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1-1 商品インポートについて

ＳＴＥＰ１：商品情報取込

楽々通販2では各モールに登録されている商品情報をCSVデータとして本システムにインポート、またはエクスポート

して利用することができます。

楽々通販2のCSVでの商品取込には、【楽々通販

2CSV専用】と【各モール取り込みCSV専用】の2種

あります。

楽々通販2内に登録している商品情報を専用の

フォーマットでCSVに出力し、編集したものをイン

ポートして商品情報の登録を行います。

既に出店している各モールの店舗の商品情報を

CSVに出力したものを楽々通販2にインポートして

登録します。基本的には初回商品登録時のみこち

らを利用します。

各モールの店舗に登録している商品情報を楽々通販

2内に取り込んで、楽々通販2のマスタ商品として登録

することができます。

マスタ商品として登録した商品情報に各モールから取

り込んだ商品情報を紐づけることで全店舗の商品を一

括して管理することができます。

ご注意ください!!

※Yahoo!ショッピング店に出品中でスペック・オプション別在庫設定をしている商品は楽々通販2にCSVインポートで新規登録できません。

あらかじめマスタ商品を作成しておく必要がありますのでご注意ください。

※基本的には楽天市場店をマスター商品として登録することをおすすめいたします。

楽々通販2専用

各モール取り込み専用

同一商品でありながら、モールごとに商品管理番号（Yahoo!ショッピング店の場合商品コード）が異なる場合には、商品

紐づけが自動処理されませんので、商品紐づけを行いたい店舗商品はあらかじめ商品管理番号をご用意しておくことを

おすすめします。

また、店舗ごとにカテゴリ名やカテゴリ階層が異なるとカテゴリ紐づけが自動処理されませんので、紐づけを行いたいカ

テゴリはあらかじめ各モールの店舗設定画面にてカテゴリを整理しておくことをおすすめします。
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ＳＴＥＰ１：商品情報取込

商品情報の取り込みは

【 商品管理 ＞ インポート 】より

CSVをアップロードして行います。

1-2 商品インポート画面 ※導入後はこちらをご利用ください※

各モールの出店中の店舗から商品情報を楽々通販2に取り込みます。

1-3 商品インポート（各モール取り込みCSV専用） ※初回取込時はこちらです※

①・・・店舗登録をした店舗名が表示されます。

②・・・店舗CSV専用選択ダイアログボックスを開きます。

③・・・②アップロード完了後、クリックで商品紐づけダイ

アログボックスを開きます。

④・・・③商品紐づけ完了後、クリックでカテゴリ紐づけ

画面ダイアログボックスを開きます。

⑤・・・②③④のデータを元に商品の登録を開始します。

開始案内画面ダイアログボックスが開きます。

初回商品登録時は「各モール取り込みCSV専用」からファイルをアップロードします。②のアップロードするファイル

種別に関しての詳細は1-4にて説明します。店舗ごとに②から⑤を順番に登録してください。

最初にCSVを取り込んだ商品情報がマスタ商品となります。楽々通販2ではマスタ商品は楽天市場の商品を推奨し

ております。

3 4 51 2
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楽天市場店の商品情報をインポートします。

インポートするCSVファイルをRMSよりダウンロードします。以下、ダウンロードの手順です。

ＳＴＥＰ１：商品情報取込

1-4-1 各モール取り込みCSVダウンロード 【 楽天市場 】

RMSメインメニュー

②「商品を一括または個別に登録・編集・コピー・削除しま

す」とある

【 商品ページ設定 】メニュー画面に遷移します。

③商品ページ設定メニュー画面内の

■商品一括編集機能▶

CSV更新（変更・削除）

を選択します。

①RMSにログインし、画面の左側に表示される

店舗設定 ＞【 1.商品登録・更新 】画面に

遷移します。

商品登録・更新画面

商品ページ設定メニュー
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ＳＴＥＰ１：商品情報取込

④商品情報CSVファイル( item )と、

項目選択肢・項目選択肢別在庫CSVファイル( select )

のダウンロードの方法です。

▶固定フォーマットでダウンロード

内の【 詳細タイプ 】のラジオボタンに

チェックを入れ、CSVファイルをダウンロードします。

ダウンロードしたCSVファイルは２ファイルあり、

商品一括編集用のFTPサーバ内に表示されます。

FTPソフトを用いてご確認ください。

⑤再度CSV更新（変更・削除）メニューより、

CSVファイルのダウンロード画面に遷移しま

す。

▶カテゴリ更新フォーマットでダウンロー

ド内の【 全商品 】のラジオボタンに

チェックを入れ、CSVファイルをダウンロードし

ます。

ダウンロードしたCSVファイルは

商品一括編集用のFTPサーバ内に表示され

ます。

FTPソフトを用いてご確認ください。

次頁でFTPソフトからの確認法を説明します。

商品情報CSVファイルのダウンロード

カテゴリ情報CSVファイルのダウンロード
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ＳＴＥＰ１：商品情報取込

ダウンロードしたCSVファイルは商品一括編集用のFTPサーバ内に表示されます。

FTPソフトを用いて確認する方法を説明します。

FTPサーバーに接続すると、

先ほどダウンロードしたファイルが

【 ritem 】フォルダ内に表示されます。

※表示されるまで時間を要する場合がございます。

【 ritem 】 ＞ 【 download 】フォルダ内に

RMS内でダウンロードした3つのファイルが表示されます。

ファイル名が

dl-item-cat 日時.csv

dl-item 日時.csv

dl-select 日時.csv

であることと、表示されている日時が

RMSでファイルをダウンロードした時間帯であることを

確認し、デスクトップなどに

ドラッグ＆ドロップでコピーしてください。

ホスト名：upload.rakuten.ne.jp

ポート番号：21
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ＳＴＥＰ１：商品情報取込

1-4-2 各モール取り込みCSVダウンロード 【 Yahoo!ショッピング 】

Yahoo!ショッピング店の商品情報をインポートします。

インポートするCSVファイルをYahoo!ストアクリエイターProよりダウンロードします。以下、ダウンロードの手順です。

1

ストアクリエイターProにログインし、

【 商品・画像・在庫 】メニューの【 商品管理 】画面に遷移します。

商品管理画面の左下に【 商品管理メニュー 】が表示されるので、

【 商品データ 】 のダウンロードボタンをクリックします。

2

項目指定商品データダウンロード画面がポップアップ表示されます。

【 全ての商品データ 】にチェックを入れて

ダウンロードボタンをクリックし、

商品情報CSVファイル（data.csv)をダウンロードします。

Yahoo!ショッピングの場合、CSVファイルは操作したPC内に

保存されるためダウンロードバーなどを確認してください。

3

【 商品管理メニュー 】内の

【 カート内関連商品データ 】のダウンロードボタンをクリックして

CSVファイル（cross-sells.csv）を保存してください。

4

【 カテゴリ管理 】画面に遷移します。

左側に表示されている【 カテゴリデータ 】のダウンロードボタンを

クリックしてカテゴリCSVファイル（category.csv)を保存してください。

商品データCSVのダウンロード

ダウンロードタイプの選択

カート内関連商品データCSVのダウンロード

カテゴリデータCSVのダウンロード

5
【在庫】画面に遷移します。

左側に表示されている【在庫の商品データ】の

ダウンロードボタンをクリックして在庫CSVファイル

（quanity.csv）を保存してください。
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ＳＴＥＰ１：商品情報取込

1-4-3 各モール取り込みCSVダウンロード 【 ポンパレモール 】

ポンパレモール店の商品情報をインポートします。

インポートするCSVファイルをポンパレmanagerよりダウンロードします。以下、ダウンロードの手順です。

1

ポンパレmanagerにログインします。

ツールメニュー【 ショップ管理 】より

【 CSVファイルダウンロード 】画面に遷移します。

2

CSVファイルダウンロード画面で必要項目にチェックを

入れます。

ダウンロードファイル種別：商品登録用CSV

抽出条件：全商品

出力項目：全項目

を選択してダウンロードボタンをクリックします。

ダウンロードしたCSVファイルは２ファイルあり、

ポンパレmanager内で確認することが出来ます。

ショップ管理

商品情報CSVファイルのダウンロード
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ＳＴＥＰ１：商品情報取込

3

CSVファイルのダウンロード画面で必要項目にチェックを

入れます。

ダウンロードファイル種別：カテゴリ登録用CSV

抽出条件：全商品

を選択してCSVファイルをダウンロードします。

次にダウンロードしたファイルの確認法を説明します。

商品管理メニュー内の【 商品一括編集機能 】＞【 CSVファイル一覧 】に

遷移します。

これまでにポンパレmanagerでダウンロードしたCSVファイルが一覧表示されます。

ファイル作成日時が先ほどダウンロードした時間帯と一致しているか確認し、

ファイル名をクリックして3ファイルをダウンロードします。

item_ 日時.csv

option_ 日時.csv

category_ 日時.csv

上記のようなファイル名となっていることを確認してください。

カテゴリ情報CSVファイルのダウンロード

ダウンロードしたCSVの確認法
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ＳＴＥＰ１：商品情報取込

1-4-4 各モール取り込みCSVダウンロード 【 FutureShop2 】

FutureShop2店の商品情報をインポートします。

インポートするCSVファイルをFutureShp2の管理画面よりダウンロードします。以下、ダウンロードの手順です。

1

管理画面にログインします。

ツールメニュー【 運用メニュー ＞ 商品管理】より

【 商品データ一括登録項目設定 】画面に遷移します。

2

商品データ一括取得の際に使用する商品情報の項目を設定します。

下記の項目にチェックを入れて登録をしてください。

コントロールカラム/商品URLコード/ステータス/商品番号/商品名/メイングループ/優先度/本体価格/定価/消費税/販売期間/クール便指定/送料/

アイキャッチアイコン１/アイキャッチアイコン２/アイキャッチアイコン３/商品一言説明HTMLタグ/商品説明HTMLタグ/表示パターン/カート表示/問い

合わせ表示/友達メール表示/オススメ商品商品ページ内表示/BODY直下テキスト/ページ名/キーワード/上部コメントHTMLタグ/下部コメントHTML

タグ/商品価格上部コメントHTMLタグ/在庫管理/バリエーション横軸名/バリエーション縦軸名/ステータス（モバイル）/商品名（モバイル）/商品説明

HTML使用フラグ（モバイル）/会員価格設定/アクセス制限/ポイント付与率設定/ページ名(モバイル)/ キーワード(モバイル)/ステータス（他社サービ

ス）/レイアウトスタイル設定/上部コメントHTMLタグ（モバイル）/下部コメントHTMLタグ（モバイル）/Description/JANコード/闇市パスワード/キャッチ

コピー/メイン画像群名称/サブ画像群名称/上部コメントHTMLタグ（スマートフォン）/下部コメントHTMLタグ（スマートフォン）/商品説明HTMLタグ（ス

マートフォン）/税率設定/登録日時/最終更新日時

商品データ一括登録項目設定

商品データ一括登録項目設定 【商品】
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ＳＴＥＰ１：商品情報取込

3

4

商品データ一括登録項目設定 【項目選択肢】

商品データ一括取得の際に使用する項目選択肢情報の項目を設定
します。
下記の項目にチェックを入れて登録をしてください。

コントロールカラム/商品URLコード/選択肢タイプ/セレクト／ラジオ
ボタン用項目名/セレクト／ラジオボタン用選択肢/項目選択肢前改
行/項目名位置/項目選択肢表示/最終更新日時

商品データ一括登録項目設定 【バリエーション】

商品データ一括取得の際に使用するバリエーションの項目
を設定します。
下記の項目にチェックを入れて登録をしてください。

コントロールカラム/商品URLコード/バリエーション別選択
肢（横軸）/バリエーション別枝番（横軸）/バリエーション別
選択肢（縦軸）/バリエーション別枝番（縦軸）/現在在庫数/
調整在庫数/在庫閾値/最終更新日付

5 商品データ一括登録項目設定 【商品グループ】

商品データ一括取得の際に使用する商品グルー
プの項目を設定します。
下記の項目にチェックを入れて登録をしてください。

コントロールカラム/第１階層グループ名/第２階
層グループ名/第３階層グループ名/第４階層グ
ループ名/第５階層グループ名/グループURLコー
ド/表示順位/ステータス/表示区分（商品グルー
プ）/表示区分（商品）/コメントHTMLタグ/コメント/
子グループレイアウトスタイル/子グループレイア
ウト画像並び数（縦）/子グループレイアウト画像
並び数（横）/商品レイアウトスタイル/商品レイア
ウト画像並び数（縦）/商品レイアウト画像並び数
（横）/上部コメントHTMLタグ/上部コメント/下部コ
メントHTMLタグ/下部コメント/ BODY直下
テキスト/BODY直下テキスト表示方法/BODY直
下テキスト表示位置/ページ名/ページ名表示方
法/キーワード/キーワード表示方法/グループ名
（モバイル）/表示順位（モバイル）/ステータス（モ
バイル）/ページ名(モバイル)/ページ名表示方法
(モバイル)/キーワード(モバイル)/キーワード表示
方法(モバイル)/上部コメントHTMLタグ（モバイ
ル）/上部コメント半角変換フラグ（モバイル）/上
部コメント（モバイル）/下部コメントHTMLタグ（モ
バイル）/下部コメント半角変換フラグ（モバイル）/
下部コメント（モバイル）/SEEQ用グループコード
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ＳＴＥＰ１：商品情報取込

【 商品データ一括取得 】画面に遷移します。

・商品一括登録用ファイル（goods.csv）

・商品画像登録用ファイル（goodsImage.csv）

・項目選択肢登録用ファイ（goodsSelection.csv）

・バリエーション登録用ファイル（goodsValiation.csv）

・グループひもづけ用ファイル（category.csv）

・商品追加画像登録用ファイル（goodsAdditionalImage.csv）

（※追加画像オプションを契約済みの場合のみ）

・商品グループ一括登録用ファイル（group.csv）

上記の７（または６）ファイルをダウンロード、保存してください。

FutureShop2の場合、CSVファイルは操作したPC内に

保存されるためダウンロードバーなどを確認してください。

6

商品データ一括取得
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ＳＴＥＰ１：商品情報取込

1-4-5 各モール取り込みTSVダウンロード 【 Amazon 】

Amazonの商品情報（TSV）をインポートします。（全1ファイル）
インポートするTSVファイルをAmazonセラーセントラル管理画面よりダウンロードします。
以下、ダウンロードの手順です。

①Amazonセラーセントラルにログイン後、
在庫タブ内の【 出品レポート 】をクリックします。

②レポートの種類の選択を【 出品詳細レポート(カスタム) 】
に変更後【 このレポートの項目をカスタマイズする 】
と記載されている青字のリンクをクリックします。

