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ＳＴＥＰ１：ログイン、店舗設定

1-1 楽々通販2Liteの基本的な利用手順

1. 店舗情報の登録 まずはログインし、各種設定＜店舗設定より

店舗情報の入力を行います。

3. 各機能の設定

4. 機能の設置

使用する機能の設定を行います。

生成されたファイルは自動で、FTPサーバーにアップされます。

貼り付けタグを任意の場所に張り付ければ設置完了です。

※PCのみの機能となります。

楽々通販2Liteでは設定した機能を単独パーツとして設置するか、ページ作成用のパーツとして扱うかを選択が可能です。

単独パーツとして扱う場合

4.オリジナルページ作成

作成した機能などを選択し、ページを作成します。

作成されたページはFTPサーバーにアップされます。

オリジナルページパーツとして扱う場合

2. 商品情報の取り込み、

画像登録

各機能にて使用する商品情報の取り込みや

画像の登録を行います。
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ＳＴＥＰ１：ログイン、店舗設定

1-2 楽々通販2にログイン

楽々通販２のログイン画面を開き、ログインＩＤと

パスワードを入力し、アカウントにログインします。

ログインID ：

ご利用者毎に発行するIDです。お申込み完了通知メールに記載されている

ログインIDとなります。

パスワード：

楽々通販にログインするためのパスワードです。ご契約時に送信させて

頂きましたメール記載のものとなります。

初回のログイン時ではこちらで

送信させて頂いたパスワードは仮

となります。任意のパスワードへ

の変更をお願いします。

【現在のパスワード】にパスワード発行メールに記載の仮パスワードを入力してください。

【新しいパスワード】に任意のパスワードを入力し保存ボタンを押して下さい。

※パスワードは、忘れないために必ず保管頂くようお願い致します。

4



ＳＴＥＰ１：ログイン、店舗設定

1-3 楽々通2販管理画面

機能名 機能説明

1.お知らせ 楽々通販２サポートからのお知らせを表示します。

2.利用プラン 現在の契約プランを表示します。

3.メンテナンス情報 メンテナンス情報の一覧を表示します。

4.リリーススケジュール 楽々通販２の新機能のリリース情報を表示します。

5.メニュー
各機能へのナビゲーションです。
利用プランによって使用可能な機能が変わります。

6.エラー情報 API、FTPの接続エラーなどの情報を表示します。

7.ヘルプ 楽々通販2のマニュアルを開きます。

8.問い合わせ 楽々通販2サポートへの問合せページに遷移します。

9.ログアウト クリックすると楽々通販２からログアウトし、ログインページに遷移します。

①

②

③ ④

⑤

⑥⑦⑧⑨
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ＳＴＥＰ１：ログイン、店舗設定

1-4 店舗設定画面

店舗設定を登録するためには、まず【 各種設定 ＞ 店舗設定 】より、店舗設定画面へ移動します。

①・・・店舗種別切り替えセレクタ（楽天市場・YAHOOショッピングの選択）

②・・・店舗追加ボタン

③・・・出店済み店舗情報の編集ボタン

④・・・店舗情報削除ボタン

1-5 新規店舗登録

上記、店舗設定画面の（②）より

新規店舗登録を行います。

対象モールより出店しているモールを選択し、

「店舗追加」ボタンをクリックします。

対象モールの新規店舗情報設定画面に移動します。

1 2

3 4

必要事項に入力し、保存ボタンをクリックして

登録完了となります。

入力項目についての説明は次ページをご参照下さい。

6



ＳＴＥＰ１：ログイン、店舗設定

1-6 楽天市場店舗設定項目

楽天市場店舗設定での新規登録・編集画面での項目は以下となります。

アプリケーションID・・・商品レビュー情報・注文状況及び商品情報をより高速にすることが可能となる店舗独自のIDです。

RMSパートナーLicensekey・・・注文状況・店舗内ランキング機能を使用する場合に必要となります。

項目名 項目説明 最大入力文字数

項目名 項目説明 最大入力文字数

店舗名
「○○○○楽天市場店」等どの店舗か判別できるように
任意の名前を入力して下さい。

半角16文字
全角32文字

対象モール 現在作成中の店舗の対象モール名が表示されます。

ストアアカウント
ストアアカウントを入力して下さい。楽天のTOPページURLの
「http://www.rakuten.co.jp/○○○/」の○○○の部分となります。

半角32文字

項目名 項目説明 最大入力文字数

アプリケーションID 楽天WEBサービスより発行されたアプリケーションIDを入力して下さい。 半角100文字

RMSパートナー
LicenseKey

楽天より発行されるRMSパートナーLicenseKeyを入力して下さい。 半角100文字

RMSパートナーLicenseKeyに関して

※RMSパートナーLicenseKeyを利用するには、弊社より承認依頼の申請が必要となります。(無料サービス)

利用設定に関しては、以下のマニュアルをご確認ください。

https://v2.raku2han.jp/Manual/RakutenApiAuthManual.pdf

RMSにて、楽々通販2からの認証依頼がご確認できない場合は、お手数ですが弊社までお問い合わせをお願いします。

■「注文状況」「店舗内ランキング」「商品情報取込」 を利用する場合に必要となります。

ご注意下さい!!

※LicenseKeyの有効期限は、発行後90日間となっております。

有効期限が切れた場合は、楽天RMSより再発行を行っていただき、

楽々通販2の店舗設定でも新しいLicenseKeyに変更をお願いします。

アプリケーションIDに関して

※アプリケーションIDを発行するには、楽天WEBサービスに楽天会員IDでログインしていただく必要がございます。 (無料サービス)

発行方法に関しては、以下のマニュアルをご確認下さい。

https://v2.raku2han.jp/Manual/Raku2ApplicationIdManual.pdf

販促ツール「商品レビュー」、「注文状況取得」をご利用の場合には取得を推奨します。
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ＳＴＥＰ１：ログイン、店舗設定

1-6 楽天市場店舗設定項目

Cabinet画像サーバー情報・・・楽々通販２に登録した画像を楽天R-Cabinetに送るためのFTPサーバ情報です。

項目名 項目説明 最大入力文字数

項目名 項目説明 最大入力文字数

ホスト名
接続するためのホスト名（アドレス）「upload.rakuten.ne.jp」を
入力して下さい。

半角64文字

アカウント
楽天より発行されるFTPサーバーのアカウントID(ユーザー名)を
入力して下さい。

全角32文字

パスワード 楽天より発行されるFTPサーバーのパスワードを入力して下さい。 半角10文字

パス Cabinetの画像アップ用パス「/cabinet/images/」を入力して下さい。 半角64文字

ポート番号 FTPサーバーのポート番号：21を入力して下さい。 半角5文字

ゴールドサーバー情報・・・生成したHTMLファイルなどを楽天ゴールドサーバに送るためのFTPサーバ情報です。

項目名 項目説明 最大入力文字数

ホスト名 接続するためのホスト名（アドレス）「ftp.rakuten.ne.jp」を入力して下さい。 半角64文字

アカウント
楽天より発行されるゴールドサーバーのアカウントID(ユーザー名)を入力し
て下さい。

全角32文字

パスワード 楽天より発行されるゴールドサーバーのパスワードを入力してください。 半角10文字

パス

商品のHTMLファイルをアップロードするパスを入力して下さい。
こちらは任意ですが楽々通販のファイルと判別できるように「/rakuraku/」な
どにすれば分かりやすくなります。
※楽々通販2とそれ以外のファイル名が重複して、上書きされる可能性がご
ざいますので、最低1階層以上を指定してください

半角64文字

ポート番号 ゴールドサーバーのポート番号：16910を入力してください。 半角5文字

※パスワードは定期的に失効しますので、楽天RMSよりパスワードの再設定を行っていただき、

楽々通販2の店舗設定でも新しいパスワードに変更をお願いします。

※パスワードは定期的に失効しますので、楽天RMSよりパスワードの再設定を行っていただき、

楽々通販2の店舗設定でも新しいパスワードに変更をお願いします。【有効期限90日間】
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ＳＴＥＰ１：ログイン、店舗設定

1-6 楽天市場店舗設定項目

店舗詳細情報

項目名

登録店舗ロゴについて

登録店舗ロゴは楽々通販内にて登録店舗の一覧表示がされる際、

ロゴで登録店舗を判別出来るようにするためのものです。

登録しない場合、店舗ロゴはモールのロゴとなりますので

登録は任意となります。

店舗ロゴを登録しない場合、モールのロゴが店舗ロゴとなるため

同モールに2店舗展開している場合、ロゴで店舗の判別が出来なくなります。

店舗ロゴを登録することにより、一見して店舗を判別することが出来ます。

項目名 項目説明 最大入力文字数

会社名 会社名を入力して下さい。 半角255文字

住所・郵便番号 郵便番号を入力して下さい。
半角数字3文字
半角数字4文字

住所・都道府県
市区町村

市区町村までの住所を入力して下さい。
こちらは上記郵便番号入力で自動記述されます。

半角255文字

住所・その他 市区町村以下の住所を入力して下さい。 半角255文字

電話番号 電話番号を入力して下さい。

FAX番号 FAX番号を入力して下さい。
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ＳＴＥＰ１：ログイン、店舗設定

