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改訂履歴 

日付 内容 作成者 

2017.1.26 マニュアルVer.0.1作成 CM3 No.025 

2017.1.27 マニュアルVer.0.1改訂＞ver.1.0として発行 CM1 No.038 

2017.2.6 ver.1.1 P9の表記を一部変更 CM1 No.038 

2017.2.16 ver.1.2 3.注文方法に新規登録の手順を追加 CM1 No.038 

2017.6.27 ver.1.3 3.注文方法にレコードのインポート・エクス
ポートを追加 

CM1 No.038 

2018.11.21 Ver.1.4   はじめに（全体のフロー）を追加 COMLAB No.025 
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はじめに 

STEP① ログイン 詳細はこちら 

STEP② ホーム画面で注文するテンプレートを探す 詳細はこちら 

STEP③ 過去に発注した場合は、どの人の名刺を何枚注文するのかを入力 
（新規の場合は新規入力） 

詳細はこちら 
（詳細はこちら） 

STEP④ 配送先の選択 詳細はこちら 

STEP⑤ カートに追加 詳細はこちら 

STEP⑥ 発注申請 詳細はこちら 

STEP⑦ 注文確定 詳細はこちら 

新プリまるは大きく7step！ 
 
基本的にはログイン＞＞注文＞＞確定 のフローですが、たくさんの機能があるためにボタンも多
く、画面に慣れるまで少しお時間がかかるかもしれません。本マニュアルは30ページ近くもありま
すが、わかりやすく詳細な解説を心がけた結果です。解説は下記7stepのこととなっております。 
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ユーザーについて 

サイトURL https://www.purimaruplus.jp/print-mt/store01 

ユーザーID 

ユーザーパスワード 

ユーザーとは 
 
ユーザーとは株式会社サンワが運営する「プリまる+プラス」をご利用するお客様のことです。 
ユーザーの皆さまにはID と パスワードが発行されます。 
「プリまる+プラス」のログインに必要となりますので大切に保管をお願いします。 
 
ユーザーの皆さまが行える機能 
 
• 名刺を注文するためにログインができます。 
• 注文する名刺を検索することができます。 
• 注文する名刺をカートに入れ、数量、配送先、条件を指定してオンライン発注ができます。 
• 注文した名刺の作業状況などを確認できます。 
• 過去に注文した履歴を見ることができ、再注文ができます。 
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1.ログイン方法 

ログイン 

ブラウザで 
https://www.purimaruplus.jp/print-
mt/store01 にアクセスすると右のよ
うなログイン画面が表示されます。お手
元の情報を見ながら①ID と②パスワード
を入力して、③[ログイン]ボタンをク
リックしてください。 
 
※パスワードを忘れてしまった場合には
後述の「6.パスワード再発行」をご参照
ください。サポートしているOSとブラウ
ザについては④の表をご確認ください。 
 

① 
② 

③ 

④ 

https://www.purimaruplus.jp/print-mt/store01
https://www.purimaruplus.jp/print-mt/store01
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2.ホーム画面 

ログイン後の画面 

ログインに成功すると右のような画面に
切り替わります。このログイン後の最初
の画面を「ホーム画面」といいます。 

① 

② 

③ 

④ 
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2-1.ホーム画面の説明 

4つで構成 

ホーム画面は①ヘッダー、②サイド、③
コンテンツ、④フッターの４つから構成
されています。ヘッダーの項目と名刺が
表示されているコンテンツ部分は使用頻
度の高い場所となります。 

① 

② 

③ 

④ 

①ヘッダー 

②サイド 

③コンテンツ 

④フッター 
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2-2.ホーム画面などのヘッダーについて 

アイコンについて 

ホームアイコン： 

ホーム画面を
表示します 

マイページアイコン： カートアイコン： 設定アイコン： ヘルプアイコン： ログアウトアイコン： 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