※出品詳細レポート（カスタム）がない場合は、
出品詳細レポートで構いません。

③レポートの種類：
【出品詳細レポート】に変更の上、
ページ左部の利用可能な項目内に
何か項目が入っておりましたら、
全て右部の選択した項目へ
追加作業を行ってください。
左部が空になりましたら、保存を
クリックし、出品レポートに戻り
ます。（①～④の手順です。）

①

②

③

④

14



ＳＴＥＰ１：商品情報取込

1-4-5 各モール取り込みTSVダウンロード 【 Amazon 】

④再度、レポートの種類の選択を【 出品詳細レポート（カスタム）】へ変更し【 レポートの要求 】をクリック
するとダウンロード準備に入ります。

⑤ページ下部にダウンロード状況が表示されますので、ステータスが準備完了となりましたら、
画面右側ダウンロードよりダウンロードくださいませ。

ご確認！！
Amazonを以前からご利用されている店舗様はダウンロードいただく項目の
【ポイント】が表示されていない場合がございます。
その際は、出品レポート画面にて【ポイント】項目の申請画面リンクが表示
されますので、そちらより申請手続きをお済の上、TSVファイルのダウンロードをお願いい
たします。

上記にてAmazonの商品取込TSVファイルのダウンロードが完了となります。

15



ヤマダモールの商品情報をインポートします。（全10ファイル）

インポートするCSVファイルをヤマダモール管理画面よりダウンロードします。以下、ダウンロードの手順です。

ＳＴＥＰ１：商品情報取込

1-4-5 各モール取り込みCSVダウンロード 【 ヤマダモール 】 ※2018年2月7日より対応予定

ヤマダモール管理画面メインメニュー

一括編集機能の中にある

【 商品データエクスポート 】メニュー画面に遷移します。

ヤマダモールへログインし、画面の左側

に表示される

1-1 【 商品登録・更新 】画面に遷移

します。

1.店舗設定内の商品登録・更新

1.商品取込（全7ファイル）

画面の右側、一括編集機能の中の【 商品データエクス

ポート 】画面に遷移します。

商品データエクスポート画面

①出力テーブル・・・エクスポートをしたい項目にチェック

②絞込条件・・・全項目空白のままで構いません。

③出力フォーマット・・・csv形式にチェック

④列見出し・・・1行目に列見出しを出力にチェック

実行

Point

※エクスポート状況は画面下で確認ができ、完了すると

【 完了結果のダウンロード 】よりダウンロードが可能です。

※直近20件が表示されます。

※エクスポートファイルのダウンロード可能期間は約1週間と

なります。

エクスポートファイルについて

【商品データエクスポート画面でダウンロードするファイル項目】

①商品 goods.csv

②商品価格 goods-price.csv

③商品在庫 goods-stock.csv

④商品説明 goods-supp.csv

⑤商品画像 goods-img.csv

⑥項目選択肢 goods-choice.csv

⑦項目選択肢別在庫 goods-choice-stock.csv

16



ヤマダモールの商品情報をインポートします。（全10ファイル）

インポートするCSVファイルをヤマダモール管理画面よりダウンロードします。以下、ダウンロードの手順です。

ＳＴＥＰ１：商品情報取込

1-4-5 各モール取り込みCSVダウンロード 【 ヤマダモール 】

カテゴリデータエクスポート画面

①出力テーブル・・・エクスポートをしたい項目に③出力

フォーマット・・・csv形式にチェックチェック

②絞込条件・・・全項目空白のままで構いません。

④列見出し・・・1行目に列見出しを出力にチェック

実行

2.カテゴリ取込（全2ファイル）

商品データエクスポート画面ヘッダー部分のエク

スポートを選択後、カテゴリデータエクスポート項

目をクリックします。

【カテゴリデータエクスポート画面でダウンロードするファイル項目】

①カテゴリ rcategory.csv

②カテゴリ商品 rcategory-goods.csv

商品データエクスポート同様、ダウンロードが完了すると、エク

スポート下部にダウンロードファイルが表示されます。

【 エクスポート状況を再取得する 】をクリックいただくと、

ダウンロード結果が更新されますので、そちらよりご確認くださ

いませ。

17



ＳＴＥＰ１：商品情報取込

3.モール取込（全1ファイル）

カテゴリデータエクスポート画面ヘッダー部分の

エクスポートを選択後、モールデータエクスポート項

目を

クリックします。

【モールデータエクスポート画面でダウンロードするファイル項目】

①モール商品 mall-goods.csv

モールデータエクスポート画面

①出力テーブル・・・エクスポートをしたい項目に

チェック

②絞込条件・・・全項目空白のままで構いません。

③出力フォーマット・・・csv形式にチェック

④列見出し・・・1行目に列見出しを出力にチェック

実行

カテゴリデータエクスポート同様、ダウンロードが完了すると、

エクスポート下部にダウンロードファイルが表示されます。

【 エクスポート状況を再取得する 】をクリックいただくと、

ダウンロード結果が更新されますので、

そちらよりご確認くださいませ。

以上10ファイルが楽々通販2商品インポート（各モール取込csv）にてインポートいただくファイルとなります。
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Wowma! の商品情報をインポートします。（全2ファイル）

インポートするCSVファイルをWow!manager管理画面よりダウンロードします。以下、ダウンロードの手順です。

ＳＴＥＰ１：商品情報取込

1-4-6 各モール取り込みCSVダウンロード 【 Wowma! 】 ※Wowma!側都合により

2018年3月より対応予定

1.Wow!manager管理画面メインメニュー

Wow!managerへログインし、画面の左側に表

示される【 商品・画像・デザイン 】内の

【 一括商品CSVダウンロード 】画面に

遷移します。

2.一括商品CSVダウンロード画面

1.商品取込（全2ファイル）

3.ダウンロード

こちらの画面にてCSVファイルのダウンロードが可能で

す。下記にチェックを入れ、CSVデータ作成をクリックし

てください。

ダウンロードタイプ：項目を選択してダウンロード

（全チェック）

販売ステータス：全て

CSVデータ作成ボタン下部の処理状況にて

ステータスが完了になったらダウンロード可能です。

必要なCSVファイルは下記の２ファイルです。

①item.csv

②stock.csv

以上２ファイルが楽々通販2商品インポート（各モール取込csv）にてインポートいただくファイルとなりま

す。19
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ＳＴＥＰ１：商品情報取込

1-4-6 各モール取り込みCSVダウンロード 【 Wowma! 】

ロットナンバーの取込について

1日に1回、システムで自動的にWow!managerよりロットナンバーを自動取得しておりますが、

すぐにロットナンバーを反映させたい場合は、下記にて取込処理を行ってください。

商品管理の【 インポート 】をクリックしてください。

20

商品管理IDについて

Wow!manager上では必須項目ではありませんが、楽々通販2をご利用いただくには

各商品情報の【 商品管理ID 】が必須となります。

Wow!manager管理画面 楽々通販2管理画面

ご設定方法について

①Wow!manager内にて予め【管理用ID】を登録して
おく。

②楽通2にて商品情報取込後、Wowma!店舗用の
CSVにて【商品管理ID】を登録する

※楽々通販2のCSVインポート・エクスポート作業につきましては、本マニュアル79頁を
ご参照くださいませ。



MakeShopの商品情報をインポートします。

インポートするCSVファイルをMakeShop管理画面よりダウンロードします。以下、ダウンロードの手順です。

※2019年月日より対応予定

ＳＴＥＰ１：商品情報取込

1-4-6 各モール取り込みCSVダウンロード 【 MakeShop 】

21

①MakeShopにログインし、ツールメニュー

【 商品管理 ＞ CSV一括登録 】

をクリックします。

②必要なファイルが赤枠の4点になります

・商品一括登録：upload_2019日付.csv

・カテゴリー一括登録：category_2019日付.csv

・オプション一括登録：option_2019日付.csv

・商品のカテゴリー一括登録・解除：upload_brand_category_2019日付.csv

商品一括登録CSVダウンロード

①

①

②

③商品一括登録ダウンロードの画面で
カテゴリー：すべての商品
CSV形式：最新
上記を確認後【商品データをダウンロード】を
クリックするとファイルがダウンロードされます。

※下部より各CSVのダウンロード手順を説明いたします。



MakeShopの商品情報をインポートします。

インポートするCSVファイルをMakeShop管理画面よりダウンロードします。以下、ダウンロードの手順です。

※2019年月日より対応予定

ＳＴＥＰ１：商品情報取込

1-4-6 各モール取り込みCSVダウンロード 【 MakeShop 】

22

①MakeShopにログインし、ツールメニュー

【 商品管理 ＞ CSV一括登録 】

をクリックします。

②必要なファイルが赤枠の4点になります

・商品一括登録：upload_2019日付.csv

・カテゴリー一括登録：category_2019日付.csv

・オプション一括登録：option_2019日付.csv

・商品のカテゴリー一括登録・解除：upload_brand_category_2019日付.csv

商品一括登録CSVダウンロード

①

①

②

③商品一括登録ダウンロードの画面で
カテゴリー：すべての商品
CSV形式：最新
上記を確認後【商品データをダウンロード】を
クリックするとファイルがダウンロードされます。

※下部より各CSVのダウンロード手順を説明いたします。



ダウンロードしたCSVファイルをアップロードして商品情報をインポートします。ダウンロードしたファイル名と、表記さ

れているCSV種別の名前が一致するようにファイルをアップロードし、インポートを開始します。

ＳＴＥＰ１：商品情報取込

1-5 商品情報取込

・基本情報 （item.csv)

・カテゴリー (cat.csv)

・項目選択肢 (select.csv)

・基本情報 （item.csv）

・カテゴリー (category.csv)

・項目選択肢 （option.csv）

・商品情報（data.csv）

・カテゴリー (category.csv)

・カート内関連商品 （cross-sells.csv）

・在庫情報（quanity.csv）

楽天市場

Yahoo!ショッピング

ポンパレモール



ＳＴＥＰ１：商品情報取込

1-5 商品情報取込

ダウンロードしたCSVファイルをアップロードして商品情報をインポートします。ダウンロードしたファイル名と、表記さ

れているCSV種別の名前が一致するようにファイルをアップロードし、インポートを開始します。

・商品 goods.csv

・商品価格 goods-price.csv

・商品在庫 goods-stock.csv

・商品説明 goods-supp.csv

・商品画像 goods-img.csv

・項目選択肢 goods-choice.csv

・項目選択肢別在庫 goods-choice-stock.csv

・カテゴリ rcategory.csv

・カテゴリ商品 rcategory-goods.csv

・モール商品 mall-goods.csv

ヤマダモール

Wowma！

・基本情報 item.csv

・在庫 stock.csv

MakeShop

・商品CSV(upload.csv)

・オプションCSV(option.csv)

・カテゴリCSV(category.csv)

・商品カテゴリCSV(upload_brand_category.csv)

24
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ＳＴＥＰ１：商品情報取込

FutureShop2

・グループ情報（group.csv）

・基本情報 （goods.csv）

・商品画像情報（goodsImage.csv）

・グループ紐づけ（category.csv）

・項目選択肢 （goodsSelection.csv）

・項目選択肢別在庫（goodsValiation.csv）

・追加画像（goodsAdditionalImage.csv） ※空欄可

Amazon

・商品情報（出品詳細レポート.txt）

※AmazonはTSVファイルとなります。

1-5 商品情報取込

ダウンロードしたCSVファイルをアップロードして商品情報をインポートします。ダウンロードしたファイル名と、表記さ

れているCSV種別の名前が一致するようにファイルをアップロードし、インポートを開始します。



ＳＴＥＰ１：商品情報取込

1-6 商品紐づけ ※Amazon以外となります。（24頁にて別途説明）

CSVファイルアップロード後、取り込んだ店舗商品と楽々通販2に登録済みのマスタ商品を紐づけます。

商品管理番号が同じものは自動で紐づけられます。

①・・・CSVより取り込まれ、保存された商品管理番号（Yahoo!ショッピングの場

合、商品コード）を表示します。

②・・・①に一致する商品管理番号を表示します。

取込時にマスタ商品管理番号と同じの場合には自動で表示されています。

③・・・クリックすると⑤が表示されます。

④・・・②の値を消去します。

商品管理番号は一致しているが、商品が異なる場合に用います。

⑤・・・②で使用していないマスタ商品管理番号を表示します。

クリックすると、②にクリックしたマスタ商品管理番号（Yahoo!ショッピングの場

合、商品コード）を表示します。

⑥・・・内容を保存せずにダイアログボックスを閉じます。

⑦・・・商品の紐づけデータの生成を開始します。

同時にこのダイアログボックスを閉じます。

初回商品情報取込時は、マスタ商品が登録されていないので「マスタ商品管理番号」の欄は空欄になっています。
マスタ商品管理番号を空欄で登録すると、「店舗商品管理番号」を「マスタ商品管理番号」としてマスタ商品を新規作成し登録します。

※スペック・オプション別在庫設定をしているYahoo!ショッピング店の商品は楽々通販2にCSVインポートで新規登録できません。

商品情報取込の際には商品紐づけを行う必要があるため、あらかじめマスタ商品を作成しておいてください。
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ＳＴＥＰ１：商品情報取込

1-6 Amazon商品紐づけ

2019年8月より一部仕様をさらに使いやすく変更させていただきました。

TSVファイルアップロード後、取り込んだ店舗商品と楽々通販2に登録済みのマスタ商品を紐づけます。

こちらの作業はCSVファイルにて行います。

①TSVファイルをインポート後、更新
（F5）をしていただくと

【②商品紐づけ登録 】がクリック
できますので、
そちらをクリックいただくと左図の画
面に遷移いたします。

②ページ左側にダウンロードできるファイル
が２種類ございますので、そちらをダウン
ロードください。

・紐付商品CSV
(すでに楽々通販２内でマスタ登録されている商品CSV)

・未紐付商品CSV
(楽々通販２内のマスタ登録にて存在しない商品CSV)

ダウロードCSVファイル 下記２種類のファイルがダウンロードされた項目です。
（わかりやすいように色をつけさせていただいております。）

未紐付商品CSV 紐付商品CSV（楽々通販２にインポートするファイルです。）

① ② ③ ④ ⑤⑤

①楽々通販２に登録されているマスター商品管理番号が表示されます。
②マスター商品管理番号の項目選択肢別在庫の横軸Noを入力する箇所です。（店舗様側で手入力設
定）
③マスター商品管理番号の項目選択肢別在庫の縦軸Noを入力する箇所です。（店舗様側で手入力設
定）
④項目選択肢別在庫の共通部分の商品管理番号を入力する箇所です。（店舗様側で手入力設定）
例：0001sred（ Sサイズ赤色の商品）0001mred（ Mサイズの赤色の商品）の場合は「0001」と入