1-7 Yahoo!ショッピング店舗設定項目

Yahoo!ショッピング店舗設定での新規登録・編集画面での項目は以下となります。

項目名 項目説明 最大入力文字数

店舗名
楽々通販2内で使用する店舗名となります。
「○○○○YAHOO店」等どの店舗か判別できるように
任意の名前を入力して下さい。

半角16文字
全角32文字

対象モール 現在作成/編集中の店舗の対象モール名が表示されます。

ストアアカウント
Yahoo!ショッピングで使用されている
ストアアカウントを入力して下さい。TOPページURLの
「http://store.shopping.yahoo.co.jp/○○○/」の○○○の部分となります。

半角32文字

項目名 項目説明 最大入力文字数

ホスト名
接続するためのホスト名（アドレス）「yjftp.yahoofs.jp」を
入力して下さい。

半角64文字

アカウント
Yahoo!ショッピングより発行されるFTPサーバーの
アカウントID(ユーザー名)を入力して下さい。
通常「store-ストアアカウント」とされています。

全角32文字

パスワード
Yahoo!ショッピングより発行されるFTPサーバーの
パスワードを入力して下さい。

半角10文字

パス アップ用パス「/」を入力して下さい。 半角64文字

ポート番号 FTPサーバーのポート番号21を入力して下さい。 半角5文字

FTPサーバー情報・・・楽々通販２に登録した画像をストアクリエイターProに送るためのFTPサーバ情報です。
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ＳＴＥＰ１：ログイン、店舗設定

1-7 Yahoo!ショッピング店舗設定項目

項目名 項目説明 最大入力文字数

ホスト名
接続するためのホスト名（アドレス）「ftp.geocities.jp」を
入力して下さい。

半角64文字

アカウント
お申込み頂いたYahoo!トリプル用Yahoo!JAPAN IDを
入力して下さい。

全角32文字

パスワード
Yahoo!ショッピングより発行されるトリプル用FTPパスワードを
入力してください。

半角10文字

パス

HTMLファイル等をアップロードするパスを入力して下さい。
こちらは任意ですが楽々通販2のファイルと判別できるように
「/rakuraku/」などにすれば分かりやすくなります。
※楽々通販2とそれ以外のファイル名が重複して、上書きされる可能性がございます
ので、最低1階層以上を指定してください

半角64文字

ポート番号 FTPサーバーのポート番号 21 を入力して下さい。 半角5文字

Yahoo!トリプル情報・・・生成したHTMLファイルをYahoo!トリプルサーバに送るためのFTPサーバ情報です。

店舗詳細情報・・・楽天店舗設定と同じです。

項目名 項目説明 最大入力文字数

証明書ファイル 証明書ファイル（SHP-ストアアカウント.crt）のアップロードを行います。

鍵ファイル 鍵ファイル（ストアアカウント.key）のアップロードを行います。

ログイン Yahooへのログインを行います。
※店舗作成後 再度編集時に表示されます。

API使用設定・・・注文状況・店舗内ランキング機能を使用する場合に必要となります。

証明書・鍵ファイルに関して

Yahoo!ショッピングでは、APIを利用するために楽々通販2からYahoo!Japanにログインする必要があります。

通常ログインの認証期間は12時間となっていますが、「証明書ファイル」「鍵ファイル」をアップロードすることで

4週間に変更することができます。

詳しくはYahoo!ショッピングのマニュアルをご確認ください。

http://storedoc.ec.yahoo.co.jp/s/shopping/apply/regist/api/request.html

申請・発行方法に関してはマニュアルの「API 証明書・鍵ファイルの取得方法」をご確認ください。

https://v2.raku2han.jp/Manual/yahoo-triple-api.pdf

■「注文状況」「店舗内ランキング」を利用される際に必要となってまいります。

ご注意下さい!!

APIを利用するためにログインが必要となります。

※証明書・鍵ファイルをアップされていない場合は12時間でログアウトしますので、再度ログインが必要となります。

※証明書・鍵ファイルをアップされている場合は4週間でログアウトしますので、再度ログインが必要となります。

※証明書の有効期限は1年となりますので、1年後再度証明書の発行が必要となります。

ログインに関して
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2-1 商品情報取り込みについて

ＳＴＥＰ２：商品情報取り込み、画像登録

2-2-1 商品情報取り込み -CSVインポート-（商品点数1,000点以上）

商品数が1,000点以上を超える場合はAPIでの商品の取得ができなくなりますので

CSVのインポートもしくは商品管理番号を入力して商品の取得を行います。

※楽天市場店は商品一括登録サービス（税別10,000円/月）のご契約が別途必要です！

楽々通販2Liteの一部の機能(商品情報を表示させるもの)を使用するために商品情報を取り込む必要があります。

商品情報の取り込みは【データ管理 ＞ インポート】より行います。

1日1回こちらで取込処理を行っておりますが、ご登録商品をすぐに反映させたい場合は手動インポートをしてください。

商品インポート(API)をクリックしますと、商品情報が取り込まれます。

①・・・取得する商品の管理番号（管理コード）を入力します。

クリックで右図の画面に移動しますので、

入力欄に商品管理番号を入力し、「商品情報取得」ボタンをクリックします。

②・・・楽々通販2に登録済みの商品情報を最新の状態に更新を行います。

※商品数により時間がかかる場合があります。

③・・・楽天市場RMSやYahoo!ショッピングストアクリエイターProより

ダウンロードした商品データCSVファイルをインポートします。

商品取得に必要なデータの項目は「2-2-2 商品インポートデータ項目」をご確認ください。
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2-2-2 商品インポートデータ項目（商品点数1,000点以上）

ＳＴＥＰ２：商品情報取り込み、画像登録

■楽天市場

RMSの商品管理メニューよりcsvのダウンロードを行います。

商品ページ設定メニュー > CSV更新（変更・削除）> CSVファイルの項目を選択してダウンロード

から必要な項目にチェックをしcsvをダウンロードしてください。

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。

※dl-item201405052254.csvなどになっているファイルです。

■楽天市場商品データ 必須項目

「CSVファイルの項目を選択してダウンロード」ページに以下の項目にチェックをいれてダウンロードをしてください。

商品番号 /  PC用キャッチコピー / 商品名 / 販売価格 / 消費税 / 倉庫指定 / 商品画像URL

サーチ非表示 / 闇市パスワード /

■Yahoo!ショッピングストアクリエイターPro

商品管理メニューより商品データのダウンロードを行います。

「CSVダウンロード項目の選択」よりダウンロードする項目を選ぶことができます。

項目を選択する場合は以下の必要な項目をチェックしてください。

■Yahoo!ショッピング商品データ 必須項目

「CSVファイルの項目を選択してダウンロード」ページに

以下の項目にチェックをいれてダウンロードをしてください。

code(商品コード) / name(商品名) /

headline(キャッチコピー) / price(通常販売価格) /

display(ページ公開)
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2-3 画像管理画面(Lite版以降)

ＳＴＥＰ２：商品情報取り込み、画像登録

画像登録は【画像管理】の画像管理画面にて行います。

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、「Cabinetディレクトリ一覧」は

楽天R-Cabinet、ストアクリエイターに登録され、「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。

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」が始めから

設定されております。

「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となっております。また、「基本ディレクトリ」の削除は不可となります。

選択され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で選択されているディレクトリに画像の新規登録を行います。、

登録するディレクトリを選択することも可能です。

⑥・・・⑦にて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・・・全選択をクリックするとページ内の画像が全選択されます。

⑨・・・⑧をクリアしたい場合はこちらをクリックします。

⑩・・・楽々通販に登録した画像データを各モールに転送します。

こちらの作業が完了するまでは、画像データは各モールに反映されません。

①

②

③

④

⑤ ⑥

⑦

⑧
⑨ ⑩
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ＳＴＥＰ２：商品情報取り込み、画像登録

2-4 ディレクトリ設定(Lite版以降)

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。

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となっております。また、基本ディレクトリの削除は不可となります。