マイページ画
面を表示しま
す 
アイコン下部
には確認が必
要な項目の件
数が表示され
ます 

カート画面を
表示します 
アイコン下部
には、現在
カートに追加
されている資
材の数が表示
されます 

設定画面を表
示します 

マニュアルな
どをご確認い
ただけます 

ログアウトし
て、ログイン
画面を表示し
ます 
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3.注文方法 

注文するテンプレートを探す① 

ホーム画面から注文するテンプレートを選択する必要が
あります。 
 
この画面では①に1/6が表示されていることから６つの
テンプレートが登録されていることがわかります。 
 
②オレンジのボタンは複数枚スライドしていきますので
登録が多いときにご利用ください。 
 
中央に表示されているものではない場合、③のサムネイ
ルの部分をクリックすると次のテンプレートの内容を確
認できます。またはマウスのスクロールでもコマ送りが
できます。 
 
標準ではテンプレートの作成日順にソートされています。 

① 

② 
③ 

② 
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3.注文方法 

注文するテンプレートを探す② 

テンプレートの数が多い場合には、①
の検索バーや②のソート機能、また③
にある登録日による絞込みも可能です。 
 
注文するテンプレートを④の位置に表
示しクリックしてください。すると⑤
のように拡大表示になります。テンプ
レートが間違いないか確認後、⑥の可
変データ編集を押してください。 
可変データ編集については次のページ
でご説明します。 

① 

② ③ 

④ 

⑤ 

⑥ 



一覧から探す 
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3.注文方法 

前ページの可変データ編集ボタンを押す
とデータ一覧が表示されます。注文する
方のデータを一覧から探します。 
 
数が多い場合には①の検索や②のページ
送りを使いながら、注文または編集した
いデータを選択します。 
 

① 

② 
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3.注文方法 

ボタンについて 

注文のチェックをす
べて外すことができ
ます。 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

一覧のすべてに
チェックをつけるこ
とができます。 

見えているページの
みです。 

見えているページの
みです。 

チェックを入れたも
のに対しての一括指
定ができます。 

チェックを入れたも
のに対しての配送先
を一括で指定できま
す。 

配送先が決まってい
ないと機能しません。 

見えているページの
みです。 

チェックを入れたも
のに対してプレ
ビューの用のPDFを
生成します。 

Sampleの文字が入
ります。 

新規登録時に使いま
す。 
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3.注文方法 

レコードを新規登録する 

①新規登録ボタンを押す 
新規でレコードの追加が可能です。 
 
②入力作業 
新規登録ボタンをクリックすると、右のように編
集用の画面がポップアップします。 
内容を入力し、②の保存を押してください。 
一覧表示に戻ったときに登録できているかどうか
ご確認ください。 
 
※ID欄は必須項目です。固有の文字または数字を
入力してください。 
 
 
 

① 

② 
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3.注文方法 

レコードの内容を修正する 

①レコードのコピーボタン 
レコードのコピーが可能です。 
 
②レコードの編集ボタン 
レコードの編集が可能です。P15で詳
しく説明します。 
 
③レコードの削除ボタン 
不要なレコードを削除できます。 
 
 
 
 

① ② ③ 



レコードの内容を修正する 
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3.注文方法 

①編集ボタンをクリックすると、右のように
編集用の画面がポップアップします。 
修正したい箇所を編集し、②の保存を押して
ください。 
一覧表示に戻ったときに修正できているかど
うかご確認ください。 
 