力します。共通部分の番号が一致しない場合につきましては次頁をご参照ください。
⑤マスター商品管理番号に紐付く商品番号を未紐付商品CSVから選択し、紐付商品CSVに入力します。
（マスター商品管理番号と一致している出品者SKUの場合は自動で入力されています。）

※横軸・縦軸の確認はマスター商品よりご確認くださいませ。
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ＳＴＥＰ１：商品情報取込

1-6 Amazon商品紐づけ

CSVが完成しましたら、ファイルを選択しインポートいたします。

③CSVファイルの編集が完了いたしましたら、
ファイルを選択後、インポート開始を行います。
更新後（F5）【 ④データ登録 】でインポート作業は
完了です。

※未紐付ファイルはインポートしません。
商品紐付商品ファイルのみインポートします。

以上がAmazonの商品取込作業となります。

ご確認!! マスター商品に登録していない商品を新たに登録される場合

Amazonの未紐付けCSVからマスター商品に登録していない商品を追加されます場合は、
未紐付けCSVから出品者SKUだけをコピーして紐付けCSVの出品者SKUにペーストしてください。
その際、Ａ列のマスター商品管理番号は空のままでご登録をお願いいたします。

28

マスター商品管理番号と共通部分がない出品者SKUの場合

Amazonの仕様上、自動採番された出品者SKUなど出品者SKUがマスター商品管理番号と共通する部分が
ない場合は、下記をご参照の上、商品紐づけ作業を進めてください。

0001 -s -red OE-11S1-OYY10001

D列はマスター商品管理番号
を入れられることを推奨いた
します。
こちらは楽通2上で管理する
番号となりますので
モールへ転送されることはご
ざいません。
ご安心くださいませ。



ＳＴＥＰ１：商品情報取込

1-6 Amazon商品紐づけ

商品紐づけ作業が完了しましたら、出品者SKUは下記に反映されます。

29

商品一覧より該当商品の赤い編集ボタンをクリック＞Amazonの店舗情報【検索登録】をクリック＞
タブを【バリエーション】に切替ていただくと上記画面が表示されます。

ご注意ください！

Amazonの店舗別情報内に がございますが、こちらにつきましては
現在開発中でございます。
ご準備が整い次第、ご案内差し上げます。
リリースまではカタログ登録の商品につきましては、セラーセントラルよりご登録をお願いいたします。



ＳＴＥＰ１：商品情報取込

1-7 カテゴリ紐づけ

①・・・CSVより取り込まれ、保存された商品カテゴリ名を表示します。

②・・・①に一致するマスタカテゴリ名を表示します。

取込時点で店舗別カテゴリ名がマスタカテゴリ名と同じの場合には自動で

表示されています。

③・・・クリックすると⑤が表示されます。

④・・・②の値を消去します。

⑤・・・②で使用していないマスタカテゴリを表示します。

クリックすると、②にクリックしたマスタカテゴリを表示します。

⑥・・・内容を保存せずにダイアログボックスを閉じます。

⑦・・・カテゴリの紐づけデータの生成を開始します。

同時にこのダイアログボックスを閉じます。

商品紐づけ後、取り込んだ店舗商品のカテゴリと、楽々通販2に登録済みのマスタカテゴリを紐づけます。

カテゴリ名が同じものは自動で紐づけられます。

初回商品情報取込時は、カテゴリ情報が登録されていないので「マスタカテゴリ」の欄は空欄になっています。
マスタカテゴリを空欄で登録すると、「店舗別カテゴリ」を「マスタカテゴリ」として新規作成し登録します。

※カテゴリの管理をしやすくするために、CSVを取り込む前にあらかじめ各モールのカテゴリ管理画面にて全店舗のカテゴリ情報（カ

テゴリ名・階層等）を揃えておくことを推奨します。
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ＳＴＥＰ１：商品情報取込

1-8 データ登録

CSVをアップロードし、商品紐づけとカテゴリ紐づけが完了したらデータ登録を行います。

①～③が完了した店舗のみ

④「データ登録」のボタンがクリックできるようになります。

④をクリックすると即時インポート処理を開始します。

商品のインポート処理が正常に完了しましたら

左図のような内容の文章がお知らせ・アラート一覧に

表示されます。

処理に失敗した場合にもお知らせ・アラートが表示されますので、

内容をご確認いただき該当箇所の修正と再取込を行ってください。

また、CSVを分割してダウンロードした場合には①～④の作業を

CSVごとに繰り返してください。

※お知らせは画面右上にございます。赤丸の中の数字はお知らせ件数です。
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ＳＴＥＰ１：商品情報取込

1-9-1 商品情報の確認

データ登録が完了すると、商品情報が楽々通販2内に登録されます。商品情報が正常に取り込めているか次項以降を参

考に確認してください。商品一覧ではYahoo!ショッピングを除き、「転送済み」と表示されます。

商品一覧画面に遷移し、商品を取り込んだ店舗を選択して商品一覧を表示します。

ページャーに表示されている商品点数を確認します。

1-9-2 商品情報の確認 【商品件数の確認】

取り込んだ商品が全件登録されているか確認します。

取り込んだ商品データCSVを開き、商品の点数を確認します。

一致しない場合は取り込めていない商品があります。

お知らせ・警告一覧をご確認いただき、取込失敗した商品を再取込してください。

※上図では、最上行に項目名が挿入されているため293と表示されていますが商品点数は292点でページャーの表示件数と一致します。
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ＳＴＥＰ２：商品登録

【 商品管理 ＞ 商品一覧 】より

登録した商品一覧を確認できます。

商品の新規登録もこちらより可能です。

2-1 マスタ商品一覧画面

STEP１で登録した商品は商品一覧画面で確認します。

このページから商品新規登録・商品内容編集・商品検索・在庫管理などを行い編集した内容を各店舗へデータ転送します。

拡張検索でさまざまな条件で商品を検索することができます。

次頁以降で各項目の詳細を説明します。
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マスタ商品一覧画面上部の検索機能で、様々な条件で商品を検索することができます。

2-2-1 商品一覧画面 【検索機能】

ＳＴＥＰ２：商品登録

1 2

3
4

5

6

①・・・検索したい商品の「商品名」「商品管理番号」「商品番号」のいずれかのキーワードを入力します。

②・・・この検索ボタンをクリックすると、①③④と⑤拡張検索メニューで設定した値で商品を検索します。

③・・・①に入力したキーワードが「商品名」「商品管理番号」「商品番号」のいずれのものかチェックします。

④・・・商品一覧テーブルに表示する商品種別を[マスター商品]・[店舗別商品]から選択します。選択したそれぞれの商品リストを表示します。

⑤・・・このボタンをクリックすると、拡張検索メニューを表示します。

⑥・・・マスター商品作成ダイアログボックスを表示します。

①・・・商品管理番号または商品番号で検索します。

改行で複数商品の指定が可能です。

②・・・商品登録の期間を設定して検索します。

クリックで画像を編集することが可能です。

③・・・販売期間指定で検索します。

④・・・闇市の設定で検索します。

⑤・・・消費税の設定で検索します。

⑥・・・送料の設定で検索します。

⑦・・・価格帯で検索します。

⑧・・・在庫数で検索します。

⑨・・・カテゴリを選んで検索します。

⑩・・・販売状態で検索します。

⑪・・・クリックで①～⑩の条件での検索を開始します。

⑫・・・クリックして①～⑩の検索条件を解除します。
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2-2-2 商品一覧画面 【商品一覧】

ＳＴＥＰ２：商品登録

⑬・・・販売価格を表示します。タイトル（黒背景▲部分）をクリックして[降順]・[昇順]・[解除]と並べ替えます。

⑭・・・消費税設定を[税抜]・[税込]で表示します。

⑮・・・送料設定を[送料別]・[送料込]で表示します。

⑯・・・現在の在庫数を表示します。タイトル（黒背景▲部分）をクリックして[降順]・[昇順]・[解除]と並べ替えます。

⑰・・・販売期間指定されている場合、販売開始日時と販売終了日時を表示します。タイトル（黒背景▲部分）をクリックで[降順]・[昇順]・[解除]と並べ替えます。

⑱・・・対応するマスタ商品が出品登録されている店舗のロゴを表示します。店舗ロゴが登録されていない場合は、店舗種別ロゴを表示します。

⑲・・・このボタンをクリックすると、対応する商品の在庫編集ダイアログボックス（通常在庫設定はマスタ基本情報の在庫設定情報/項目選択肢別在庫は項目選択肢別在庫設定

の在庫入力画面）を表示します。ただし、在庫タイプ「在庫設定しない」・セット先商品及びコピー先商品には、このボタンを設置しません。

⑳・・・セット商品またはコピー商品として設定されている商品にアイコンを付与します。子コピー商品：コピー扱いの商品です。在庫は「親コピー」の在庫になります。

子セット商品：セット扱いの商品です。在庫は「親セット」と連動します。親商品：コピー商品・セット商品の基となる商品です。（詳しい説明は50-54頁目にて説明しております。）

㉑・・・このボタンをクリックすると、商品転送ダイアログボックスを表示します。

①・・・⑨でチェックした商品の一括編集画面を表示します。

②・・・⑨でチェックした商品のセット商品設定画面を表示します

③・・・⑨でチェックした商品のコピー商品設定画面を表示します。

④・・・商品一覧のページャーです。1ページあたりの表示件数は⑤で選

択します。

⑤・・・商品一覧の表示件数を選択します。デフォルトは30件です。

⑥・・・対応する商品の商品管理詳細メニューダイアログボックスを表示

します。

⑦・・・このテキストをクリックすると、全商品を選択します。

⑧・・・このテキストをクリックすると、全選択を解除します。

⑨・・・商品ごとのチェックボックスです。

⑩・・・商品のサムネイル画像を表示します。クリックすると、対応する商

品の商品管理詳細メニューダイアログボックスを表示します。

⑪・・・楽々通販2内に登録されているマスタ商品の商品管理番号を表示

します。

各項目名横▲部分をクリックして[降順]・[昇順]・[解除]と並べ替えます。

⑫・・・商品名を表示します。クリックすると、対応する商品の商品管理詳

細メニューダイアログボックスを表示します。

各項目名横▲部分をクリックして[降順]・[昇順]・[解除]と並べ替えます。

背景カラーに関して
商品一覧画面では商品情報の背景カラーを確認することで各モールへの商品の転送状態等をより分かりやすくしてあります。

白

商品情報転送完了

ピンク

商品情報未転送

黄

商品情報転送中

緑

ページ非公開設定商品

灰

商品転送失敗
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2-3 商品一括管理について

ＳＴＥＰ２：商品登録

マスタ商品に登録した商品の共通基本情報は店舗別の商品情報に反映されます。

マスタ商品を編集することで各店舗の商品情報の一括編集が可能になります。

商品情報の登録を行います。楽々通販ではマスタ商品を登録し、そちらを元に各店舗向けの商品を登録していきま

す。登録の際には「カテゴリ管理」「商品管理」「テンプレート管理」で設定したカテゴリ・商品画像・テンプレートを使用

します。

2-4-1 マスタ商品新規登録

全店舗共通の商品情報（商品のマスタ基本情報）の登録を行います。

【 商品管理 ＞ 商品一覧 】より、新規マスタ商品作成画面に進みます。
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ＳＴＥＰ２：商品登録

2-4-2 マスタ商品作成

入力項目 項目説明

マスター商品情報

マスター商品管理番号
マスター商品管理番号を入力します。任意の半角英数字ですが、重複不可となります。
※登録後は変更できません。※必須項目

商品名
商品名を入力します。楽天市場やYahoo!ショッピングで使用される商品名は別で入力可
能ですので、商品が判断できる名前を入力してもらえれば管理しやすくなります。※必須
項目

キャッチコピー キャッチコピーを入力します。

販売価格 販売価格を入力します。※必須項目

表示価格 表示価格を入力します。

消費税 消費税[税込]・[税別]を選択します。※必須項目

送料設定 送料[送料込]・[送料別]を選択します。※必須項目

個別送料 個別送料を入力します。

送料グループ1設定
送料区分1を選択します。
※[ マスタ管理 ＞ 配送会社管理 ＞ 送料グループの設定 ]で設定したものです。

送料グループ2設定 送料区分2を選択します。

販売期間設定 販売期間設定を設定します。※必須項目

販売開始日時 販売開始日時を指定します。前項目で[設定する]を選択した場合のみ入力可能です。

販売終了日時 販売終了日時を指定します。前項目で[設定する]を選択した場合のみ入力可能です。

注文受付数設定 注文受付数設定を設定します。※必須項目

最大注文受付数
最大注文受付数を入力します。前項目で[選択形式/制限数あり]を選択した場合のみ入
力可能です。

JANコード JANコードを入力します。

画像選択 このボタンをクリックすると、画像選択ダイアログボックスを開きます。

画像アップロード このボタンをクリックすると、画像アップロードダイアログボックスを開きます。

クリア このボタンをクリックすると、前項目の値をリセットします。

メインカテゴリ選択ボタン
このボタンをクリックすると、カテゴリ選択ダイアログボックスを開きます。メインカテゴリを
選択します。※必須項目

リンクカテゴリ選択ボタン
このボタンをクリックすると、カテゴリ選択ダイアログボックスを開きます。リンクカテゴリを
選択します。

クリア 設定されているカテゴリの値をリセットします。

倉庫指定
倉庫設定を選択します。倉庫に入れるにチェックをすると商品一覧での背景が緑に変わ
ります。※必須項目

フォームに情報を記入し、【商品情報を登録する】ボタンで登録完了です。

各記入項目の説明は以下となります。
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ＳＴＥＰ２：商品登録

入力項目 項目説明

在庫設定情報

在庫タイプ 在庫タイプを選択します。※必須項目

通常在庫数
在庫タイプで[通常在庫設定]を選択した場合、入力可能になります。通常在庫数を入力し
ます。※必須項目 Management機能をご利用の際は原価も入力してください。

項目選択肢別在庫用項目名
横軸項目名

在庫タイプで[項目選択肢別在庫設定]を選択した場合、入力可能になります。項目選択
肢別在庫の横軸項目名を入力します。※必須項目

項目選択肢別在庫用項目名
縦軸項目名

在庫タイプで項目選択肢別在庫設定]を選択した場合、入力可能になります。項目選択肢
別在庫の縦軸項目名を入力します。※必須項目

マスタ商品の在庫を設定します。各項目の詳細は次頁で説明します。

入力項目 項目説明

追加基本情報

マスタ商品番号
マスタ商品番号を入力します。各店舗の商品番号には反映されません。
空欄の場合は「マスタ商品管理番号」の値が反映されます。

品名 出荷用CSV出力時に使用する品名を入力します。

サイズ
Management機能をご利用される際に入力いただく箇所となります。
マスタ管理＞梱包箱管理にて先に設定をしてください。

新着商品表示 [パーツ管理 ＞ 新着商品]でこの商品を掲載するか選択します。※必須項目

準備出荷リードタイム
出荷準備リードタイム設定を選択します。
[設定しない]を選択した場合は店舗設定で入力した内容となります。※必須項目

準備出荷リードタイム 前項目で[個別設定]を選択した場合、入力可能です。

物流会社
使用する物流会社を選択します。
※[ マスタ管理 ＞ 物流会社管理]で設定したものが表示されます。

配送条件 使用する配送条件を選択します。

追加基本情報を入力します。

※初回商品取込時に物流会社・配送条件を各マスター商品に設定いたします。詳細は72頁をご参照くださいませ。
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ＳＴＥＰ２：商品登録