初めに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、

①のディレクトリ設定→画像ディレクトリ新規作成より作成いたします。

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。

1

2

3

2

ディレクトリ一覧は、2種類あります。

「Cabinetディレクトリ一覧」

楽天R-Cabinet、ストアクリエイターProに登録されます。

「その他サーバーディレクトリ一覧」

楽天GOLD、Yahooトリプルに登録されます。

15



2-5 ディレクトリの新規作成

ＳＴＥＰ２：商品情報取り込み、画像登録

ディレクトリの新規作成画面です。必要事項に記入し、【ディレクトリ作成】ボタンを

クリックすれば作成完了です。新規作成画面、記入項目は以下をご参考ください。

①上位ディレクトリ

②ディレクトリ名

新しく作成するディレクトリの親ディレクトリです。

ユーザフォルダが上位ディレクトリの場合は何も表示されません。

新しく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に使用される名前です。

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

そちらに合わせて入力して下さい。

(こちらは「その他サーバーディレクトリ一覧」の場合、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下さい

ディレクトリの削除

③格納上限数

16



2-6 画像の新規登録

ＳＴＥＰ２：商品情報取り込み、画像登録

2-7 画像の削除、上書き

【画像管理画面】の【画像の新規登録】ボタンを

クリックすると右記の画面が新たに開きます。

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。

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 各機能について

ＳＴＥＰ３：各機能の設定

キャンペーンバナー表示 商品レビュー表示 店舗レビュー表示

モールランキング表示 注文状況表示

モール固有のポイントキャンペーンバナーを

自動で取得し、表示します。利用する・しない

の選択も可能です。また、自ショップ独自の

バナーを登録、表示することも可能です。

全商品、または特定の商品のレビューを

取得し、表示します。

取得レビューの評価数(★)を

指定することも可能です

ショップのレビューの総合評価を

取得し、表示します。（楽天の場合、

品揃えやスタッフの対応などの内訳も

表示が可能です。）

モールランキングに掲載された商品を

取得し、表示します。デイリーや週間などの

ランキング種別なども設定可能です。

ショップの注文状況を

リアルタイムで取得し、表示します。

楽々通販2Lite版以降ではコンテンツを充実させる多彩な機能をご用意しております。

販促ツール
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3-1 各機能について

ＳＴＥＰ３：各機能の設定

おすすめ商品表示 店舗内ランキング表示 店舗内バナー表示

新着商品表示 更新情報表示

店舗の商品から任意で選択した商品を

表示する機能です。

掲載したい商品を右から左へ移すだけで

設定が可能です。

店舗の売れ筋ランキングを作成、

表示する機能です。ランキング設定は

自動、手動の切り替えが可能で、

取得するカテゴリや、日間、週間などの

細かな設定も可能です。

任意で登録したバナーを表示します。

作成に専門的知識の必要な

スライダーなどが簡単に設定出来ます。

新規に登録された商品を自動で取得し、

表示します。取得された商品の中から

表示/非表示の設定や、

表示件数の設定も可能です。

更新情報を表示します。タイトルや

本文を入力するだけ、

ブログのような間隔で設定が可能です。

パーツ管理

カレンダー機能

カレンダーを表示します。日付を

クリックするだけで簡単に定休日を

設定可能です。

オリジナルページ
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3-1 各機能について

ＳＴＥＰ３：各機能の設定

20

モールやカートにより、使用できないパーツ・ツールもございます。
以下のリストをご確認ください。(赤字は今後対応予定のものです。）

おすすめ商品 店舗ランキング バナー管理

新着商品 更新情報 カレンダー

キャンペーン

●楽天市場
● Yahoo!ショッピング
●ヤマダモール
●MakeShop
●au Wowma!
※ヤマダモール・MakeShop、auWowma!
は店舗独自のキャンペーンのみ

商品レビュー

●楽天市場
● Yahoo!ショッピング
●ポンパレモール
●ヤマダモール
●MakeShop
●futureshop
● au Wowma!
●EC-CUBE

店舗レビュー

●楽天市場
● Yahoo!ショッピング
●ポンパレモール
● au Wowma!

モールランキング

●楽天市場
● Yahoo!ショッピング
●ポンパレモール
●ヤマダモール
●au Wowma!

注文状況取得

●楽天市場
● Yahoo!ショッピング
●ポンパレモール
●ヤマダモール
●MakeShop
●futureshop
●au Wowma!
●EC-CUBE 

ご確認下さい!!

●楽天市場
● Yahoo!ショッピング
●ポンパレモール
●ヤマダモール
●MakeShop
●futureshop
● au Wowma!
●EC-CUBE 

●楽天市場
● Yahoo!ショッピング
●ポンパレモール
●ヤマダモール
●MakeShop
●futureshop
● au Wowma!
●EC-CUBE 

●楽天市場
● Yahoo!ショッピング
●ポンパレモール
●ヤマダモール
●MakeShop
●futureshop
●au Wowma!
●EC-CUBE 

●楽天市場
● Yahoo!ショッピング
●ポンパレモール
●ヤマダモール
●MakeShop
●futureshop
● au Wowma!
●EC-CUBE 

●楽天市場
● Yahoo!ショッピング
●ポンパレモール
●ヤマダモール
●MakeShop
●futureshop
● au Wowma!
●EC-CUBE 

●楽天市場
● Yahoo!ショッピング
●ポンパレモール
●ヤマダモール
●MakeShop
●futureshop
● au Wowma!
●EC-CUBE 

【au Wowma!のディスクスペースの仕様につきまして】
ディスクスペースの仕様上、一度エラーが発生いたしますとそれ以降に更新いただいたファイルの反映はされません。
エラーが発生いたしました内容を正しい内容に修正後、それ以降に更新いただいたファイルも更新されますので
ご注意くださいませ。
（例）
1.test01.html⇒エラーの場合、反映×（正しい内容に修正必要）
2.test02.html⇒正常
3.test03.html⇒正常
※上記のような場合、1を正しい内容で修正しないと2番目以降が反映されません。

【各モール・カートのパーツ反映につきまして】
各モール・カートの仕様により、楽天市場以外は反映に少し時間を要します。
予めご了承くださいませ。（MakeShop店につきましては最大1日以上、反映にお時間がかかる場合がございます。）



ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-2 枠の作成

楽々通販2Liteでは各機能の枠を追加する際、枠を作成し、設定をする必要があります。

枠作成は各機能の一覧画面の右上の枠作成ボタンで行います。

ここでの説明は全機能共通となる作成方法、設定方法となります。各機能ごとの設定などの説明は後述致します。

①店舗選択

②パーツ種別

STEP1の店舗設定で設定した店舗から機能を使用する店舗を選択します。

オリジナルページのパーツとして使用する場合の設定方法を選択します。

共通パーツ・・・

一つの設定を全てのパーツで共通のものにしたい場合こちらを選択します。

HTMLタグ貼り付けの構築の単独のパーツとして使用する場合はこちらを選択して下さい。

オリジナルページ用・・・

作成するページごとに個別の設定をしたい場合はこちらを選択します。

こちらを選択された場合、設定は各オリジナルページで行うため、

パーツ管理、販促ツールからの各機能枠一覧画面に編集ボタンはございません。

オリジナルページについて、共通パーツ、オリジナルページ用については

STEP4-1.4-2をご覧下さい。

①
②

21



ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-3 枠設定項目

枠詳細設定･･･作成する枠の詳細を設定します。

項目名 項目説明 最大入力文字数

枠名
作成する枠の名前を任意で設定します。「yahoo店イベントバナー」という
ような分かりやすい名前を推奨致します。

半角40文字
全角80文字

サイズ 作成する枠のサイズ幅と高さを設定します。 各半角数字4文字

項目名 項目説明 最大入力文字数

タイトル

枠のタイトルを設定します。
【設定しない】 枠のタイトルは設定されません。
【テキスト】 入力したテキストがタイトルになります。
【画像】 選択した画像ファイルがタイトルになります。

【テキスト】
半角40文字
半角80文字

カラー

タイトルのカラーを設定します。
色番号を手入力することが可能ですが、入力フォーム右部クリックで
カラーピッカーでの色選択も可能です。
こちらの設定はタイトルで【テキスト】を選択時のみ反映されます。

【タイトル背景色】タイトルの背景色を設定します。
【タイトル文字色】タイトルの文字の色を設定します。

デザイン
枠使用するデザインのパターンを選択します。
サムネイルをクリックするとデザインテンプレートのプレビューが表示されま
す。

枠デザイン設定・・・作成する枠のデザインの設定をします。

PC・スマホのデザイン設定が可能です。スマホはオリジナルページのパーツとしてのみ使用します。(Lite版以降)

(オリジナルページに関してはSTEP4にてご説明致します。)