 
※注文数、配送先が指定されていないとカー
トに入りません。 

① 

② 

③ 



リストをエクスポートする 
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3.注文方法 

①エクスポートボタンをクリックすると、可
変データをCSV形式でダウンロードすること
が出来ます。 
 

① 



リストをインポートする 
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3.注文方法 

①エクスポートしたリストに変更・追加を行
います。 
 
②インポートボタンをクリックすると、 
CSV形式のリストを一括で登録することが出
来ます。 
 
※可変データの全件がインポートした内容で
上書きされます。CSVファイルにないレコー
ドは削除されます。 
 

② 

① 

注意：必ず先にエクスポートを行ってください 



カートに追加する 
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3.注文方法 

注文したい方のレコードを確認し、変
更がない場合は 
 
①該当レコードにチェックを入れる 
②注文数を変更する 
③配送先を選択する 
④カートに追加ボタンをクリック 
 
※チェックを入れると 
オレンジの色が着きます。 

① 
② 

③ 

配送先の追加・変更はP22「6.Settinsページ」を参照してください。 

④ 
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3.注文方法 

カート内の確認 

カートに追加すると、右上のような黒い画面
を経てカート内の画面になります。 
 
①プレビュー表示 
②データ内容の確認 
③配送先および数量の確認 
 
内容を確認の後、④発注申請にすすむボタン
を押してください。 
 
 
プレビュー確認などはこの段階でも可能です。 
 

① 

③ 

② 

④ 
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3.注文方法 

最終確認 

最終確認画面です。 
 
①納品先の変更やその他伝達事項がある場合
は注記欄にご記入ください。 
 
②テンプレートごとの納品先と数量が表示さ
れます。また、データダウンロードをクリッ
クすると今回発注分のデータをCSV形式でダ
ウンロード可能です。 
 
③注文を確定するボタンで注文を確定します。 
注文確定後、注文内容確認のメールが送信さ
れます。 
 
 

① 

② 

③ 
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4.マイページ 

マイページでできること 

発注を確定させると自動でマイページ表示へ
切り替わります。 
 
注文した項目が一覧となって表示されます。 
 
①進捗状況欄の該当する注文をクリックする
と発注詳細（進捗状況）ページに移動し、注
文状況の確認や、キャンセルが可能です。 
 
進捗状況の確認とキャンセルについては次の
ページでご説明します。 
 

① 
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4.マイページ 

進捗確認とキャンセル 

①のアイコンが順番に色づき、出荷までの進
捗を確認することができます。 
 
②のキャンセルを押すと注文をキャンセルす
ることができます。 
③のような確認画面が出てきますので、OK
を押してください。 
 
進捗状況が製造中になるとキャンセルはでき
なくなりますのでご注意ください。 
 

① 

② 

③ 
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5.Settingsページ 

各種設定で配送先の設定、アカウント情報の変更、集計が可能です。 

配送先の追加・変
更・削除ができます。 

① 

ログインしたユー
ザー様の登録情報を
追加・変更できます。 

② 

過去どれくらいの注
文をしたかなど、基
幹を絞り込んで確認
できます。 

③ 
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5.Settingページ 

配送先設定ページ 

ヘッダーの各種設定＞配送先設定を押
すと右のような画面になります。 
枠で囲んだ部分が配送先一覧になって
いますので、選択のチェックを付けて
編集ボタンを押すことで配送先の変更
が可能です。 
また、配送先のコピーや新規追加も可
能です。 
 
配送先はユーザーと紐づいているため、
複数のユーザーがいる場合は都度設定
する必要がありますのでご注意くださ
い。 
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5.Settingページ 

アカウント情報ページ 

ヘッダーの各種設定＞アカウント情報
を押すとアカウントの追加・変更が可
能です。 
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5.Settingページ 

利用実績集計ページ 

ヘッダーの各種設定＞利用実績集計を
押すと内容が確認できます。 
 
 
また、閲覧した集計結果をCSV形式で
ダウンロードすることも可能です。 
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６.パスワード再発行 

メールアドレスで再発行できます 

パスワードを忘れた場合はリマインダー機能
がありますので、ログイン画面から①をク
リックして、ID欄にユーザーIDを入力して次
へをクリックしてください。 
 
「パスワード再設定用のURLをメール送信し
ました」というアナウンスが表示されますの
で、メールをご確認いただき、変更をしてく
ださい。 
 
※有効時間は1時間です。 

① 
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