2-5-1 在庫設定

在庫設定しない

「在庫設定しない」はモールによっては設定不可のため、その場合は商品の転送ができません。

マスタ商品情報の「在庫タイプ」を「項目選択肢在庫設定」にした場合、商品登録完了後、項目選択肢別に在庫の設定

をします。また、前述した【0-0 商品一覧画面】⑲からでも設定することができます。

通常在庫設定

在庫数の項目に半角数字で在庫数を入力し、[登録]ボタンをクリックして在庫設定が完了します。

項目選択肢別在庫設定

項目選択肢在庫数設定は、まず項目選択肢自体の設定を先にする必要があります。

商品登録画面にて項目選択肢の横軸項目と縦軸項目を入力して保存すると、

商品登録完了画面に項目選択肢設定画面が表示されるので、そのまま登録して下さい。

詳細は次頁にて説明します。

※Management機能をご利用の際の
項目選択肢別在庫の商品原価登録は
商品一覧＞在庫の編集より登録が可能
です。

≪表示例≫
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ＳＴＥＰ２：商品登録

2-5-2 項目選択肢別在庫設定

右記上画像が項目選択肢の登録画面、

下画像が項目選択肢の一例となります。

番号が共通している部分が対応箇所です。

①項目選択肢別在庫用 横軸項目名

商品登録時に設定した横軸の項目名が表示されます。

②項目選択肢別在庫用 縦軸項目名

商品登録時に設定した縦軸の項目名が表示されます。

③横軸の設定 選択肢

横軸の選択肢を設定します。

④横軸の設定 選択肢子番号

横軸の選択肢子番号を設定します。

こちらは商品注文受付の際にお客様が注文された

項目選択肢を判別するための設定となり、

実際に商品ページに反映されるものではありません。

⑤縦軸の設定 選択肢

横軸の選択肢を設定します。

⑥縦軸の設定 選択肢子番号

縦軸の選択肢子番号を設定します。

横軸の子番号と同様です。

項目選択肢の一例

左が「項目選択肢別在庫数登録」の画面です。

商品該当箇所の入力欄に在庫数を入力し

【項目選択肢別在庫を登録する】で在庫数設定完了です。

入力フォーム下部にある数字は現在の在庫数となります。

入力した在庫数は、そのまま現在の在庫数に上書きされます。

「お取り寄せ可能表示」にチェックを入れると

在庫切れ時に、設定した内容が表示されます。

入力後、保存ボタンをクリックすると、
在庫数設定画面に遷移します。
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ＳＴＥＰ２：商品登録

2-5-2 項目選択肢別在庫設定

項目選択肢別在庫のオプション設定について

項目選択肢別在庫にオプション設定が必要な場合は、

各項目右側の【 オプション 】にて設定を行います。

該当する箇所にチェックや入力をし

全ての項目選択肢別在庫の設定が完了しましたら

保存するで登録完了となります。

①取り寄せ可能表示

②キャンセル時に在庫を戻す

③在庫切れ時でも注文可

④在庫有り時の納期：

RMSにて登録いただいている内容が表示されます。

⑤在庫無し時の納期：

RMSにて登録いただいている内容が表示されます。

⑥タグID

⑦出荷予定日

⑧画像（※楽天市場のみ）

⑨原価（※Management機能ご利用時）

確認してください！

※こちらの機能に対応しているモールは各
モールとなります。

楽天市場
ヤマダモール（在庫戻し設定のみ）

41
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③④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

2019年10月21日新たに追加対応させていただきま
した。
詳細は次頁をご参照くださいませ。



ＳＴＥＰ２：商品登録

2-5-2 項目選択肢別在庫設定

項目選択肢別在庫のオプション設定>画像登録について
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①
②
③

④
⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

項目選択肢別在庫1商品ずつにカラーイメージ等
の画像の追加をしていただけます。
こちらの機能は楽天市場店のみ対応となります。
予めご確認くださいませ。

画像選択：画像管理のポップアップ画面が
開きます。

画像アップロード：こちらから画像管理に
画像をアップロード
できます。

クリア：選択した画像を消去します。

CSVでの作業の場合

項目選択肢別在庫のオプション＞画像登録は
CSVでも作業ができます。
商品管理＞エクスポートより
右図の【商品マスター】の【在庫情報】に
チェックを入れてダウンロードしてください。
ファイル名：master-stock_年月日

ご注意ください！ CSVで作業をされる場合は項目名【画像】の部分に【cabinet/test.jpg】の形式で
ご登録をお願いいたします。
インポートされる場合は【コントロールカラム】に【u】（更新）を入れて
インポート作業をお願いいたします。
（商品管理＞インポート＞（楽々通販CSV専用内）楽々通販CSVよりインポートを行っ
てください。）

ご注意ください！ 楽天市場の仕様上、文字の追加、グラフィック・イラストの利用
色枠囲い等の加工以下の項目選択肢別在庫画像は禁止です。
※画像の背景は、白もしくはグレーを使用してください。
※項目選択肢別在庫の画像には商品画像のみ利用可能となります。
詳細は下記も併せてご参考くださいませ。（※要RMSログイン）
https://navi-manual.faq.rakuten.net/item/000009642?l-id=ManualLeftNavi

※こちらの画像はサーチ検索結果でのみ表示されます。

https://navi-manual.faq.rakuten.net/item/000009642?l-id=ManualLeftNavi


ＳＴＥＰ２：商品登録

2-6-1 店舗別商品情報設定

商品一覧画面にて、情報を登録する商品の

編集ボタンから商品管理詳細メニュー画面に遷移します。

店舗別情報欄での商品情報を入力する店舗の

編集ボタンをクリックして、編集画面より店舗別情報を入力し

ます。

店舗別情報の入力が完了すると、

出品状態の「出品」「解除」が選択できるようになります。

「解除」を選択すると出品停止状態となります。

マスター商品情報の登録が完了しましたら、商品の店舗別情報設定を行います。

2-6-2 店舗別商品情報設定画面

店舗別商品情報設定画面です。

必要項目を入力し、【保存する】で店舗別情報の設定が完了し、

出品可能となります。

共通情報項目にはマスタ商品情報で入力した情報がすでに記入されてい

る状態で表示されます。

こちらの情報を変更すると店舗別の商品基本情報となります。

（※マスタ商品情報には反映されません。）

店舗ごとの各項目についての詳細はモール管理画面での項目と同じです。

注意事項に関しては次頁以降で説明します。

商品情報を複数店舗一括で共通の内容に変更したい時は、

マスタ商品情報の編集を行ってください。

マスタ商品情報を編集して保存すると、出品済の場合には

右図のように他店反映画面が表示されます。

反映させたい店舗と項目にチェックを入れると一括で変更することができます。

ただし、上書きされるため

すでに登録してある店舗別の商品基本情報は破棄されますのでご注意下さい。

ご注意ください!!

複数店商品情報一括編集
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ＳＴＥＰ２：商品登録

2-6-4 店舗別商品情報設定－FutureShop2－

入力項目 項目説明

追加商品画像設定

追加商品画像設定
画像ホスティングオプションを利用契約している場合のみ、「利用する」ことができます。
オプションの利用契約済みで、追加商品画像を設定したい場合のみ「利用する」を選択し
てください。

商品登録情報

メインカテゴリ
リンクカテゴリ

FutureShop2ではカテゴリ（グループ）を設定する際にURLコードを設定する必要がありま
す。ここで選択するカテゴリにはあらかじめ【カテゴリ管理】よりURLコードを設定しておいて
ください。
設定せずに商品情報を転送した場合、FutureShop2側で自動生成されてしまうため、楽々
通販2の【カテゴリ管理】で生成されたURLコードを入力しなければならなくなります。

表示パターン
パターンIH1～IH4は、画像ホスティングオプションの契約をしている場合のみ利用可能で
す。オプション未契約の場合にIH1～IH4を選択すると正常に商品情報の転送がされませ
んのでご注意ください。

転送状態設定

未転送…FutureShop2で登録されておらず、楽々通販2で新規に商品作成をする場合のみ
こちらを選択してください。
転送済み…FutureShop2に登録されているが、楽々通販2には商品が登録されていない場
合、または両方に登録済みで商品情報を更新する場合はこちらを選択してください。

FutureShop2の商品転送時は他モールのように、楽々通販2のお知らせ・警告一覧にエラー情報の表示がされません。

転送結果を確認する場合はFutureShop2の管理画面の【商品管理＞商品データ一括登録履歴一覧】をご参照ください。

なお、新規作成した商品にエラーが出ていた場合は「転送状態設定」にて「未転送」を選択して商品情報を編集・保存

後、再度転送処理を行ってください。

エラーについて

ご注意ください！

編集について

よくあるエラー
商品点数・商品グループ数を超えている場合、商品の新規登録が不可となりますのでご契約プランをご確認ください。
プラン変更もしくは商品の削除が必要です。

FutureShop2の管理画面では商品情報の項目選択肢・選択肢別在庫の編集は行わないでください。
編集を行い、楽々通販2に登録されている商品情報とずれが生じた場合、更新ができなくなってしまいます。
万一、整合性が取れなくなった場合にはFutureShop2の管理画面にて楽々通販2に登録されている商品情報の内容
と合わせてください。

2-6-3 店舗別商品情報設定－Yahoo!ショッピングでの注意事項－

Yahoo!ショッピングは他モールと異なり、商品ごとの消費税設定ができません。

マスタ商品の消費税設定と、店舗情報の消費税設定が異なる場合には価格設定時にご注意ください。

ページは使用上、税抜き設定にされても表示は全て税込み表示となります。

44



ＳＴＥＰ２：商品登録

2-6-5 店舗別商品情報設定－ポンパレモール－

入力項目 項目説明

モールジャンルID
このボタンをクリックすると、カテゴリ選択ダイアログボックスを開きます。メインカテゴリを
選択します。※必須項目

配送方法セット管理番号
ポンパレモール内にて配送方法セット管理番号を設定されている方はこちらをご設定くだ
さい。

翌日お届けサービスの配送
可能地域

ポンパレモール内にて翌日お届けサービスを設定されている方はこちらをご設定ください。

ポイント変倍率 商品別に設定をされているとこちらのポイント率が適用されます。

ご注意ください！
※ポンパレはシステムの仕様上、反映に30分ほどお時間がかかります。
※配送方法セット、翌日お届けサービスを利用される場合は、先にマスタ設定にて

設定が必要です。

2-6-6 店舗別商品情報設定－Amazon－

検索登録 すでにAmazon内で同商品がある場合はこちらの検索登録より登録を行います。

カタログ登録
Amazonに同商品がなく初回登録する際はこちらのカタログ登録より登録を行います。
カタログ登録をされる際は事前に必ずJANコードが必須です。（一部の場合を除く）

①カタログ登録

1.重要情報
2.出品情報・画像・説明
3.キーワード（半角カンマで区切れます）
4.詳細
5.商品特性

上記５つのタブがあるので全て必須項目は
入力してください。
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ＳＴＥＰ２：商品登録

2-6-6 店舗別商品情報設定－Amazon－

必須入力項目 項目説明

商品名 デフォルトはマスター商品名が紐づきます。

推奨ブラウズノード
ID検索ボタンをクリックすると、カテゴリ選択ダイアログボックスを開きますのでブラウズ
ノードを選択します。

商品種別 推奨ブラウズノードを選択されると自動で反映されます。

商品管理番号 マスターで設定されている商品管理番号が表示されます。

販売価格 税込表記にて入力してください。

①カタログ登録

②検索登録

必須入力項目 項目説明

商品名 デフォルトはマスター商品名が紐づきます。

商品管理番号 マスターで設定されている商品管理番号が表示されます。

ASIN
商品検索ボタンをクリックするとJAN、ASIN検索ボックスを開きますので、検索して選択し
ます。

販売価格 税込表記にて入力してください。

コンディションの説明 新品以外の場合はコンディション説明が必須となります。

※上記は必須項目となりますが、上記以外の項目の詳細もご入力ください。

商品重要情報・商品詳細情報

※カタログ登録のご利用されたいジャンルにつきましては、
現在開発中のジャンルもございますため、要お問合せくださいませ。

≪問合せ先≫サポート担当：support@raku2han.jp
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ＳＴＥＰ２：商品登録

必須入力項目 項目説明

商品コード マスター商品管理番号が紐づけられます。登録後の変更はできません。

URL文字列 「ymall.jp/store/トップカテゴリURL/〇〇〇」の〇〇〇に表示される部分です。

商品名 ご希望の商品名を全角128文字（半角256文字）で入力してください。

決済グループ ヤマダモールにて登録されている決済ルールNoを入力してください。

販売価格 税込表記にて入力してください。

PC用販売説明文 HTML入力可。Javascriptは不可です。

小画像 PC用一覧用画像です。

大画像 ＰＣ用商品詳細用画像です。

6画像 モバイル用小画像です。

7画像 モバイル用詳細画像１です。

使用テンプレート ＨＴＭＬ直接入力またはテンプレート管理にて作成いただいているテンプレートを設定ください。

全商品ディレクトリID 複数紐づけをされる場合は、カンマ区切りで追加をしてください。

メインカテゴリ カテゴリ管理より選択ください。

店舗内表示順位 店舗内表示順位を設定してください。

商品ページレイアウト 次頁のレイアウトも併せてご確認・設定してください。

サイト表示スタイル
以下「基本設定値」の場合はショップマスタと同じデザインを表示します。
通常変更していただかなくても問題ない箇所となります。

ロゴ＆メインメニュー入力方法 同上

ヘッドラインエリア入力方法 同上

左メニュー入力方法 同上

右メニュー入力方法 同上

フッタ入力方法 同上

コピーライト入力方法 同上

2-6-7 店舗別商品情報設定－ヤマダモール－
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※定期購入はAPI対象外のため楽々通販2内では設定が出来かねます。