新規枠を作成、設定します。

右記は枠設定画面です。
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-4-1 キャンペーン機能

キャンペーンバナー表示機能の設定手順を説明致します。

まず管理画面左メニューより

【販促ツール ＞ キャンペーン】をクリックします。

Yahoo!や楽天が開催しているのポイントアップなどのキャンペーンのバナーやリンクを自動で取得し、表示します。

キャンペーン期間が終了すると削除も自動で行われます。表示する・しないの選択や表示順序の設定も可能です。

また、自ショップ独自のキャンペーンバナー(店舗独自キャンペーンバナー)を登録、表示することも可能です。

店舗独自キャンペーンは掲載期間も設定可能です。バナー画像サイズは468×60で統一して下さい。

テンプレートによっては各キャンペーンのポイント倍率を合算して表示するものもあります。

期間限定のキャンペーンをお客様に提示することで、

アクセス頂いたお客様に「今買う理由」を作ること出来ます。特にモール固有バナーは

自動更新なので手間をかけることなくサービスを提供することが出来ます。

■キャンペーンバナー表示機能について
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-4-2 キャンペーン枠一覧画面

キャンペーン枠一覧画面です。

1

4 6

2

7 8 95

①・・・店舗を選択します。すでに作成済みの枠がある場合はこちらで選択された店舗のものが表示されます。

②・・・販促ツールでは使用しません。

③・・・①で選択した店舗にキャンペーンバナーの新規枠作成を行います

④・・・作成済みの枠の編集を行います。

⑤・・・作成済みの枠と貼り付けタグの一覧です。単独でパーツを使用する場合、こちらで生成されたタグを

最終的に貼り付け、設置致します。(詳しくは「5-1  機能の設置」にて説明します。)

⑥・・・枠に登録しているキャンペーンバナー数です。

⑦・・・枠の設定の編集を行います。

⑧・・・HTML編集を行います。（HTML上級者用サポート範囲外となります。）

⑨・・・作成した枠のプレビュー表示が可能です。Yahoo!トリプルの場合、反映に時間がかかるため、

作成後しばらく表示されません。

⑩・・・枠を設定ごと削除します。

10

3
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-4-3 キャンペーン枠作成

3-4-4 登録キャンペーン一覧

まずは新規キャンペーン枠を作成します。

新規枠の設定に関しましてはSTEP3-2【枠の作成】～STEP3-3【枠設定項目】をご参照ください。

新規キャンペーン枠の設定を保存するとキャンペーン枠一覧画面に枠が追加されます。

枠が追加されていることを確認し、追加された枠の【操作 ＞ 編集】より登録キャンペーン一覧画面に遷移します。

1

2
3 4 5 6

7

登録キャンペーンの一覧画面です。

①・・・店舗独自キャンペーンを追加します。

②・・・登録済みのキャンペーンバナー情報の

編集を行います。

③・・・掲載内容の一覧です。

④・・・設定されている掲載期間を表示します。

⑤・・・店舗独自キャンペーンを掲載する時の

並び順を表示、入力して下さい。(半角数字最大3桁)

画面下の「保存する」ボタンで優先度が保存されます。

⑥・・・登録したバナー情報を削除します。

⑦・・・取得した共通キャンペーンの表示/非表示を選択します。

店舗別キャンペーン・・・店舗が独自で設定しているキャンペーンになります。キャンペーン情報を任意で設定する必要があります。

共通キャンペーン・・・モール全店舗共通のキャンペーンになります。キャンペーン情報は自動で取得されます。

店舗別キャンペーン

のバナーは別バナー

を登録して下さい

25



ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-4-5 店舗独自キャンペーン作成

3-4-6 店舗別キャンペーン登録

新規店舗独自キャンペーン作成方法です。

【登録キャンペーン一覧画面 ＜ 独自キャンペーン追加】

より店舗別キャンペーン登録画面に遷移します。

枠が追加されていることを確認し、追加された枠の【操作 ＞ 編集】より登録キャンペーン一覧画面に遷移します。

最大入力文字数

項目名 項目説明 最大入力文字数

キャンペーン名 キャンペーン名を入力して下さい。

登録画像
キャンペーンバナー画像を選択します。
バナー画像サイズは468×60で統一して下さい。

リンクURL

リンク先となるキャンペーンページURLを入力して下さい。
※auWowma!ディスクスペースの仕様上、フルパスでリンクを挿入されますとエラーとなってしまい
ます。リンク先不要の場合は空白を、リンク先を登録したい場合は
「/user/会員番号/plus/index.html」とご設定をくださいませ。
（例：https://plus.wowma.jp/user/会員番号/plus/index.html へのリンクを設定したい場合 ）

掲載期間
掲載期間を設定します。入力フォームクリックにて
カレンダーが表示されます。
こちらで設定した期間に基づいてバナー表示がされます。

ポイント設定
ポイント倍率を入力します。ポイント倍率のないバナーの場合は
「1」を入力して下さい。
(合計ポイントが表示されるテンプレートで使用されます。)

優先度
キャンペーンの表示順位を入力して下さい。数字が低いほど
優先度は高くなります。

半角数字 3文字

備考
キャンペーンの対象や概要を入力して下さい。
テンプレートによっては、こちらの情報は使用しない場合があります。

表示設定 現在設定中のキャンペーンバナーの表示/非表示が選択可能です。

入力事項を記入後、保存ボタンで登録完了です。26



ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-5-1 商品レビュー取得機能

商品レビュー取得機能の設定手順を説明致します。

まず管理画面左メニューより

【販促ツール ＞ 商品レビュー取得】をクリックします。

商品のレビュー情報を取得し、表示します。取得されるレビュー情報は、レビュータイトル、

レビュー本文、評価、商品画像、商品名、価格、ページへのリンク、投稿日時がありますが、テンプレートに

よって表示されるものは異なります。

取得レビューの設定では表示レビュー数や評価数(★)を指定することも可能です。

評価数を指定すると指定した数～最大評価(5)までの評価レビューが表示されます。

また、レビュー表示する商品を個別選択することも可能なので、商品ページごとに、

その商品だけのレビュー表示などを設置することが出来ます。

一度設定したレビューの自動取得のタイミングは毎日１０時ごろに行われるので、基本的には、

その時間までで最も近い時間のレビューが最新のレビューとして表示されます。

高評価のレビューを表示することで、お客様に商品の魅力をより伝えられ、転換率アップに繋がります。

■商品レビュー機能について
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-5-2 商品レビュー取得枠一覧画面

商品レビュー取得枠一覧画面です。

1

4 6

3

7 8 95

①・・・店舗を選択します。すでに登録済みの枠がある場合、こちらで選択した店舗のものが表示されます。

②・・・販促ツールでは使用しません。

③・・・①で選択した店舗に商品レビュー取得の新規枠作成を行います。

④・・・作成済みの枠の編集を行います。

⑤・・・作成済みの枠と貼り付けタグの一覧です。単独でパーツを使用する場合、こちらで生成されたタグを

最終的に貼り付け、設置致します。(詳しくは「5-1  機能の設置」にて説明します。)

⑥・・・枠に設定しているレビュー取得商品の条件です。

⑦・・・枠の設定の編集を行います。

⑧・・・HTML編集を行います。（HTML上級者用サポート範囲外となります。）

⑨・・・作成した枠のプレビュー表示が可能です。Yahoo!トリプルの場合、反映に時間がかかるため

作成後しばらくは表示されません。

⑩・・・枠を設定ごと削除します。

10

2
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-5-3 商品レビュー取得枠作成

3-5-4 商品レビュー編集

新規商品レビュー取得枠の設定を保存すると商品レビュー取得枠一覧画面に枠が追加されます。

枠が追加されていることを確認し、追加された枠の【操作 ＞ 編集】より商品レビュー編集画面に遷移します。

商品レビュー編集画面

項目名 項目説明

取得レビューの評価数
設定された評価数(★数)以上のレビューを取得します。
評価数を指定すると指定した数～最大評価(5)までの評価レビューが表示されます。
5を指定すると評価5のレビューだけが表示されます。

最大商品取得数設定
取得するレビューの最大数を設定します。
制限はありませんが、多すぎると過去のレビューが多く出てくるので、ご注意下さい。

商品取得条件

商品の取得条件を設定します。

【全商品から取得】
設定した取得レビュー評価数以上の全商品のレビューを取得します。

【対象商品を設定】
レビュー取得したい商品の選択が可能です。レビュー掲載リストボタン押下で
表示されるダイアログボックスを参照に、楽天では商品管理番号、Yahooでは
商品コードを商品取得条件テキストエリアに貼り付けてください。
複数商品を設定される場合は改行で入力して下さい。

