

在庫フィードの更新

注⽂の納品書を取得

注⽂の送り状（配送ラベル）の 
⽣成をリクエスト

注⽂の発送ステータスを更新

注⽂の送り状（配送ラベル）を取得

注⽂を検索（β）

PO を検索

受注を検索

発送完了報告

商品の在庫情報の取得

商品の在庫情報を更新

配送⽅法を更新

注⽂のひとことメモなどを更新

注⽂を検索

注⽂をキャンセル

注⽂をフルフィルメント

トップページ設定を更新 
 (PC デザイン)

メタフィールドを取得

顧客を検索

顧客を更新

顧客を取得

商品のバリエーションを更新

Flow トリガーイベントを発⾏

注⽂を検索

注⽂ステータスを更新

配送情報を更新

受注伝票を検索

注⽂を取得

発送処理を⾏う

スポンサー広告レポートを 
作成‧取得

サブステータスを更新

商品を更新

商品ページ画像を更新

商品の販売期間設定を更新

商品を更新（SKU毎に⼊⼒可能な 
項⽬）

商品別ポイント変倍を更新

注⽂を更新

商品を更新

商品の在庫数を更新

商品の在庫情報を取得

商品の在庫情報を取得

すべての未反映項⽬の反映をリクエスト

商品の在庫情報を更新

商品データをアップロード



通知を送信

ワークシートの内容を CSV 
ファイルとして取得

Chatwork にメッセージを送信

Slack にメッセージを送信

メールを送信する

OData テーブルレコードを更新

OData テーブルレコードを取得

ジオコーディング

OData テーブルを検索

Amazon 商品レビューを取得

ファイルをアップロード

レコードを検索

レコードを更新

フォルダ内で更新⽇時が 

最新のファイルをダウンロード

ファイルをアップロード

レコードを登録

⾏を追加

ワークシートを更新

⾏を検索

随時開発予定

ノート⼀覧 (できること)

テキストメッセージを送信

OData テーブルレコードを追加

配送情報出⼒ステータス更新

在庫の⼊出庫を更新

受注 CSV ファイルをアップロード

セット商品を含む伝票の不整合を解消

アップロードキューの状態を取得

伝票に明細⾏を追加

伝票分割 ワークシートをクリア 商品情報を取得

伝票の明細を更新

商品マスタを取得

在庫を取得

伝票を更新

伝票を出荷済みに更新



約 100 種類のテンプレートで作成もかんたん

テンプレート 

画⾯



テンプレートは最低限の⼊⼒ですぐにつかえる

テンプレート 

詳細画⾯



Amazon

Amazon セラーセントラル、Amazon ベンダーセントラルと他のシステムを接続し、 

売上や在庫、レビューの管理など、売上アップやコストの削減につながるツールをつくることができます。

Google セラーセントラルから FBA 在庫出

荷レポートを取得し、Google スプレッドシ

ートに書き出す

Amazon ベンダーセントラルのダイレクト

フルフィルメント在庫を更新する

Amazon で出品者の評価が⼊った際に管理

者に通知する (β版)