※店舗カテゴリの作成はヤマダモールがIDを付けるため、ヤマダモール管理画面内にて

登録後、楽々通販2にCSVインポート作業を行ってください。

ＳＴＥＰ２：商品登録

ヤマダモール商品ページレイアウト

ご注意ください！

よろしければご参考くださいませ。
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ＳＴＥＰ２：商品登録

項目説明

商品コード マスター商品管理番号が紐づけられます。登録後の変更はできません。

商品管理ID 「https://wowma.jp/user/〇〇〇」の〇〇〇に表示される部分です。

商品名 ご希望の商品名を全角128文字（半角256文字）で入力してください。

管理用商品名
Wowma側の「管理用商品名」は通常の商品名よりも優先されます。
「管理用商品名」を登録している場合、店舗に届く自動配信メールや受注CSVファイルに
は「管理用商品名」が適用されます。(Wowma側の仕様)

販売価格 商品の販売価格を入力してください。

個別送料 商品それぞれに個別で送料を設定できる「個別送料」機能です

メーカー希望小売価格 製品を製造するメーカーが設定した販売参考小売価格を設定してください。

メーカー希望小売価格
エビデンス

メーカー希望小売価格が存在する場合、ご利用ください。

リードタイムID マスタ管理の「Wowma！お届けリードタイム管理」で作成した選択肢を設定してください。

販売期間指定 販売期間を指定します。

ギフト包装
ギフトメッセージ

ギフト設定が可か不可か設定してください。

のし のし設定が可か不可か設定してください。

入荷リクエスト 入荷のリクエストを受けつけるか受け付けないか設定してください。

カテゴリ表示順位 店舗内カテゴリに適応される順位を設定してください。

2-6-8 店舗別商品情報設定－Wowma!－
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Wowma! のタイムセール設定を行います。楽々通販２よりCSVファイルをエクスポート後、

Wow!managerにてアップロードしてください。

※タイムセール設定はＡＰＩが公開されていないため楽々通販２からのデータ転送はできません。

2-6-8 タイムセール設定 【 Wowma! 】

2.Wow!manager管理画面メインメニュー

タイムセール登録を選択後、認証を行っていただくと

上記の画面に遷移するので【 ファイルを選択 】にて先ほど楽々通

販２よりエクスポートしたファイルを選択後、アップロードを行います。

ＳＴＥＰ２：商品登録

1.楽々通販２管理画面

商品管理＞エクスポート画面内にて次の項目にチェックを入れ、

ファイル生成を行います。

管理店舗名：Wowma!

情報種別：タイムセール情報

【 商品・画像・デザイン 】内

の【 タイムセール 】を選択

します。

設定条件の確認を行います。設定を行うと条件の変更は

できかねますので、

条件はこちらの画面でご確認いただき、変更がある場合は

「変更する」を選択後、修正をしてください。【 タイムセールを設定する 】

をクリックいただくと、設定完了となります。

ご確認ください！

※タイムセール設定中に在庫がなくなり終了となった場合はタイムセールの設定はできません。

※CSVの必須項目はロットナンバー（ロットナンバー）タイムセール開始日時（TimesaleStartDate）・タイムセール終了日時

（TimesaleEndDate）です。その他は任意項目となりますので必要に応じて値を記載してください。

※一度タイムセール設定をしていただいた商品は他の商品をcsvにてアップロードする際、重複するとエラーとなります。ご注意ください。
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ＳＴＥＰ２：商品登録

商品基本情報 項目説明

商品管理番号
(独自商品コード)

マスター商品管理番号が紐づけられます。登録後の変更はできません。（半角英数字推
奨） ※必須項目

商品番号 楽々通販２内でのみ使用します。（商品検索など）

商品名 ご希望の商品名を全角128文字（半角256文字）で入力してください。 ※必須項目

販売価格 販売価格を半角数字9文字で入力してください。 ※必須項目

定価 定価を半角数字9文字で設定してください。

商品状態フラグ 商品状態を選択してください。 ※リファビッシュ…修理・整備した中古再生品のこと

重量 重量を半角数字6文字で設定してください。単位はｇ（グラム）になります。

消費税
税込、税抜のどちらかを選択してください。
※MakeShop管理画面の設定に合わせて下さい。

再入荷お知らせ 設定の有無を選択してください。

陳列位置 商品の陳列する場所の設定ができます。各箇所に登録数の上限はありません。

送料個別設定
送料を個別に設定するかを選択します。この設定を行った場合、注文画面で配送方法を
変更・選択することはできなくなります。

決済グループ
設定している決済グループから選択してください。
※MakeShopのビジネスプランの方はご利用いただけません。

商品グループ 商品グループを選択してください。

名入れグループ 名入れグループを選択してください。

オプショングループ
オプショングループを選択してください。
※オプション（項目選択肢別在庫）と同時に使用できないのでご注意ください。
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各種グループの設定について

各種グループの選択項目は、

【 各種設定 ＞ マスタ管理 】

から事前に設定していただく必要がございます。

詳しくは楽々通販２のマニュアル

【 初期設定ガイド 】のP.77以降をご確認ください。

https://raku2han.jp/pdf/raku2_first.pdf

https://raku2han.jp/pdf/raku2_first.pdf
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商品ページ情報 項目説明

商品画像 商品画像を登録してください。

追加商品画像 追加の商品画像がある場合は登録してください。

追加商品画像
レイアウト

追加商品画像を登録した場合の表示レイアウトを選択してください。

追加情報 項目説明

製造元 製造元を記入してください。

原産地 原産地を記入してください。

メインカテゴリ カテゴリの設定を行ってください。 ※必須項目

ご注意ください！
※商品の削除は楽々通販２からでは行えません。

MakeShopログイン画面から削除を行ってください。

商品基本情報 項目説明

掲載設定
掲載期間の設定の有無を選択してください。
設定を行う場合は掲載したい日時も記入してください。

商品割引
商品の割引の有無を選択してください。
割引を行う場合は割引率（％）にて設定が可能です。
また、割引期間も日時設定が可能です。

検索語
検索時のキーワードを全角50（半角100）文字で記入してください。複数登録する際には、
区切りにカンマ（ , ）を使用してください。

商品別特殊表示
登録する商品に対して、上記記入欄に無い内容を表示したい場合に、全角100（半角200）
文字で記入してください。

決済画面
備考欄用の内容入力

注文画面の備考欄のフォーム内に表示するテキストを指定できます。
全角500（半角1,000）文字で記入してください。

最小注文限度数 最少注文限度数を設定することが可能です。

最大注文限度数 最大注文限度数を選択してください。

※カテゴリの名称は、MakeShopと合わせてください。

MakeShopのカテゴリ名と楽々通販２のカテゴリ名が異なるとうまく反映できず、エラーとな

ります。必ず名称は揃えてください。
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①商品画像に加えて、追加で画像を登録す

る場合はこちらに登録してください。

推奨サイズは【 800 × 800 px 】になります。

また、登録する画像１枚につき200 KBまで

となりますのでご注意くださいませ。

追加画像レイアウトについて

レイアウトはA～Dの４つから選ぶことがで

きます。それぞれのイメージは右図をご参

照ください。

※詳細なレイアウトの設定は、MakeShop

より行っていただく必要がございます。

詳しくはMakeShopのオンラインマニュアル

をご確認ください。

https://ms-

manual.makeshop.jp/layoutpattern/

①追加画像

1

2

3

②追加画像の説明文については、半角

65000（全角32500）文字以内で記入して

ください。

HTMLもご利用いただけます。

③追加画像を登録した場合、MakeShop側で

どのように表示させるかのレイアウトも決める

ことができます。

https://ms-manual.makeshop.jp/layoutpattern/
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項目説明

商品番号
楽々通販２内でのみ
使用します。（商品検索など）

商品番号は楽々通販２内でのみ

使用します。

MakeShopには反映されません。

ご登録は任意になりますが、検索の際の

１つの目安となりますので

ご登録されることを推奨させていただきます。

②商品番号

システム商品コードは、MakeShop側から

自動で発行される番号になります。

そのため、

楽々通販２内では登録・変更が出来ません。

システム商品コードを楽々通販２内で取得するためには次ページの手順が必要になります。

楽々通販2より、新規で商品を登録された場合は以下の手順を行っていただき、システム商品コードを楽々通販２内に

取り込んでください。

楽々通販２内には、システム商品コードは自動で登録されませんのでご注意ください。

以下の手順で取得していただきますようお願いいたします。
ご注意ください！

③システム商品コード
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楽々通販２のメニューから【 商品管理 ＞

インポート 】をクリックします。

③システム商品コード

ページ下部の【 商品インポート(各モール取り

込みCSV専用) 】からMakeShopの店舗欄の

【 ①CSVアップ 】をクリックします。

①【 取込種別 】から【 システム商品コード 】

を選択してください。

②【 システム商品コード取込開始 】をクリック

していただくと、システム商品コードを自動で

取得します。

お知らせに【MakeShopシステムコード取得取

得処理が完了しました】と表示されたら完了

です。

【 商品一覧 ＞ 「編集」 ＞店舗別情報編集 】の「システム商

品コード」に自動挿入されます。

1 2

商品テンプレートの関連商品をご利用の場合は、システム商品コードがリンク先のURLに設定されます。

ラベルご利用の際にリンクが反映しない場合は、システム商品コード取得を行ってください。
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以下のグループ設定につきましては、
別途設定箇所より変更が可能です。
各項目をご確認ください。

配送グループ設定に関しては、マニュアルの

「初期設定ガイド」のP.77
決済グループ設定に関しては、マニュアルの

「初期設定ガイド」のP.78
商品グループ設定に関しては、マニュアルの

「初期設定ガイド」のP.79
名入れグループ設定に関しては、マニュアル

の「初期設定ガイド」のP.80
オプショングループ設定に関しては、マニュア

ルの「初期設定ガイド」のP.81

④各種グループの設定

MakeShopでは、楽々通販2から項目選択肢を作成・編集することは出来ません。

MakeShop管理画面ログイン後、次頁をご参照下さい。あらかじめオプショングループ（項目選択肢）を

作成し、店舗別情報「編集」画面の「オプショングループ」より設定してください。

※オプション（項目選択肢別在庫）と同時に使用できませんのでご注意ください。

ご注意ください！

オプショングループ（項目選択肢）について
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⑤オプション（項目選択肢在庫）の設定

MakeShopでは、項目選択肢別在庫が

オプションとして設定されます。

オプショングループ（項目選択肢）と同時には

ご使用できかねます。

ご注意ください。

ご注意ください！
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MakeShopへの転送結果は楽々通販2のアラートには表示されません。

MakeShopの管理画面よりご確認お願いいたします。

⑥データ転送履歴の確認方法

MakeShopの管理画面にログイン後、【 商品管理 ＞ CSV一括登録 ＞ リクエスト処理結果 】を

ご確認ください。

リクエスト処理結果の「ステータス」の項目に「エラーデータ」と表示されている場合は、エラー内容が

記載されていますので、こちらをダウンロードしてください。

記載されているエラー内容を確認していただき、再度楽々通販2にてデータ転送をしてください。
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2-7 商品説明文設定

商品一覧画面にて、情報を登録する商品の編集ボタンから商品管理詳細メニュー画面に遷移します。

店舗別情報欄での説明文情報を入力する店舗の編集ボタンをクリックして、編集画面より店舗別情報を入力します。

マスタ商品で説明文情報を編集すると全店舗に一括で反映されます。

作成したテンプレートを商品情報登録で設定した場合は、商品説明文の情報登録を行います。

テンプレート「HTML直接編集」を選択した場合は設定不要です。詳細はSTEP３にて説明します。

各項目に情報を入力し、【商品説明文を設定】で設定完了です。

商品説明文情報登録の各項目は【テンプレート管理 ＞ ラベル設定】で設定したラベル、

【テンプレート管理 ＞ 商品説明文 ＞ 商品説明文テンプレート】で設定した商品説明文テンプレート、

【商品一覧 ＞ 編集 ＞ 店舗別情報 編集 ＞店舗別情報登録 モール固有情報 ＞ 使用テンプレート】で設定したテンプレート

が反映されています。

左が説明文情報登録画面です。

詳細はSTEP３で説明します。

説明文情報の入力を完了すると商品管理詳細メニュー内の【プレビュー】で商品説明文のプレビューを確認することができます。

59
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商品基本情報 項目説明

商品管理番号
マスター商品管理番号が紐づけられます。（半角32文字以内）で入力してください。
登録後の変更はできません。※必須項目

商品番号 (SKU(在庫
保管単位))

Shopify商品情報編集画面の「SKU」を入力してください。
Shopify上では重複して設定が可能です。

Shopify商品ID
Shopify側から自動で発行される番号になります。
【Shopify管理画面＞商品管理＞商品情報詳細】のURLの末尾の数字が
Shopify商品IDです。

商品名 ご希望の商品名を全角127文字（半角255文字）で入力してください。 ※必須項目

URL文字列

商品のURLに使用される文字列を設定できます。
「商品名とは別の値を使用する」 にチェックを入れると
ご希望のURL文字列を設定できます。
※空白の場合は商品名が表示されます。

販売価格 販売価格を半角数字9文字で入力してください。 ※必須項目

定価 定価を半角数字9文字で設定してください。

消費税
税込、税抜のどちらかを選択してください。
※Shopify管理画面の設定と合わせてください。詳しくは初期設定マニュアルのP.46をご確
認ください。

在庫切れ時の注文 在庫切れになっても注文を受け付けるかどうか設定してください。

商品説明文 商品説明文を入力してください。5,120文字（半角10,240文字）で入力してください。
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1:Shopify商品IDはアラートに「商品登録が完了しました」が表示されたときに自動で取得されます。

アラートが表示された際に「shopify商品ID」が自動で登録されない場合は、Shopify上では商品の新

規登録が完了しておりません。再度楽々通販2よりデータ転送を行ってください。

2:Shopifyの仕様上、項目選択肢はご利用いただけません。

楽々通販2上で項目選択肢を設定していただいてからデータ転送をしても、

Shopifyには項目選択肢の情報は反映されませんのでご注意ください。

3:マスター商品情報の「販売期間設定」はShopify上にAPI対応がされておりませんので、転送を

行った場合でも反映されません。ご注意ください。

ご注意ください！
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商品登録情報 項目説明

送料設定
送料別、送料込を選択してください。
送料込を選択した場合、Shopifyでは「重量」から送料を算出する設定方法も選択可能なため、
「重量」の値に入力があった場合でも、データ転送を行った際に「0」にて反映されます。

商品画像1～20 商品画像を登録してください。

使用テンプレート

商品ページで使用する商品テンプレートを選択してください。
HTML直接入力、または【商品管理＞説明文テンプレート】で作成したテンプレートを
選択します。※必須項目
※画像・関連商品のラベルは使用出来ません。2019年11月以降対応を予定しております。