まずは新規レビュー取得枠を作成します。

新規枠の設定に関しましてはSTEP3-2【枠の作成】～STEP3-3【枠設定項目】をご参照ください。
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-6-1 店舗レビュー取得機能

店舗レビュー取得機能の設定手順を説明致します。

まず管理画面左メニューより

【販促ツール ＞ 店舗レビュー取得】をクリックします。

ショップのレビューの総合評価を取得し、表示します。テンプレートによってはレビュー総数や、

評価内訳も表示可能です。自動取得は毎日午前4時に行われるので、基本的には

その時取得されたレビュー評価が表示されます。

高評価な場合、表示することでお客様の自店舗に対する安心感や信用を得ることが出来ます。

こちら機能は枠作成、編集時にテンプレートを設定するだけでHTMLを生成し、評価を表示致します。

■店舗レビュー機能について

30



ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-6-2 店舗レビュー取得枠一覧画面

店舗レビュー取得枠一覧画面です。

1

4 5

2

6 7

①・・・店舗を選択します。すでに登録済みの枠がある場合、こちらで選択された店舗のものが表示されます。

②・・・販促ツールでは使用しません。

③・・・①で選択された店舗に店舗レビューの新規枠作成を行います。

④・・・作成済みの枠と貼り付けタグの一覧です。単独でパーツを使用する場合、こちらで生成されたタグを

最終的に貼り付け、設置致します。(詳しくは「5-1  機能の設置」にて説明します。)

⑤・・・枠の設定の編集を行います。

⑥・・・HTML編集を行います。（HTML上級者用サポート範囲外となります。）

⑦・・・作成した枠のプレビュー表示が可能です。Yahoo!トリプルの場合、反映に時間がかかるため、

作成後しばらく表示されません。

⑧・・・枠を設定ごと削除します。

3-6-3 店舗レビュー取得枠作成

新規店舗レビュー枠を作成します。

新規枠の設定に関しましてはSTEP3-2【枠の作成】～STEP3-3【枠設定項目】をご参照ください。

3

8
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-7-1 モールランキング表示機能

モールランキング表示機能の設定手順を説明致します。

まず管理画面左メニューより

【販促ツール ＞ モールランキング】をクリックします。

モール(Yahoo!や楽天)のランキングに掲載された自店舗の商品を取得し、商品名、ランキング受賞件数、

受賞カテゴリ、受賞順位、商品画像を表示します。

取得するランキング種別を設定可能です。ランキング種別は、ミックス、リアルタイム、デイリー、

週間、月間から選択出来ます。

各ランキング種別の自動取得タイミングは楽天ランキングの更新と合わせております。

また、最大取得順位も設定可能で設定された数字よりも順位の高いものを選別して取得、表示します。

ランキング掲載されているかを確認しなくても、自動で取得、更新され、特に掲載されている商品が

多い店舗の場合は、より「売れている感」を演出することが可能です。

■モールランキング機能について
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-7-2 モールランキング枠一覧画面

モールランキング枠一覧画面です。

①・・・店舗を選択します。すでに登録済みの枠がある場合はこちらで選択された店舗のものを表示します。

②・・・共通パーツ/オリジナルページ用パーツの選択ができます。

詳細はオリジナルページ説明56頁目をご参考くださいませ。

③・・・①で選択された店舗にモールランキングの新規枠作成を行います。

④・・・作成済みの枠の編集を行います。

⑤・・・作成済みの枠と貼り付けタグの一覧です。単独でパーツを使用する場合、こちらで生成されたタグを

最終的に貼り付け、設置致します。(詳しくは「5-1  機能の設置」にて説明します。)

⑥・・・枠に設定しているランキング取得商品の条件です。

⑦・・・ＨＴＭＬ編集を行います。（ＨＴＭＬ編集についてはサポート対象外となります。）

⑧・・・プレビューを表示します。（こちらで表示されるプレビューはＰＣ版です。）

⑨・・・作成枠を削除します。

①
② ③

④⑤
⑥

⑦ ⑧ ⑨

33

-ランキング取得条件-

※各モールの取得タイミングは以下となります。

楽天市場 Yahoo!
ショッピング

ポンパレモール ヤマダモール au Wowma!

リアル
タイム

毎時15分と45分 なし 毎時15分と45分 なし 毎時15分と45分

デイリー 毎日14時 毎日14時 毎日14時 毎日14時 毎日14時

ウィーク
リー

毎週水曜日14時 毎週水曜日14時 毎週月曜日14時 毎週月曜日14時 毎週火曜日14時

マンスリー 毎月1日
（※水曜日の場
合は翌週8日）

なし なし 毎月1日
（※水曜日の場合
は翌週8日

毎月1日
（※水曜日の場合は
翌週8日



ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-7-3 モールランキング枠作成

3-7-4 掲載商品確認

枠が追加されていることを確認し、追加された枠の【操作 ＞ 掲載商品確認】より掲載商品確認画面に遷移します。

モールランキングに掲載された商品をランキング種別で

確認することが可能です。ランキング種別を切り替えるには切り替えたい

ランキング種別のタブをクリックしてください。

保存ボタンでタブで選択した種別のランキングが表示される設定になります。

更新は自動で行われます。

項目名 項目説明

ランキング種別 取得するランキング種別を選択します。

最大取得順位
こちらで取得する順位の最大値を設定します。50と入力した場合、
1位～50位まででランクインした商品を取得します。100位まで入力可能です。

まずは新規モールランキング枠を作成します。

新規枠の設定に関しましてはSTEP3-2【枠の作成】～STEP3-3【枠設定項目】をご参照ください。
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-8-1 注文状況取得機能

注文状況取得設定手順は、まず管理画面左メニューより

【販促ツール ＞ 注文状況取得】をクリックします。

ショップの注文状況をリアルタイムで取得し、表示します。取得項目は受注の商品画像、商品名、価格、受注番号、

リンク、注文者の都道府県となります。表示項目はテンプレートにより異なります。

注文状況取得は15分に一度、自動で行われます。

受注件数の多い店舗は、受注状況を見せることによってより「売れている感」を演出することが出来ます。

こちら機能は基本的に枠作成、編集時にテンプレートを設定するだけでHTMLを生成し、注文表示が可能となります。

※注文状況取得機能で取得される注文状況のデータは楽々通販2にて店舗設定を完了した後のものになります。

■注文状況取得機能について
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-8-2 注文状況取得枠一覧画面

注文状況取得枠一覧画面です。

1

4
6

3

7 85

①・・・店舗を選択します。すでに登録済みの枠がある場合はこちらで選択した店舗のものを表示します。

②・・・販促ツールでは使用しません。

③・・・①で選択した店舗に注文状況取得の新規枠作成を行います。

④・・・作成済みの枠と貼り付けタグの一覧です。単独でパーツを使用する場合、こちらで生成されたタグを

最終的に貼り付け、設置致します。(詳しくは「5-1  機能の設置」にて説明します。)

⑤・・・枠の設定の編集を行います。

⑥・・・HTML編集を行います。（HTML上級者用サポート範囲外となります。）

⑦・・・作成した枠のプレビュー表示が可能です。Yahoo!トリプルの場合は反映に時間がかかるため、

作成後しばらくは表示されません。

⑧・・・枠を設定ごと削除します。

3-8-3 注文状況取得枠作成

新規注文状況取得枠を作成します。

新規枠の設定に関しましてはSTEP3-2【枠の作成】～STEP3-3【枠設定項目】をご参照ください。

2
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-9-1 おすすめ商品表示機能(Lite版以降)

おすすめ商品表示機能の設定手順を説明致します。

まず管理画面左メニューより

【パーツ管理 ＞ おすすめ商品】をクリックします。

店舗の商品から任意で選択した商品を表示する機能です。掲載したい商品を右から左へ移すだけで簡単に登録が可能です。

表示は商品名、商品画像、価格がありますが、どれが表示されるかはテンプレートによって異なります。

また、実際に登録している商品名と別の商品名で登録し表示することも可能です。SEO対策などのために商品名が

長くなりすぎている店舗様などはご活用下さい。

商品価格や商品画像などの商品情報を変更した場合は、こちらも自動で更新されます。

店舗の推し商品を明確にすることにより、お客様への接客サービス向上に繋がります。

■おすすめ商品機能について
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-9-2 おすすめ商品枠一覧画面(Lite版以降)

おすすめ商品枠一覧画面です。

1

4 6

3

7 85

①・・・店舗を選択します。すでに作成済みの枠がある場合は、こちらで選択された店舗に

登録されている枠が表示されます。

②・・・パーツ種別を選択します。

③・・・①で選択された店舗のおすすめ商品の枠作成を行います。

④・・・おすすめ商品の選択画面に移ります。

⑤・・・作成済みの枠と貼り付けタグの一覧です。単独でパーツを使用する場合、こちらで生成されたタグを

最終的に貼り付け、設置致します。(詳しくは「5-1  機能の設置」にて説明します。)