テンプレートの⼀例



Shopify から注⽂情報を取得し、Google 

スプレッドシートに書き出す

Shopify 注⽂のアイテムをフルフィルメン

トする

Shopify の注⽂タグを任意の条件でつける

12

Shopify

Shopify の注⽂を任意の条件で更新したり、出荷や販促に関わるツールを作成したりすることが、 

複数のアプリを⼊れることなく実現できます。

テンプレートの⼀例



ネクストエンジン

ネクストエンジンだけでは実現できない伝票分割や伝票の⾃動更新に加え、 

さらに他のシステムと接続することで、ネクストエンジンでできることの幅を広げられます。

Google スプレッドシートをもとにネクスト

エンジン伝票に出荷元倉庫の受注分類タグ

を付与する

商品分類タグをもとに伝票を分割する Google スプレッドシートから商品の合計容

積を算出し、配送⽅法を変更する

テンプレートの⼀例



楽天市場 RMS

⽇々の商品情報更新やサンクスメール配信などを⾃動化することで、 

楽天市場の業務効率化や売上アップを実現できます。

新規注⽂の受注時にサンクスメールを⾃動

送信する

Google スプレッドシートをもとに、発送完

了報告を登録する

Google スプレッドシートをもとに、商品情

報を更新する

テンプレートの⼀例

UPDATEUPDATE



Yahoo!ショッピング

イベント前後の商品情報の更新や、⽇々の在庫管理、 

出荷した注⽂への配送情報の反映などを⾃動化し、負担を軽減できます。

Google スプレッドシートをもとに、配送情

報を更新する

在庫情報を取得し Google スプレッドシー

トの在庫数を更新する

Google スプレッドシートをもとに商品情報

を更新し、反映をリクエストする

テンプレートの⼀例



RegularFree
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ノート上限 | 作成

�⼤実⾏時間

サポート

主な機能

Slack
2 営業⽇内に返信

⾦額は全て税別です。

1 営業⽇内に返信 1 営業⽇内に返信

メール
2 営業⽇内に返信 1 営業⽇内に返信 1 営業⽇内に返信

⽉ 1 回 ⽉ 2 回 無制限

Zoom

ノートとは、それぞれが「伝票更新」や「メール送

信」などの固有の処理を⾏うパーツのようなもので

す。複数のノートを組み合わせることで、さまざな処

理を⾃動化できるようになります。

TēPs では、ワークフローのことをフレーズと呼びます。

フレーズは複数のノートから構成されます。

料⾦ ⽇間の無料トライアルあり��初期費⽤  円� ‧

15 分

15 分15 分

15 分

60 分

15 分

60 分

ー定期実⾏の�短間隔



ご利⽤までの流れ

サービスサイトの「無料トライ

アル」フォームからお申し込み

ください。

担当者がお客様の業務課題をヒ

アリングさせていただきます。

14 ⽇間すべての機能を無料で

利⽤することができます。ま

た、オンライン会議ツールでの

導⼊サポートも⾏っています。

無料トライアル終了後も継続を

希望される場合は、クレジット

カードによる決済をお願いして

います。

お申し込み ヒアリング 無料トライアル 正式契約



導⼊事例

インテリア‧テーブル雑貨 ⽣活雑貨、⽂具、⽇⽤品、インテリア⽤品

TēPs は�後の砦。うちのスタッフの中の

⼀⼈、という感覚。いろいろな SaaS を使

ってきたがどれも型がある。TēPs はその 

SaaS をチューニングできる。「⾃分でや

りたいな」「できたらいいな」というこ

とができるようになった。

⼿動作業をなくしたいという強い思いが

あった。楽天スーパーロジスティクスへの

出荷時に「あす楽です」の挿⼊や、メー

カー発送分の伝票をメーカーへ依頼な

ど、これらが全て⾃動化になったことが

⼤きい。サポートが⼿厚く、他社での活

⽤事例を参考に、⾃社で利⽤できる内容

を考えることができる。

有限会社⿅宮 網屋 様 株式会社グリーンウィーク 福⽥ 様
⼦供コスチューム

TēPs は⾃動化のプロフェッショナル。ロ

ボットみたいな⼈が常駐していて、こうな

らこう、と返せる。TēPs 導⼊のタイミン

グでたまたま受注スタッフが退職した

が、⼈⼿が減ったにも関わらず、よりきめ

細かい対応ができている。⼤体いつもや

る業務は⾃動化してしまった。

株式会社トイボックス ⼤阿久 様



よくあるご質問

契約期間はありますか？

契約期間は 1 ヶ⽉です。⾃動更新のため、解約をご希望の場

合は契約満了⽇の 10 ⽇前までにお知らせください。さらに

詳細を知りたい場合は利⽤規約 (https://teps.io/terms/) を

ご覧ください。

初期費⽤はかかりますか？

初期費⽤はかかりません。14 ⽇間の無料トライアル後、ご

利⽤状況により⽉額 15,000 円〜の費⽤が発⽣します。

フリープランと Regular 以降のプランの違いは

何ですか？

フリープランはフレーズの定期実⾏ができず、⼿動での実⾏

だけが可能です。また、スタッフによるサポートがありませ

ん。その他はすべての機能がご利⽤いただけます。 フレーズ

を定期実⾏したい、スタッフのサポートを受けながら⾃動化

をしたい場合は Regular 以上のプランをお申し込みください。

Q

Q

Q

⾃分でツールを作れるか不安なのですが、サポ

ートはありますか？

スタッフによるメール‧チャット‧電話‧オンライン会議に

よるサポートがございます。無料トライアル期間中でもサポ

ートは受けられるので、ご安⼼ください。

Q

RPA との違いは何ですか？

複数の連携先にまたがるような複雑な業務にも対応できま

す。API 連携がメインなので、管理画⾯の仕様変更などで処

理がとまることはありません。

Q



メディア掲載



社名 テープス株式会社

設⽴ 2022 年 4 ⽉

資本⾦

代表取締役

8,120 万円

⽥渕 健悟

主要株主
フィードフォースグループ株式会社 

⽥渕 健悟 

New Commerce Explosion投資事業有限責任組合

役員 取締役 五島 可貴 

取締役 ⾕上 周史 

監査役 鴫原 孝瑛

顧問 鈴⽊ 淳也

事業内容

TEL

EC 事業者向け WEB システム「TēPs」開発‧運営

����-��-����

第 1 期 決算公告 (2022 年 9 ⽉期）

所在地

グループ企業

決算公告

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 5 F

https://teps.io/wp-content/uploads/2023/03/%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E6%96%B9%E9%87%9D.pdf


お気軽にお問い合わせください

お問い合わせはこちら

無料ではじめる

https://teps.io

セミナーも随時開催中！

https://teps.io/#contact
https://teps.io/get-started/