メインカテゴリ
（商品タイプ）

カテゴリ管理より選択してください。※必須項目

タグ 商品に使用するタグを設定してください。カンマ区切りで複数設定可能です。

JANコード JANコードを入力してください。

重量 重量を設定してください。単位はプルダウンより選択してください。

販売元 設定している販売元から選択してください。

配送設定
配送が必要な商品か設定してください。デフォルトでチェックが入っています。
※「配送が必要ではない商品」の場合、受注取込時に備考欄にその旨を表記します。

Shopify転送種別

楽々通販2からShopifyに登録する場合は「作成」、既に作成済みの商品に対して商品情報更新
を行う場合は「更新」、出品解除を行う場合は「出品解除」を選択してください。
デフォルトは「作成」にチェックが入っています。
一度「作成」にて転送を行った後は、「更新」にチェックが入ります。
※楽々通販2で出品解除を行う場合は、こちらから「出品解除」を選択してください。

他モールと同様、商品一覧から出品状態を「解除」にチェックを入れ、
データ転送を行うことでも可能です。

倉庫指定
倉庫設定を選択してください。
販売チャンネルのオンラインストアを解除状態にします。
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ご注意ください！

Shopify 転 送 種 別 を 「 更 新 」 に

チェックを入れデータ転送を行う

場合、

「Shopify商品ID」が入力されてい

るかご確認ください。Shopify商品

IDが入力されていない場合、「保

存」をクリックすると上記のアラー

トが表示されます。
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Shopifyで作成済の商品に対して「Shopify転送種別」 にて「作成」にチェックしデータ

転送を行うと、Shopify上にて同一商品が複数作成されます。
ご注意ください！

※「Shopify商品ID」に入力がある場合、誤って転送種

別「作成」にチェックを入れ、「保存」をクリックした場合、

商品が複数作成される旨のアラートが表示されます。

Shopifyから「Shopify商品ID」を変更することは出来ません。

複数作成される前の商品データ（上記の図だと商品ID：A）をShopifyから削除をしてください。

在庫連動は「Shopify商品ID」を元にしております。複数作成される前の商品データを削除しない場合は、在

庫連動のエラー表示が出る場合もありますのでご注意ください。

商品名:A
商品ID:A

「更新」ではなく「作成」に
チェックをいれてデータ転送。

楽々通販2 Shopify

商品名:A
商品ID:A

商品名:A
商品ID:B

Shopify側に同一商品が
複数作成されます。

商品名:A
商品ID:B

データ転送

作成された「商品ID:B」の「Shopify商品ID情報」を
楽々通販2に取り込みます。

「更新」ではなく「作成」にチェックをいれてデータ転送した場合

転送種別「作成」で複数商品が作成されてしまった場合

また、楽々通販2では複数作成された商品のShopify商品IDが取り込まれます。

Shopify上に作成済の商品に対して「作成」にチェックをしてデータ転送をしないようご注意ください。
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2-8-1 項目選択肢設定

項目選択肢のオプション情報登録を行います。

項目選択肢の設定で価格変更処理を行っている

場合は楽々通販2内でも項目選択肢管理より設

定することで受注時に自動で合計金額を計算し

ます。

①・・・新しく項目選択肢枠を作成します。

②・・・あらかじめ設定されている共通項目選択肢を項目選択肢枠として枠を追加します。
クリックで、共通項目選択肢枠一覧画面が表示されます。

③・・・共通項目選択肢枠の設定を行います。クリックで共通項目選択肢枠の設定一覧画
面が表示されます。

④・・・項目選択肢枠の編集を行います。

⑤・・・該当の選択肢タイプを表示します。マスタ項目選択肢で作った「マスタ設定」と店舗
別で作った「店舗別設定」、共通項目選択肢で作って追加した「共通項目設定」の3タイプ
があります。

⑥・・・設定した項目選択肢枠の名前です。

⑦・・・設定した項目選択枠を削除します。

⑧・・・商品管理詳細メニューにもどります。

【商品管理詳細メニュー ＞ 項目選択肢 編集】

から店舗別情報の登録が完了した商品の

項目選択肢の追加、削除が可能です。

2-8-2 項目選択肢一覧画面

マスタ項目選択肢一覧画面です。

店舗別項目選択肢一覧画面です。

店舗別項目選択肢の作成、マスタ項目選択肢の編集が可能です。

こちらでマスタ項目選択肢を編集しても、

マスタ商品の項目選択肢情報は更新されません。

63
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2-8-3 項目選択肢の作成・編集

店舗別項目選択肢の作成・編集画面です。

オプションをクリックをするとオプションの設定が出来ま

す。完了したら保存してダイアログボックスを閉じます。

オプションの種別については、以下の表をご参照くださ

い。

オプション設定項目

処理なし オプション処理を行いません。

価格変動処理 価格の変動処理を行います。数字を入力し、単位を「円」もしくは「％」から選択します。

送料変更処理
送料の変更処理を行います。
【 マスタ管理 ＞ 項目選択肢別都道府県設定 】にて設定した送料区分から対象地域
を選択することができます。

お届け日指定処理 お届け日の指定処理を行います。

マスタ項目選択肢枠を編集した場合は

各登録店舗に反映処理を行うかの確認画面が表示されます。

反映させる場合には該当店舗にチェックを入れてください。
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ＳＴＥＰ２：商品登録

2-8-4 共通項目選択肢設定

全店舗・全商品共通の項目選択肢枠を作成することができます。

共通項目選択肢設定画面に遷移すると、

設定した共通項目選択肢が一覧表示されます。

共通項目選択肢枠作成の内容は、前述した店舗別項目選択肢

枠作成と同様です。

【共通項目枠追加】から確認可能な共通項目選択肢選択画面

です。

作成した共通選択肢枠が一覧表示されます。

枠名をクリックして項目選択肢一覧に追加します。

2-8-5 共通項目選択肢追加

作成した共通項目選択肢枠を商品に追加します。

追加した共通項目選択肢は店舗別項目選択肢一覧から

は編集が不可となっております。

編集の際は【共通項目選択肢設定】から編集してください。

マスタ情報で設定した共通項目選択肢は出品中の全店舗に一括で反映されます。
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ＳＴＥＰ２：商品登録

2-9-1 セット商品設定

登録した商品データをもとに、セット商品設定ができます。
セット商品に設定した商品の在庫は、通常販売商品の在庫に帰属し、自動で双方の在庫を更新します。

10個 8個 4個

セット商品設定をした通常販売商品の在庫数か
ら自動的にセット商品の在庫を算出します。

4セット

8個 4個10個

セット商品が売れるとセット商品に含まれる通常
販売商品の在庫数も連動して減ります。

4セット

-1-2-1

-1

マスタ商品一覧画面

また、セット商品を構成する通常販売商品は、項目選択肢（色･サイズなど）別にも登録可能です。

※ただし在庫タイプの異なる商品を同一セット内に設定することは不可のため、あらかじめ在庫タイプを揃えてください。

マスタ管理番号【fukubag】の在庫を【kicks】【t-shirts-test003】【cap001】と連動させたい場合、
親セット商品となる【fukubag】にチェックを入れ、「チェックした商品のセット商品設定をする」をクリックします。
親セット商品に設定されると現在の在庫数である100は解除されます。
複数のセット商品を作成したい場合には親セット商品となる商品に複数チェックすることで設定可能です。
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ＳＴＥＰ２：商品登録

2-9-2 セット商品設定画面

①・・・商品一覧でチェックを入れた商品の商品管理番号が表
示されます。セット元（親）商品となります。

②・・・①の商品管理番号に設定されている商品番号（SKU）が
表示されます。
項目選択肢別在庫設定がされている場合は「商品番号＋子番
号」の形で設定されている数だけ一覧表示されます。在庫タイ
プが通常在庫・在庫設定なしの場合は１行のみ表示となります。
※在庫のタイプなどが合わないことを防ぐために②の在庫設
定は解除され、①の商品の在庫設定と同じになります。

③・・・設定中の商品の在庫タイプが項目選択肢別在庫の場合
設定されているマスター商品基本情報編集の「項目選択肢別
在庫横軸名」が入ります。登録がない場合は空になります。

④・・・「項目選択肢別在庫縦軸名」が入ります。登録がない場
合は空になります。

商品一覧画面でチェックを入れた商品の「セット商品設定をする」画面です。

セット商品設定後の商品一覧画面です。
※在庫の編集は「子セット商品」のみ可能です。「子セット商品」の在庫を編集すると「親セット商品」の在庫設定も連動して変更されます。

また、セット設定を解除したい場合には「親セット商品」にチェックを入れ、再度セット商品設定画面に遷移してください。
セット商品設定画面の⑤に「子セット商品」の管理番号が入力されているのでクリアボタンをクリックして空欄にします。
保存すると、設定されていた「親セット商品」は在庫数のみ引き継いでセット商品設定が解除されます。

設定後マスタ商品一覧画面

⑤・・・②の子セット商品に設定する他商品の商品番号（SKU）を
入力します。

⑥・・・②が１つ売れる毎に⑤で設定したSKUの在庫を減らす数を
設定します。

⑦・・・②に複数のSKUをセットする場合に項目を増やすボタンと
なります。クリックで⑧が追加されます。

⑧・・・セット商品の１つのSKU内に複数のSKUを追加する欄となり
ます。

⑨・・・⑤⑧を解除・削除します。

⑩・・・セット設定を保存し、ダイアログボックスを閉じます。

1

2 3 4 5 6
7

8

9

10
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ＳＴＥＰ２：商品登録

2-10-1 コピー商品設定

登録した商品データをもとに、コピー商品設定ができます。
コピー商品に設定した商品の在庫は、コピー元のオリジナル商品の在庫に帰属し、自動で双方の在庫を更新します。

マスタ商品一覧画面

6個 4個 10個

コピー商品設定

同一商品でも、セール用で価格が異なるなど商品情報を個別に

登録している場合、在庫管理も別になってしまう状態です。

コピー商品設定をすることで同一商品として在庫連動が可能です。

マスタ管理番号【10000002】の在庫を【10000002-ss】と連動させたい場合、親コピー商品となる【10000002】にチェックを入れ、
「チェックした商品のコピー商品設定をする」をクリックします。
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設定後マスタ商品一覧画面

ＳＴＥＰ２：商品登録

2-10-2 コピー商品設定画面

①・・・商品一覧でチェックを入れた商品の商品管理番号が表示されま
す。コピー元（親）商品となります。

②・・・①に対応するコピー商品の商品管理番号（マスター）を入力しま
す。こちらに設定した商品の在庫は①の在庫と同期します。
※在庫のタイプなどが合わないことを防ぐために②の在庫設定は解除
され、①の商品の在庫設定と同じになります。

③・・・コピー（子）商品を追加します。

④・・・②の値を削除します。

⑤・・・③で追加設定したコピー（子）商品の値を削除します。

⑥・・・②の内容を保存し、コピー設定を完了し、ダイアログボックスを
閉じます。

商品一覧画面でチェックを入れた商品の「コピー商品設定をする」画面です。

コピー商品設定後の商品一覧画面です。
コピー元の商品には「親コピー商品」、コピー商品には「子コピー商品」と表示されます。
※在庫の編集は「親コピー商品」のみ可能です。「親コピー商品」の在庫を編集すると「子コピー商品」の在庫設定も変更されます。

また、コピー設定を解除したい場合には「親コピー商品」にチェックを入れ、再度コピー商品設定画面に遷移してください。
コピー商品設定画面の②に「子コピー商品」の管理番号が入力されているのでクリアボタンをクリックして空欄にします。

保存すると、設定されていた「子コピー商品」は「親コピー商品」の在庫を引き継いでコピー商品設定が解除されます。
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商品一覧ページでチェックした商品の商品名・キャッチコピー・価格（販売価格・表示価格）・販売期間を一括で編集するこ

とができます。文字の検索結果から置換、文言追加、価格割引など共通する変更を一括で編集します。

商品一覧画面で一括編集したい商品
にチェックを入れて

「チェックした商品を一括編集」を
クリックします。

商品一括編集ダイアログ

商品名 選択した商品の商品名を一括編集します。

キャッチコピー 選択した商品のキャッチコピーを一括編集します。

価格 選択した商品の価格を一括編集します。

販売期間 選択した商品の販売期間を一括編集します。

ポイント設定 選択した商品のポイント設定を一括編集します。

倉庫指定 選択した商品の倉庫指定を一括編集します。

ＳＴＥＰ２：商品登録

2-11-1 商品一括編集
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①・・・編集する文字列を入力します。