⑥・・・おすすめ商品の登録商品数を表示します。

⑦・・・枠の設定の編集を行います。

⑧・・・HTML編集を行います。（HTML上級者用サポート範囲外となります。）

⑨・・・作成した枠のプレビュー表示が可能です。Yahoo!トリプルの場合はアップロードに

時間がかかることがあります。

⑩・・・枠を設定ごと削除します。

3-9-3 おすすめ商品枠作成(Lite版移行)

おすすめ商品枠を作成します。

新規枠の設定に関しましてはSTEP3-2【枠の作成】～STEP3-3【枠設定項目】をご参照ください。

2

9 10
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-9-4 登録おすすめ商品表示一覧(Lite版以降)

新規枠の作成が完了後、おすすめ商品一覧画面の④【編集】ボタンより、登録おすすめ商品表示一覧画面に

進み、おすすめ商品を登録します。以下、おすすめ商品の選択画面です。

1

4

6

3

5

①・・・現在おすすめ商品に登録されている商品一覧です。商品名下の入力フォームより、表示時の商品名を

オリジナル商品名として変更することが可能です。こちらで登録されたオリジナル名は店舗内ランキングでも

共通で使用されます。SEO対策などで商品名が長くなりすぎている場合にご活用下さい。

②・・・商品番号、商品名、オリジナル商品名で検索(部分一致)が可能です。

③・・・商品名、商品番号、価格、登録日順に並び替えが出来ます。もう一度クリックで

【昇順(古い)→降順(新しい)】の切り替えも可能です。

④・・・ページャー機能です。ページ番号、または右矢印をクリックで⑤が指定のページになります。

⑤・・・現在販売中の商品が10商品ずつ表示されます。すでにおすすめ商品に登録中の商品は表示されません。

⑥・・・設定の保存を行います。

2

おすすめ商品設定方法

上記選択画面の⑤から①へ商品をドラッグ＆ドロップし、⑥の保存ボタンで登録完了です。

商品表示は①の上から行われます。
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-10-1 店舗内ランキング表示機能(Lite版以降)

店舗内ランキング表示機能の設定手順を説明致します。

まず管理画面左メニューより

【パーツ管理 ＞ ランキング】をクリックします。

店舗の売れ筋商品をランキングを作成、表示する機能です。

ランキング設定は自動取得と、手動での設定が出来ます。自動設定は受注API情報を元に売上金額順に取得されます。

商品カテゴリを絞り込んで表示することも可能です。ランキング取得期間を選択出来るランキング種別の

設定も可能です。

手動設定は右から左に商品を移動させるだけで設定が出来ます。上記の自動取得のデータを元に

手動で設定することも可能です。

■店舗内ランキング表示機能について
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-10-2 店舗内ランキング枠一覧画面(Lite版以降)

店舗内ランキング枠一覧画面です。

1

4 6

3

5

①・・・店舗を選択します。すでに作成済みの枠がある場合は、こちらで選択された店舗のものが表示されます。

②・・・店舗内ランキング機能では使用しません。

③・・・①で選択された店舗に店舗内ランキングの新規枠作成を行います。

④・・・店舗内ランキング商品の選択画面に移ります。

⑤・・・作成済みの枠と貼り付けタグの一覧です。単独でパーツを使用する場合、こちらで生成されたタグを

最終的に貼り付け、設置致します。(詳しくは「5-1  機能の設置」にて説明します。)

⑥・・・ランキング作成方法を表示します。

⑦・・・ランキング取得期間を表示します。

⑧・・・枠の設定の編集を行います。

⑨・・・HTML編集を行います。（HTML上級者用サポート範囲外となります。）

⑩・・・作成した枠のプレビュー表示が可能です。Yahoo!トリプルの場合、反映に時間を要するため、

作成直後は表示されません。

⑪・・・枠を設定ごと削除します。

3-10-3 店舗内ランキング枠作成(Lite版以降)

店舗内ランキング枠を作成します。

新規枠の設定に関しましてはSTEP3-2【枠の作成】～STEP3-3【枠設定項目】をご参照ください。

2

9 10 117 8
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-10-4 店舗内ランキング商品一覧(自動取得)(Lite版以降)

2 3

4

5

新規枠の作成が完了後、店舗内ランキング枠一覧画面の④【編集】ボタンより、

店舗内ランキング商品編集画面に進み、ランキング商品の設定をします。

ランキング取得方法は自動と手動がありますが、枠作成直後は自動取得となっております。

以下、自動取得時のランキング商品設定画面です。

①・・・ランキング取得の取得期間の切り替えがタブ選択により可能です。

②・・・商品カテゴリの絞込みが可能ですが、Liteでの機能では非対応となります。

③・・・ランキング取得形式を手動に切り替えます。手動取得時のランキング設定画面に進みます。

④・・・①で選択したランキング取得期間と②で選択したカテゴリで反映したランキング商品を表示します。

商品名下のフォームより表示時の商品名をオリジナル名として登録することが可能です。

こちらで登録されたオリジナル名は店舗内ランキング(手動)、おすすめ商品機能でも共通で使用されます。

商品名が長くなりすぎている場合などにご活用下さい。

⑤・・・設定の保存を行います。④に表示されている内容が保存されます。内容は自動更新されます。更新期間は

取得期間の選択によって異なります。

自動取得時ランキング設定方法

上記選択画面の①で取得期間、②でカテゴリを選択し⑤の保存ボタンで登録完了です。

1

【デイリー】

前日の午前0時～午前23時59分の注文データを毎日午前2時に集計・更新。

【週間】

月曜日0時～日曜日23時59分までの注文データを毎週月曜日の午前2時に集計・更新。

【月間】

前月の1日0時～前月末日23時59分までの注文データをの当月1日午前3時に集計・更新。

各ランキング種別の取得期間と更新日について
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-10-5 店舗内ランキング商品一覧(手動取得)(Lite版以降)

店舗内ランキング取得を手動取得に切り替えた場合の設定画面は以下です。

1

8

10

7

9

①・・・ランキング取得期間を選択します。(③のランキング取得の際に使用します。)

②・・・ランキング表示するカテゴリの絞込みが可能ですが、Lite版では非対応となります。

③・・・①の選択を反映した自動取得のランキングを⑤に表示します。実際のランキングを元に手動で

作成したい場合にご活用下さい。

④・・・自動取得に切り替えます。自動取得に切り替え後、設定し保存すると、こちらの手動取得時の設定は

削除されますのでご注意下さい。

⑤・・・店舗内ランキング商品一覧です。上から順に１位、２位、３位…と表示します。

商品名下のフォームより表示時の商品名をオリジナル商品名として登録することが可能です。

こちらで登録されたオリジナル商品名は店舗内ランキング(自動)、

おすすめ商品機能でも共通で使用されます。元の商品名が長くなりすぎている場合などにご活用下さい。

⑥・・・商品番号、商品名、オリジナル商品名で検索(部分一致)が可能です。

⑦・・・商品名、商品番号、価格、登録日順に並び替えが出来ます。もう一度クリックで

【昇順(古い)→降順(新しい)】の切り替えも可能です。

⑧・・・ページャー機能です。ページ番号、または右矢印をクリックで⑤が指定のページになります。

⑨・・・現在販売中の商品が10商品ずつ表示されます。すでにランキング商品に登録中の商品は表示されません。

⑩・・・設定の保存を行います。

6

上記選択画面の⑨から⑤へ商品をドラッグ＆ドロップし、⑩の保存ボタンで登録完了です。

手動取得時ランキング設定方法

5

2 3 4
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-11-1 店舗内バナー表示機能(Lite版以降)

店舗内バナー表示機能の設定手順を説明致します。

まず管理画面左メニューより

【パーツ管理 ＞ バナー管理】をクリックします。

任意で登録したバナーを表示します。

縦並び、スライダーやスクロールなど様々な表示方法のデザインテンプレートを用意しております。

画像サイズも任意で登録可能ですが、バナー枠に登録する各バナーのサイズは統一されるよう推奨致します。

画像、リンク、遷移方法、表示期間、コメントが設定可能です。

■店舗内バナー表示機能について
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-11-2 店舗内バナー枠一覧画面(Lite版以降)