②・・・置換する文字列を入力します。削除する場合は空白のままにします。

③・・・商品名の後に追加する文字列を入力します。

④・・・商品名の前に追加する文字列を入力します。

⑤・・・商品名に含まれる文字列を入力します。

⑥・・・⑤で検索した文字列の後に追加する文字列を入力します。

⑦・・・商品名に含まれる文字列を入力します。

⑧・・・⑦で検索した文字列の前に追加する文字列を入力します。

⑨・・・クリックで実行します。実行した内容はダイアログで即時反映します。

商品名一括変更

キャッチコピー一括変更 ①・・・編集する文字列を入力します。

②・・・置換する文字列を入力します。削除する場合は空白のままにします。

③・・・キャッチコピーの後に追加する文字列を入力します。

④・・・キャッチコピーの前に追加する文字列を入力します。

⑤・・・キャッチコピーに含まれる文字列を入力します。

⑥・・・⑤で検索した文字列の後に追加する文字列を入力します。

⑦・・・キャッチコピーに含まれる文字列を入力します。

⑧・・・⑦で検索した文字列の前に追加する文字列を入力します。

⑨・・・クリックで実行します。実行した内容はダイアログで即時反映します。

ＳＴＥＰ２：商品登録

価格一括変更

①・・・販売価格を変更するか表示価格を変更するか選択します。

②・・・加算する金額を入力します。

③・・・減算する金額を入力します。

④・・・割引する％数値を入力します。

⑤・・・割引する％数値を入力します。

⑥・・・クリックで実行します。実行した内容はダイアログで即時反映します。

2-11-2 商品一括編集 各項目
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販売期間一括変更

①・・・販売開始期間を設定します。クリックでカレンダーを表示します。

②・・・販売終了期間を設定します。クリックでカレンダーを表示します。

③・・・クリックで実行します。実行した内容はダイアログで即時反映します。

④・・・設定されている販売期間を解除します。

２

ＳＴＥＰ２：商品登録

1 3

3

4

変更したい項目をクリックして直接入力をすることで、一括編集ではなく簡易的に個別編集をすることができます。

編集したい項目をクリックして直接内容を入力してください。

編集が完了したら保存ボタンをクリックして商品一覧に戻ります。

※各モールによって多少内容が異なります。マスターを変更されると
全モールの内容が変わりますので、ご注意くださいませ。

ご注意！！

72



2-12 商品データ転送

商品情報を転送します。商品情報の転送には商品一覧画面最下部の ボタンをクリックして行います。

転送対象となる商品は主に背景色がピンクのものです。ピンク背景は未転送の情報がある場合に表示されます。

データ転送ボタンを押すと左記画面が表示されます。

希望の設定にチェックをし、【転送する】で作業完了となります。

※転送が反映されるには、ある程度の時間が掛かることがあります。

転送を希望する商品を選択出来ます。未反映の商品を全て

転送するか、商品一覧のチェックボックスをチェックした商品を

全て転送するかを選択します。

転送を希望する店舗のチェックボックスにチェックして下さい。

店舗別商品一覧画面で転送ボタンをクリックした場合は対象

の店舗のみ選択された状態になります。

転送商品の選択

転送先の選択

ＳＴＥＰ２：商品登録
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2-13-1 画像管理画面

画像登録は【画像管理】の管理画面でも行うことができます。登録した画像はここで管理してください。

転送先の選択

ＳＴＥＰ２：商品登録

①・・・③で選択されたディレクトリの直下に新たな画像ディレクトリを作成します。

②・・・③で選択している画像ディレクトリを削除します。

ディレクトリに登録されている画像ごと削除されますのでご注意下さい。

③・・・ディレクトリ一覧です。ディレクトリには2種類あります。

「Cabinetディレクトリ一覧」は楽天R-Cabinet、ストアクリエイター、ポンパレManagerに登録され、

「その他サーバーディレクトリ一覧」は楽天GOLD、Yahooトリプル、ポンパレPROに登録されます。

ディレクトリの作成には親ディレクトリを選択する必要があります。

「Cabinetディレクトリ一覧」には「基本ディレクトリ」と「ユーザフォルダ」が、

「その他サーバーディレクトリ一覧」には「基本ディレクトリ」と「ユーザフォルダ」がデフォルトで設定されています。

「基本ディレクトリ」は下層にディレクトリの作成の出来ない独立したディレクトリです。

また、「基本ディレクトリ」の削除は不可です。

選択したディレクトリはピンク色で囲われます。

④・・・ディレクトリ一覧にて選択中のディレクトリに登録されている画像を画像名(部分一致)で検索することが可能です。

⑤・・・画像登録画面が開き、③で選択しているディレクトリに画像の新規登録を行います。

画像登録画面で登録するディレクトリを選択することも可能です。

⑥・・・⑦でチェックをした画像の削除を行います。

⑦・・・③で選択中のディレクトリに登録されている画像のサムネイル一覧です。

右上、青の「表示件数」横の「▼」ボタンをクリックで一度に表示する画像の枚数の変更が可能です。

⑧・・・楽々通販2に登録した画像データを各モールのサーバーに転送します。

（全選択をクリックされるとそのページ全ての画像が一括で転送可能です。）

８
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2-13-2 ディレクトリ設定

ＳＴＥＰ２：商品登録

画像管理画面①[ディレクトリ設定]から画像を管理するためのディレクトリを作成します。

こちらに作成された形でCabinetやサーバーにディレクトリが登録されます。

ディレクトリ一覧は、2種類あります。

ディレクトリの作成には親ディレクトリを選択する必要があります。

基本値として、「Cabinetディレクトリ一覧」には「基本ディレクトリ」と「ユーザフォルダ」が、

「その他サーバーディレクトリ一覧」には「基本ディレクトリ」と「ユーザフォルダ」があらかじめ

設定されております。

新規でディレクトリを作成する場合は、ユーザフォルダを選択し、画像ディレクトリ作成より作

成します。

2-13-3 ディレクトリ新規作成

必要事項を記入し、保存ボタンをクリックして新規ディレクトリを作成します。

①・・・新しく作成するディレクトリの親ディレクトリが表示され

ます。ユーザフォルダが上位ディレクトリ（1番上の階層）の

場合は何も表示されません。

②・・・作成するディレクトリのディレクトリ名になります。

こちらは半角英数と「-」、「_」のみ入力可能で実際にURLに使

用されます。

③・・・画像数の制限が楽天RMSの利用中のプランによって

決まっているのでそちらに合わせて選択して下さい。

「その他サーバーディレクトリ一覧」の場合は表示されませ

ん。

1

2

3

ディレクトリの削除は、画像管理画面③ディレクトリ一覧にて削除するディレクトリを選択し、

画像管理画面②ディレクトリの削除をクリックで行います。

ディレクトリ内に登録されている画像も一緒に削除されるためご注意ください。

ディレクトリの削除
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ＳＴＥＰ２：商品登録

2-13-4 画像の新規登録

【画像管理画面】の【画像の新規登録】ボタンを

クリックして右の画面を開きます。

画面左側の「登録ディレクトリ一覧」から

画像を登録したいディレクトリを選択してください。

選択されたディレクトリはピンク色の背景が付きます。

その状態で右側の【Drop files to upload】の箇所に

アップロードしたい画像をドラッグ＆ドロップで

アップロードすることが出来ます。

また【Drop files to upload】をクリックするとファイルの

参照を行い画像のアップをすることもできます。

また、画像アップロードは後述するマスター基本情報登録や

説明文情報入力などでの画像情報入力の項目からでも可能です。

右記の【画像アップロードボタン】にて、画像の新規登録画面が開きます。

2-13-5 画像の削除、上書き

画像の削除は

「登録画像一覧」から削除したい画像にチェックを入れ、

「チェックした画像を削除」をクリックし、行います。

また、画像名を変更せず画像を変更したい場合は

一度画像を削除し、同じ画像名で新規登録して下さい。

注意
-attention-

※削除に関しては、各モール内の画像も自動で削除されるわけではありません。

楽々通販内での管理データとして削除され、サーバー内、キャビネット内にデータは残ります。
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3-1 商品説明文テンプレート一覧画面

楽々通販2ではあらかじめ作成したテンプレートを使って商品説明文を作成することができます。

まず、商品説明文テンプレートに使用するラベルを作成します。

商品説明文テンプレート管理、ラベル管理は

【 商品管理 ＞ 商品テンプレート 】より行います。

商品説明文テンプレート一覧画面に推移します。

①・・・商品テンプレートを操作したい店舗を選択します。

②・・・①で選択した店舗に商品テンプレートを作成します。①に対応する商

品テンプレート作成ダイアログボックスに遷移します。

③・・・商品ラベル一覧ページに遷移します。商品ラベルは全店舗共通です。

④・・・①で選択した店舗の商品テンプレートを一覧表示します。

⑤・・・楽々通販2の商品説明文機能を使わず、各商品基本情報にある説明

文を使用するテンプレートです。このテンプレートは初めから作成済みで削

除も不可です。

⑥・・・対応する商品テンプレートの編集ダイアログボックスに遷移します。

⑦・・・商品テンプレート名を表示します。

⑧・・・対応する商品テンプレートの使用ラベル設定ダイアログボックスに遷

移します。

⑨・・・デフォルトに設定されている商品テンプレートは【デフォルト】と表示さ

れます。

⑩・・・デフォルに設定されていない商品テンプレートには、このボタンが表

示されます。クリックすると、対応する商品テンプレートをデフォルトに設定し、

他の商品テンプレートのデフォルト設定を解除します。

⑪・・・対応する商品テンプレートを削除するため、削除確認アラートを表示

します。ただし、デフォルトに設定されている商品テンプレートは削除できま

せん。

ＳＴＥＰ３：商品ページ設定
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3-2-1 商品ラベル一覧画面

商品説明文テンプレート及び商品説明文情報に使用するための商品ラベルを作成します。

商品ラベルは全店舗共通となります。

①・・・ラベル作成ダイアログボックスに遷移します。

②・・・対応するラベルの編集ダイアログボックスに

遷移します。

③・・・ラベル名を表示します。また、クリックすると

②と同じ動作をします。

④・・・ラベルIDを表示します。ラベルIDを商品説明

文テンプレートに入力して使用します。

⑤・・・ラベルタイプを表示します。

⑥・・・ラベルのサイズを表示します。

⑦・・・ラベルの表示順序を表示します。また、編集

することも可能です。

⑧・・・ラベルの表示設定を表示します。ラジオボタ

ンをクリックして編集します。

⑨・・・対応するラベルを削除するため、削除確認

アラートを表示します。

⑩・・・クリックすると、⑦及び⑧の値を保存します。

商品ラベル一覧画面で表示設定をしたラベルは

全店舗共通で【説明文情報】設定画面内に表示されます。

ＳＴＥＰ３：商品ページ設定
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商品ラベルを作成・編集します。ここで設定したラベルを商品説明文テンプレートで使用します。

3-2-2 商品ラベル設定画面

①・・・ラベル一覧・商品説明文情報で表示するラベルの名前

を設定します。

②・・・テンプレート作成時に使用する変数名を設定します。

③・・・作成するラベルのタイプを設定します。

【テキストボックス】

テキストを入力するボックスです。改行が無効です。

【テキストエリア】

テキストを入力するエリアボックスです。改行が有効です。

【画像】

画像を登録して表示します。

【商品】

登録商品を選択して他の商品情報（画像、商品名、価格等）を表示しま

す。

④・・・商品説明文編集時の最大入力文字数を設定します。

⑤・・・ラベル一覧・商品説明文での表示順位を決定します。数

値が小さいほど上に表示されます。

⑥・・・現在作成中・編集中のラベルを表示するかしないかを設

定します。「非表示」の場合、商品説明文情報編集画面に項目

が表示されません。

⑦・・・入力した内容を保存します。

3-2-3 使用ラベル設定画面

①・・・設定対象のテンプレート名が表示されます。

また、対象の店舗のロゴも表示されます。

②・・・ラベル設定画面で作成したラベルが一覧

表示されます。チェックを外すと未使用となり、商

品テンプレートに使用することが不可となります。

③・・・設定内容を保存します。

※マスタ商品はここでのチェックに関わらず登録

している全てのラベルが表示されます。

商品説明文テンプレート作成後に表示される【使用ラベル設定】の編集画面です。

作成した商品ラベルが全て表示されます。商品説明文テンプレートに登録したいラベルを選択し、設定します。

ＳＴＥＰ３：商品ページ設定
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3-3-1 商品テンプレート作成

商品テンプレートを作成・編集するダイアログボックスです。店舗種別ごとに入力する項目が異なります。

楽天市場入力項目

テンプレート名 テンプレート名を入力します。

デフォルト商品レイアウト
あらかじめ管理側が用意している商品テンプレートレイアウトを選択します。
商品テンプレートレイアウトを選択すると、CSSに入力されている値を削除し、対応する値をセットします。
商品テンプレートのレイアウトを作成するためのソースコードを入力します。

CSS CSSを入力します。

プレビュー ボタンクリックで作成中のテンプレートのプレビューを表示します。

販売説明文 PC用販売説明文を入力します。

商品説明文 PC用商品説明文を入力します。

スマホ用商品説明文 スマホ用の説明文を入力します。

モバイル用商品説明文 モバイル用の説明文を入力します。

Yahoo!ショッピング入力項目

テンプレート名 テンプレート名を入力します。

デフォルト商品レイアウト
あらかじめ管理側が用意している商品テンプレートレイアウトを選択します。
商品テンプレートレイアウトを選択すると、CSSに入力されている値を削除し、対応する値をセットします。
商品テンプレートのレイアウトを作成するためのソースコードを入力します。

CSS CSSを入力します。

一言コメントCSS 一言コメントを入力します。

商品説明 商品説明を入力します。

フリースペース1 フリースペース1を入力します。

フリースペース2 フリースペース2を入力します。

フリースペース3 フリースペース3を入力します。

ＳＴＥＰ３：商品ページ設定
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ポンパレモール入力項目

テンプレート名 テンプレート名を入力します。

CSS CSSを入力します。

商品説明（PC用1） PC用商品説明文を入力します。

商品説明（PC用2） PC用商品説明文を入力します。

商品説明
スマートフォンと複数商品（PC）に利用される商品説明文を入力します。この項目は、PC用商品ページ
には表示されません。

商品説明（スマートフォン用） スマートフォン用商品説明文を入力します。

プレビュー ボタンクリックで作成中のテンプレートのプレビューを表示します。

ＳＴＥＰ３：商品ページ設定

FutureShop2入力項目

テンプレート名 テンプレート名を入力します。

テンプレートのタイプ あらかじめ管理側が用意している商品テンプレートのレイアウトスタイルを選択します。

CSS CSSを入力します。

商品一言説明 商品一覧ページに表示する商品一言説明を入力します。

商品説明文（PC) パソコン用商品説明文を入力します。

上部コメント（PC) パソコン用上部コメントを入力します。

下部コメント（PC） パソコン用下部コメントを入力します。

商品説明文（SP） スマートフォン用商品説明文を入力します。

上部コメント（SP) スマートフォン用上部コメントを入力します。

下部コメント（SP) スマートフォン用下部コメントを入力します。

ご注意下さい!! ここで入力する「CSS」は楽々通販2のプレビュー機能で確認するためのものです。

商品ページに適応させるには各モールの仕様に合わせてサーバーにアップロード

するなどしてください。
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3-4 商品テンプレート選択

商品テンプレート及び商品ラベルの作成完了後は、商品登録時に商品テンプレートを用いて商品説明文を作成できます。

まず、使用する商品テンプレートを選択します。

【 商品管理 】 ＞ 【 商品一覧 】 より、

設定したい商品の編集画面に遷移し、

店舗別情報編集画面にて設定します。

各店舗の店舗別情報編集画面の「商品登録情報」内に、

「使用テンプレート」の項目があります。

作成した商品テンプレートがセレクトボックスで表示されます。

店舗商品の作成時は、【テンプレート管理】で

デフォルト設定している商品テンプレートがあらかじめ選択さ

れた状態になります。

また、テンプレートを使用せず商品説明文を記入する場合は、

HTML直接入力を選択します。

HTML直接入力を選択した場合は、ラベルは使用できません。

ＳＴＥＰ３：商品ページ設定
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3-5 商品説明文情報設定

使用するテンプレートを選択したら、【 説明文情報 】設定画面より、商品ラベルに値を設定します。

商品管理詳細メニューの説明文編集ボタンをクリックします。

説明文情報の左側にはラベル管理で表示設定をしたラベルが表示されます。

各項目は入力必須ではありません。

ラベルは全店舗共通での管理となります。ラベルを使用したテンプレートを設定している全ての店舗の商品説明文情報に一括で反

映されます。

説明文情報設定画面に遷移します。

①・・・現在編集中の商品の商品管理番号が表示されます。

②・・・現在編集中の商品の商品名が表示されます。

③・・・ラベル種別が「画像」の場合の表示です。

④・・・⑤で選択、または⑥でアップロードした画像のファイル名を表示します。

⑤・・・楽々通販2内に登録している画像リストがポップアップで表示されます。

⑥・・・画像アップローダがポップアップ表示されます。

⑦・・・設定した画像をクリアします。

⑧・・・設定した画像のサムネイルが表示されます。

⑨・・・ラベル種別が「商品」の場合の表示です。

⑩・・・⑪の商品選択で選んだ商品管理番号が入ります。

⑪・・・楽々通販2に登録されている商品リストがポップアップで表示されます。

⑫・・・設定されている商品をクリアします。

⑬・・・設定されている商品の商品画像サムネイルが表示されます。

⑭・・・ラベル種別が「テキストエリア」の場合の表示です。

⑮・・・テキスト入力欄です。 改行が有効です。

⑯・・・ラベル種別が「テキストボックス」の場合の表示です。

⑰・・・テキスト入力欄です。改行は不可能です。

⑱・・・入力した内容を保存します。

ＳＴＥＰ３：商品ページ設定
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3-6 プレビュー/商品テンプレート使用イメージ