店舗内バナー枠一覧画面です。

1

4 6

3

7 85

①・・・店舗を選択します。作成済みの枠がある場合、こちらで選択された店舗のものが表示されます。。

②・・・パーツ種別を選択します。

③・・・①で選択した店舗に店舗内バナーの新規枠作成を行います

④・・・店舗内バナーの設定画面に移ります。

⑤・・・作成済みの枠と貼り付けタグの一覧です。単独でパーツを使用する場合、こちらで生成されたタグを

最終的に貼り付け、設置致します。(詳しくは「5-1  機能の設置」にて説明します。)

⑥・・・枠に登録されているバナー数を表示します。

⑦・・・枠の設定の編集を行います。

⑧・・・HTML編集を行います。（HTML上級者用サポート範囲外となります。）

⑨・・・作成した枠のプレビュー表示が可能です。Yahoo!トリプルの場合は反映に時間がかかるため、

作成後しばらくは表示されません。

⑩・・・枠を設定ごと削除します。

3-11-3 店舗内バナー枠作成(Lite版以降)

店舗内バナー枠を作成します。

新規枠の設定に関しましてはSTEP3-2【枠の作成】～STEP3-3【枠設定項目】をご参照ください。

2

9 10
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-11-4 登録バナー一覧(Lite版以降)

①・・・画像管理に登録された画像の中から

バナー画像を選択します。

②・・・選択したい画像を画像管理に未登録の場合は、

こちらから画像のアップロードが可能です。

アップロードと同時に画像選択も行われます。

③・・・現在設定されているバナー画像をクリアします。

④・・・バナーのコメントが入力可能です。

⑤・・・バナークリック時のリンクURLを設定可能です。

⑥・・・バナー表示期間を設定可能です。

開始日時になると自動で表示され、

終了日時が過ぎると自動で非表示になります。

⑦・・・クリック時のページ遷移方法を選択可能です。

⑧・・・設定を保存します。

新規枠の作成が完了後、店舗内バナー枠一覧画面の④【編集】ボタンより、一覧画面に進み、

バナーの登録をします。以下は店舗内バナー一覧画面です。

①・・・新規バナーを追加します。

②・・・すでにバナーを登録済みの場合、こちらから編集が

可能です。

③・・・登録済みのバナーサムネイルとコメントが表示されます。

④・・・掲載期間を表示します。

⑤・・・優先度の入力が可能です。数字の低いほど優先度は

高くなります。

⑥・・・登録済みのバナーを設定ごと削除します。

上記、店舗内バナー一覧画面の①か②で、バナー作成、編集画面に進みます。

【親ページ】
親ページごとリンク先に遷移します。

【新規ウィンドウ】
新規ウィンドウを立ち上げて遷移先ページを表示します。

【フレーム内】
親ページはそのままでバナーが表示されているフレーム内のみで遷移を行います。(PCページにて単独パーツとして使用している時のみ有効)

クリック時リンク遷移方法説明

46

※auWowma!ディスクスペースの仕様上
フルパスでリンクを挿入されますとエラーとなってしまいます。

リンク先不要の場合は空白を、リンク先を登録したい場合は
「/user/会員番号/plus/index.html」とご設定をくださいませ。
（例：https://plus.wowma.jp/user/会員番号/plus/index.html への
リンクを設定したい場合）



ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-12-1 新着商品表示機能(Lite版以降)

新着商品表示機能の設定手順を説明致します。

まず管理画面左メニューより

【パーツ管理 ＞ 新着商品】をクリックします。

新規に登録された商品を取得し、表示します。取得された商品の中から表示/非表示の設定や、

表示件数の設定も可能です。

また、こちら機能は新規に登録された商品を全て表示したくない場合も予想されるため自動更新はされないように

なっております。商品登録の際は編集画面より、保存ボタンを押して更新されるようお願い致します。

※表示中の新着商品が在庫切れ、倉庫状態、サーチ非表示(隠しページ)になった場合は

自動的に表示から排除されます。ただし、自動排除は翌日行われるため、すぐに排除したい場合は

商品インポートを行って下さい。

■新着商品機能について
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-12-2 新着商品枠一覧画面(Lite版以降)

新着商品枠一覧画面です。

1

4 6

3

7 85

①・・・店舗を選択します。すでに作成済みの枠がある場合はこちらで選択された店舗のものを表示します。

②・・・新着商品機能では使用しません。

③・・・①で選択された店舗に新着商品機能の新規枠作成を行います。

④・・・新着商品の設定画面に移ります。

⑤・・・作成済みの枠と貼り付けタグの一覧です。単独でパーツを使用する場合、こちらで生成されたタグを

最終的に貼り付け、設置致します。(詳しくは「5-1  機能の設置」にて説明します。)

⑥・・・枠の設定の編集を行います。

⑦・・・HTML編集を行います。（HTML上級者用サポート範囲外となります。）

⑧・・・作成した枠のプレビュー表示が可能です。Yahoo!トリプルの場合反映に時間がかかるため、

作成後しばらく表示されません。

⑨・・・枠を設定ごと削除します。

3-12-3 新着商品枠作成(Lite版以降)

新着商品枠を作成します。

新規枠の設定に関しましてはSTEP3-2【枠の作成】～STEP3-3【枠設定項目】をご参照ください。

2

9
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-12-4 掲載新着商品一覧(Lite版以降)

1

①・・・商品表示件数の設定が可能です。

②・・・①で設定した表示件数を③に反映させます。

③・・・新着商品として掲載する商品の一覧です。登録が新しい順に上から表示されます。

④・・・新着商品として表示するか非表示しないかを設定出来ます。ON（表示）、OFF(非表示)となります。

⑤・・・④で表示されている設定を保存します。

⑤の保存ボタンで設定を保存すれば完了です。

更新のタイミングは、上記画面⑤の保存ボタンを押したとき、商品インポートを行ったとき、

毎日午前5時ごろに自動更新、の３つです。

自動更新では、新しく登録されたものも自動で追加していき、設定表示件数に収まらなかった古いものは

表示されなくなります。

また、在庫切れ、倉庫状態、サーチ非表示(隠しページ)の商品は表示しません。

※商品を登録した場合や商品情報を変更した場合、更新は翌午前５時に行われるため、

それまでは古い情報のままになります。変更や登録をすぐに反映したい場合は商品インポートを行って下さい。

新着商品の設定について

5

2

3 4

新規枠の作成が完了後、新着商品枠一覧画面の④【編集】ボタンより、一覧画面に進み、

掲載商品の設定をします。設定画面は以下です。

49



ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-13-1 更新情報表示機能(Lite版以降)

更新情報表示機能の設定手順を説明致します。

まず管理画面左メニューより

【パーツ管理 ＞ 更新情報】をクリックします。

更新情報を表示します。タイトルや本文を入力するだけの、ブログのような感覚で設定が可能です。

入力項目はタイトル、本文、画像、リンク先、掲載日時となっております。

入力頂いた掲載日時に基づいて、情報を表示します。

■更新情報表示機能について
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-13-2 更新情報枠一覧画面(Lite版以降)

更新情報枠一覧画面です。

1

4 6

3

7 85

①・・・店舗を選択します。すでに作成済みの枠がある場合はこちらで選択された店舗のものを表示します。

②・・・更新情報機能では使用しません。

③・・・①で選択された店舗に更新情報の新規枠作成を行います。

④・・・更新情報の編集画面に移ります。

⑤・・・作成済みの枠と貼り付けタグの一覧です。単独でパーツを使用する場合、こちらで生成されたタグを

最終的に貼り付け、設置致します。(詳しくは「5-1  機能の設置」にて説明します。)

⑥・・・枠の更新情報投稿件数を表示します。

⑦・・・枠の設定の編集を行います。

⑧・・・HTML編集を行います。（HTML上級者用サポート範囲外となります。）

⑨・・・作成した枠のプレビュー表示が可能です。Yahoo!トリプルの場合は、反映に時間がかかるため、

作成後しばらくは表示されません。

⑩・・・枠を設定ごと削除します。

3-13-3 更新情報枠作成(Lite版以降)

更新情報枠を作成します。

新規枠の設定に関しましてはSTEP3-2【枠の作成】～STEP3-3【枠設定項目】をご参照ください。

2

9 10
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-13-4 更新情報一覧(Lite版以降)