説明文情報を設定したら、商品情報を各モールに転送する前に商品ページのプレビューを確認します。

テンプレートを設定し、説明文情報に画像やテキストを入力するだけでPC・
スマホの商品ページが一括で完成するため、

HTML知識のない方でも、一度テンプレートを作成してしまえばその後は容
易に登録可能となります。

商品管理詳細メニューでは、各店舗に商品情報を転送する前に商品ページのプレビューを確認することができます。

＜例＞

ＳＴＥＰ３：商品ページ設定
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4-1 商品情報エクスポート

楽々通販2に登録している商品情報をCSVファイルでダウンロードすることが可能です。

ダウンロードしたCSVを編集して楽々通販2にCSVをアップロードすると一括で商品情報を編集できます。

※初回設定時の物流会社・配送会社ダウンロードの際も、こちらよりエクスポートを行ってください。

ＳＴＥＰ４：インポート・エクスポート

【 商品管理 ＞ エクスポート 】より

CSVファイル生成画面に遷移します。

①・・・クリックで拡張検索ダイアログボックスを開きま

す。

②・・・マスタと、登録している店舗が表示されます。

③・・・商品マスタの基本情報項目設定ダイアログボッ

クスを開きます。

④・・・商品マスタの商品説明文項目設定ダイアログ

ボックスを開きます。

⑤・・・ダウンロード可能な各CSVファイルの種類が表

示されます。

⑥・・・商品マスタのダウンロード可能なCSVファイルのチェックボッ
クスです。

⑦・・・各店舗基本情報項目設定ダイアログボックスを開きます。

⑧・・・各店舗商品のダウンロード可能なCSVファイルのチェック
ボックスです。

⑨・・・各チェックボックスでチェックを入れた情報のCSVファイルを
生成します。ダウンロードするCSVファイルを生成しブラウザよりダ
ウンロードを行います。

※生成前にダウンロード情報の項目設定を行ってください。ダウ
ンロードするデータ量が多いと時間がかかる場合がございます。
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4-2 エクスポート商品拡張検索

ここで検索した商品のみを指定してCSVに出力することができます。

ＳＴＥＰ４：インポート・エクスポート

①・・・指定したい商品の商品番号を入力してください。改行で複数商品の指定が可能です。

②・・・価格帯から検索します。指定したい価格帯を入力してください。

③・・・在庫数から検索します。指定したい在庫数を入力してください。

④・・・商品登録日から検索します。クリックでカレンダーを開きます。

⑤・・・消費税設定から検索します。[税込]・[税別]を選択してください。

⑥・・・送料設定から検索します。[送料込]・[送料別]を選択してください。

⑦・・・販売期間指定から検索します。[指定あり]・[指定なし]を選択してください。

⑧・・・販売状態から検索します。[販売中]・[倉庫指定]を選択してください。

⑨・・・闇市設定から検索します。[指定あり]・[指定なし]を選択してください。

⑩・・・上記で指定した検索条件を解除します。

⑪・・・拡張検索メニューを閉じます。

1

2

3

4

5 6

7

8 9

10

11
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4-3-1 マスタ基本情報項目設定

マスタ商品情報のCSVデータに生成する項目を設定します。

ＳＴＥＰ４：インポート・エクスポート

①・・・CSV生成時に使用する項目の一覧です。

②・・・CSV生成時に使用することのできる項目の一覧です。
こちらにある項目は①に追加をしなければ生成時にcsvファイルに出力さ
れません。

③・・・データごとの項目です。クリックすることで選択状態になります。
選択して順番の入れ替え・出力するかしないかを変更できます。
順番の入れ替えはドラッグ＆ドロップで可能です。
各店舗の項目はモールの種別によって異なります。
出力の有無は④⑤のボタンで行えます。

④・・・選択した③を②から①に移動します。

⑤・・・選択した③を①から②に移動します。

⑥・・・このダイアログボックスを閉じます。

⑦・・・③の内容を保存し、ダイアログボックスを閉じます。

4-3-2 マスタ商品説明文項目設定

マスタ商品情報のCSVデータに生成する項目を設定します。

①・・・CSV生成時に使用する項目の一覧です。こちらに表示される項目
は【商品テンプレート】で設定した商品ラベルタグ名となります。

②・・・CSV生成時に使用することのできる項目の一覧です。
こちらにある項目は①に追加をしなければ生成時にcsvファイルに出力
されません。

③・・・データごとの項目です。クリックすることで選択状態になります。
選択して順番の入れ替え・出力するかしないかを変更できます。
順番の入れ替えはドラッグ＆ドロップで可能です。
各店舗の項目はモールの種別によって異なります。
出力の有無は④⑤のボタンで行えます。

④・・・選択した③を②から①に移動します。

⑤・・・選択した③を①から②に移動します。

⑥・・・このダイアログボックスを閉じます。

⑦・・・③の内容を保存し、ダイアログボックスを閉じます。

87



4-3-3 各店舗商品情報項目設定

各店舗商品情報のCSVデータに生成する項目を設定します。店舗ごとに商品情報や項目選択肢の確認・編集をする場

合はこちらを設定してCSVファイルをダウンロードしてください。

ＳＴＥＰ４：インポート・エクスポート

①・・・CSV生成時に使用する項目の一覧です。こちらに表示される項目は
モールの種別によって異なります。

②・・・CSV生成時に使用することのできる項目の一覧です。
こちらにある項目は①に追加をしなければ生成時にcsvファイルに出力さ
れません。

③・・・データごとの項目です。クリックすることで選択状態になります。
選択して順番の入れ替え・出力するかしないかを変更できます。
順番の入れ替えはドラッグ＆ドロップで可能です。
各店舗の項目はモールの種別によって異なります。
出力の有無は④⑤のボタンで行えます。

④・・・選択した③を②から①に移動します。

⑤・・・選択した③を①から②に移動します。

⑥・・・このダイアログボックスを閉じます。

⑦・・・③の内容を保存し、ダイアログボックスを閉じます。

※ CSVファイル編集時の注意点

ダウンロードしたデータを用いて商品情報を編集する場合には以下の点にご注意ください。

■編集する商品のコントロールカラムは必ず入力してください。u: 更新、d: 削除、n: 新規のいずれかとなります。
既に同じ商品が登録されているにも関わらず、nで入力されると既に商品が存在するというエラー、登録されていない商品に対して
uやdと入力すると商品が存在しないというエラーが発生します。

■登録するCSVファイルをExcelで作業した場合には、各項目が自動的に変更されて表示されたり保存される場合がございます。
例えば、「+10」が「10」となってしまったり、先頭の0が削除されてしまうなどです。本章最終頁でExcelでCSVを編集する際の外部取
込の手順を説明します。こちらの手順に沿ってExcelで編集していただくか、CSV編集ソフトの使用を推奨します。

■CSVファイルの編集に失敗すると、インポート時に「警告・お知らせ」にてエラー内容を表示します。

■誤って商品情報を更新してしまった際に直ちに修正が行えるよう、ダウンロードしたCSVの元ファイルはバックアップとして残して
おいてください。

※初回時の物流会社・配送会社設定について

エクスポート項目は「商品名・在庫タイプ・横軸項目名・縦軸項目名・販売価格・注文受付数設定・メインカテゴリ・
倉庫指定・配送会社・物流会社」です。（商品管理番号項目は自動でエクスポートされます。）
マスタ管理にてご登録後、商品インポートが完了されましたら、楽々通販２形式のCSVをエクスポートいただき、イン
ポート作業をしていただきます。この際、コントロールカラムは「u」でインポートくださいませ。
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4-4-1 インポート

【エクスポート】でダウンロードしたCSVファイルを編集して取り込むことで一括で商品情報を更新できます。

楽々通販2よりダウンロードしたCSVは「楽々通販2CSV専用」にアップロードします。

ＳＴＥＰ４：インポート・エクスポート

【 商品管理 ＞ インポート 】より

CSVファイル取込画面に遷移します。

【エクスポート】で生成した商品マスタのCSVファイルを取り込む場合には、「楽々通販2CSV」の商品インポートをクリッ
クします。

①・・・取り込むマスタ商品情報を反映させる対象店舗に
チェックを入れます。選択した店舗は商品情報がマスタ商品
と一緒に反映されます。

②・・・マスタの商品基本情報CSVファイルをアップします。

③・・・マスタの在庫情報CSVファイルをアップします。

④・・・マスタの項目選択肢CSVファイルをアップします。

⑤・・・マスタの商品説明文CSVファイルをアップします。

⑥・・・このダイアログボックスを閉じます。

⑦・・・インポートを開始して完了画面に遷移します。

4-4-2 マスタCSVインポート

2

4

3

5

1

6 7
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4-4-3 店舗別CSVインポート

【エクスポート】で生成した店舗別商品情報のCSVファイルを取り込む場合には、表示される対象の管理店舗の商品イン

ポートをクリックします。

ＳＴＥＰ４：インポート・エクスポート

1

①・・・店舗別商品情報CSVファイルをアップします。

②・・・店舗別項目選択肢CSVファイルをアップします。

③・・・このダイアログボックスを閉じます。

④・・・インポートを開始して完了画面に遷移します。

2

3 4

4-5 エラーの場合

■文字数オーバーや許可されない文字列の使用、不要なスペース（空白）、商品管理番号の重複、などが主なエラー要因です。
アップロードしたCSVファイルを再度ご確認いただきエラーが発生した項目の修正を行ってください。

■前にアップロードしたcsvの処理が終わっていない場合にはアップロードの遅延やエラーが発生します。その場合は処理完了ま
でお待ちください。

■アップロード後も商品登録が開始されない場合、何らかの理由でサーバに負荷がかかっていることが原因になり、処理に時間を
要していることがあります。しばらく待っても状況が変わらない場合には再度アップロードしてください。

■サーバのファイル容量が上限を超えている場合にはアップロードをしても商品の登録は開始されません。不要なファイルを削除
してから再度アップロードを行ってください。

■誤って商品情報を更新してしまった際に直ちに修正が行えるよう、ダウンロードしたCSVの元ファイルはバックアップとして残して
おいてください。

インポートが正常に完了すると、お知らせ・警告一覧にて完了の旨が表示されますが、エラーが発生した場合にも内容

を表示します。エラーが発生した場合には以下の点を今一度ご確認ください。

ＣＳＶファイル編集について

エクスポートいただきましたCSVファイルにつきましては、Excelではなくキャッサバなどの
ダブルクォーテーションで囲めるツールをご利用いただき、作業を行ってください。
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5-1 カテゴリ一覧画面

ＳＴＥＰ５：カテゴリ管理

当マニュアルSTEP1で取り込んだカテゴリ情報を管理します。

【 商品管理 ＞ カテゴリ管理 】より

カテゴリ一覧画面に遷移します。

①・・・チェックされているカテゴリの下層に新しくカテゴリを作

成します。

②・・・チェックされているカテゴリの設定編集を行います。

③・・・デフォルトで設定されている最上位カテゴリです。

こちらは削除・編集不可で、商品の設定も不可となっていま

す。

④・・・作成されたカテゴリ一覧です。カテゴリは階層ごとに並

びます。

⑤・・・デフォルトで設定されているその他カテゴリです。

こちらは削除・編集不可ですが、商品の設定は可能です。

⑥・・・カテゴリの削除を行います。商品が紐づけされている

カテゴリの場合は削除不可です。
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5-2 カテゴリ作成・設定

ＳＴＥＰ５：カテゴリ管理

カテゴリ管理で設定したカテゴリは全店舗に反映されるマスタカテゴリとなります。

取り込んだカテゴリの編集、カテゴリの新規作成画面を説明します。

①・・・作成・編集中カテゴリの上位カテゴリを表示します。

②・・・カテゴリ名を設定します。

③・・・カテゴリの表示・非表示を設定します。

④・・・店舗名を表示します。

⑤・・・各店舗毎に別のカテゴリ名を使用する場合、該当の店舗にカテゴリ名を設定します。空欄の場合には項目②のカテゴリ名が設

定されます。

⑥・・・カテゴリと対応する各モールのカテゴリIDを設定します。設定しておくと、そのカテゴリをメインカテゴリに設定した商品の店舗基

本情報の各モールカテゴリID入力欄（例：楽天市場の場合「ディレクトリID」）にデフォルトでIDが設定されます。

ディレクトリID一覧は、CSVファイルから読み込みます。

⑦・・・クリックで各モールカテゴリID検索ダイアログを表示します。

⑧・・・各モールカテゴリID設定用のカテゴリを表示します。

⑨・・・各モールカテゴリIDを階層毎に表示します。該当のテキストをクリックし、設定を行ってください。

⑩・・・選択した各モールカテゴリIDを項目⑥にセットします。

⑪・・・設定を保存し、一覧に戻ります。

ご注意下さい!!
ＦｕｔｕｒｅＳｈｏｐ2ではカテゴリ（グループ）作成時にURLコードの設定が必須となっております。楽々通販2内ではURL

コードを設定せずにカテゴリを作成することが可能ですが、転送時にFutureShop2にて自動でURLコードを生成され、

そのURLコードを再度楽々通販2に取り込むことが必要となります。

そのため、楽々通販2内でカテゴリ作成時にあらかじめURLコードを設定していただくことをおすすめしております。
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変更履歴

ページ 更新日 更新内容

11 2019/09/24 商品データ一括登録項目設定 【商品】に「税率設定」を追加。

20 2019/09/30 au Wowma!の【商品管理ID】について追加。

21、22 2019/10/7 MakeShopの商品取込ダウンロードCSVについて追加。

59、60、
61

2019/10/8 Shopify商品情報設定を追加。

41、42 2019/10/17 項目選択肢別在庫＞オプション＞画像登録を追加。
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