①・・・更新情報の新規登録を行います。

②・・・すでに登録されている更新情報の

編集を行います。

③・・・更新情報の掲載日一覧です。

④・・・更新情報の掲載日一覧です。

⑤・・・更新情報のタイトル一覧です。

⑥・・・更新情報を設定ごと削除します。

更新情報の設定は、上記更新情報一覧画面①【新規更新情報作成】、又は②【編集】より行います。

以下、更新情報設定画面です。

更新情報の設定について

新規枠の作成が完了後、更新情報枠一覧画面の④【編集】ボタンより、一覧画面に進みます。一覧画面は以下です。

1

2

3 4 5

6

7 8 9
①・・・更新情報のタイトルを入力して下さい。

②・・・更新情報の本文を入力して下さい。最大入力数は500文字とありますが、選択された

デザインテンプレートの表示形式によって入力情報が、全て反映されるかは異なるためご注意下さい

③・・・更新情報内に画像を差込みたい場合、選択して下さい。

④・・・使用したい画像のアップロードが可能です。

⑤・・・登録した画像情報をクリアします。

⑥・・・更新情報にリンク先を設定したい場合、入力して下さい。
※auWowma!ディスクスペースの仕様上、フルパスでリンクを挿入されますとエラーとなってしまいます。

リンク先不要の場合は空白を、リンク先を登録したい場合は「/user/会員番号/plus/index.html」とご設定をくださいませ。

（例：https://plus.wowma.jp/user/会員番号/plus/index.html へのリンクを設定したい場合）

⑦・・・掲載する日時を設定します。設定された掲載日時になると自動で更新情報が表示されます。

⑧・・・更新情報一覧画面に戻ります。

⑨・・・設定を保存します。
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-14-1 カレンダー表示機能(Lite版以降)

カレンダー表示機能の設定手順を説明致します。

まず管理画面左メニューより

【店舗設定 ＞ カレンダー設定】をクリックします。

【各種設定＞カレンダー設定】で設定頂いた定休日を反映したカレンダーを表示します。

こちら機能は枠設定をするだけ自動でHTMLが生成され、表示が可能となります。

毎月の表示も自動で更新されるため、更新の必要もありません。

■カレンダー表示機能について
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-14-2 カレンダー設定(Lite版以降)

カレンダー設定画面です。

1

①・・・選択で西暦を切り替え可能です。

②・・・日付をクリックすると赤く塗りつぶされ、定休日に設定されます。

定休日を解除するには再度クリックして下さい。

③・・・設定を保存します。

2

3

3-14-3 カレンダー枠一覧(Lite版以降)

定休日の設定後、管理画面左メニューより

【パーツ管理 ＞ カレンダー】をクリックし

カレンダー枠一覧画面に進みます。
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ＳＴＥＰ３：各機能の設定

3-14-3 カレンダー枠一覧(Lite版以降)

カレンダー枠一覧画面です。

1

4 6

3

75

①・・・店舗を選択します。すでに作成済みの枠がある場合はこちらで選択した店舗のものが表示されます。

②・・・カレンダー機能では使用しません。

③・・・①で選択した店舗にカレンダーの新規枠作成を行います。

④・・・作成済みの枠と貼り付けタグの一覧です。単独でパーツを使用する場合、こちらで生成されたタグを

最終的に貼り付け、設置致します。(詳しくは「5-1  機能の設置」にて説明します。)

⑤・・・枠の設定の編集を行います。

⑥・・・HTML編集を行います。（HTML上級者用サポート範囲外となります。）

⑦・・・作成した枠のプレビュー表示が可能です。Yahoo!トリプルの場合、反映に時間がかかるため、

作成後しばらくは表示されません。

⑧・・・枠を設定ごと削除します。

3-14-4 カレンダー枠作成(Lite版以降)

カレンダー枠を作成します。

新規枠の設定に関しましてはSTEP3-2【枠の作成】～STEP3-3【枠設定項目】をご参照ください。

2

8

カレンダー枠は作成した時点で、3-14-2【カレンダー設定】の定休日が

反映されておりますので個別の編集機能はございません。
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作成済みのテンプレートを使用し、

オリジナルページを作成します。

オリジナルページ作成画面は

【オリジナルページ ＞ ページ一覧】からの

項目を参照下さい。

ＳＴＥＰ４：オリジナルページ

4-1 オリジナルページについて(Lite版以降)

楽々通販2LiteではSTEP3で設定した機能などを選択により配置し、一つのページを

作成するオリジナルページ作成機能を実装しております。

実装の手順

1 2 3

まずは販促ツール、パーツ管理からいずれかの

機能が作成されている必要があります。

機能の作成方法に関しましては

各機能の項目を参照下さい。

.作成した機能のどれを表示するかを選択し、

オリジナルページのテンプレートを作成します。

作成画面に関しましては

【オリジナルページ ＞ ページテンプレート】

の項目を参照下さい。

56



ＳＴＥＰ４：オリジナルページ

4-2 パーツ種別について(Lite版以降)

パーツ管理、販促ツールの各機能には共通パーツか、オリジナルページ用パーツかの

パーツ種別が選択可能なものがあります。

パーツ種別の説明

[共通パーツ]

一つの設定を全てのパーツで共通のものに

したい場合こちらを選択します。

(貼り付けタグで単独パーツとして使用する場合は

こちらのみ使用可能となります。)

[オリジナルページ用パーツ]

作成するページごとに個別の設定をしたい場合は

こちらを選択します。こちらを選択された場合、

設定は各オリジナルページで行うため、

パーツ管理、販促ツールからの各機能枠一覧画面に

編集ボタンはございません。
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ＳＴＥＰ４：オリジナルページ

4-3 オリジナルページテンプレートページ(Lite版以降)

4-4 オリジナルテンプレート一覧(Lite版以降)

オリジナルページを使用するには

まずページテンプレートを作成する必要があります。

管理画面左メニューより

【オリジナルページ ＞ ページテンプレート】をクリックして下さい。

以下はオリジナルテンプレート一覧画面です。

1 2 3

4 5 6 7

①・・・テンプレートを作成、編集する店舗を選択します。すでに作成済みのテンプレートがある場合、

こちらで選択された店舗のものが表示されます。

②・・・テンプレートのデバイスを選択します。新規にテンプレートを作成する場合、

こちらで選択済みのデバイスのテンプレートを作成することになります。

③・・・①で選択した店舗に②で選択したデバイスのテンプレートを新規に作成します。

④・・・作成済みのテンプレートの編集をします。

⑤・・・現在表示されているテンプレートのデバイスです。

⑥・・・テンプレート名を一覧表示します。

⑦・・・テンプレートを設定ごと削除します。すでにテンプレートがページで使用されている場合、

削除は出来ないようになっております。テンプレートを削除する場合は

【オリジナルページ ＞ ページ一覧】の作成済みページ枠で削除したいテンプレートを

使用していない状態にする必要があります。

新規テンプレートを作成するには、

上記テンプレート一覧画面③【テンプレート作成】ボタンより、テンプレート編集画面に進みます。
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ＳＴＥＰ４：オリジナルページ

4-5 オリジナルページテンプレート作成(Lite版以降)

以下、PC用オリジナルテンプレート作成画面です。

1

4

3

2

6

7

8

9

ご注意

デバイス選択が「スマートフォン」の場合、③【レフトナビ】はございません。

5

①・・・テンプレートタイトルを設定します。こちらは楽々通販内での管理のためのもので実際に

ページに表示はされません。「セールページ用テンプレート」など管理しやすい名前を推奨致します。

②・・・ヘッダーHTMLを設定可能です。クリックでヘッダー・フッター・レフトナビ全て

編集が可能な画面に遷移します。

③・・・レフトナビHTMLを設定可能です。クリックでヘッダー・フッター・レフトナビ全て

編集が可能な画面に遷移します。

④・・・ページに配置するパーツ一覧です。表示は上から順に行われます。

⑤・・・共通パーツの場合こちらからでも内容の編集が可能です。

編集を行うと該当するすべてのパーツに反映されるのでご注意下さい。

⑥・・・フッターHTMLを設定可能です。クリックでヘッダー・フッター・レフトナビ全て編集が

可能な画面に遷移します。

⑦・・・パーツ種別を選択します。

⑧・・・⑥で選択したパーツ種別で使用可能なパーツが表示されます。

⑨・・・設定を保存します。
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ＳＴＥＰ４：オリジナルページ

4-5 オリジナルページテンプレート作成(Lite版以降)

ブロックの削除について

選択したパーツをテンプレートから削除したい場合は

上記画面⑤の近辺にマウスを持ってくると

「ブロック削除」という文字が出現しますのでクリックでパーツ削除となります。

個別パーツを削除致しますと、オリジナルページ編集にて

登録したそれぞれのページの該当パーツの編集情報（配置されている商品やバナーの設定）

も削除されますためご注意下さい。

右側の使用したいパーツはマウスをドラッグ＆ドロップで

ページレイアウトの中に配置することが可能です。

オリジナルページのパーツ種別について

［共通］PC用とSP用の両パーツを一括で更新されたいときはこちらをご利用ください。
編集作業はページテンプレート内または各パーツ内で可能です。
オリジナルページテンプレートにて共通して使用したいパーツの場合は、
こちらをご利用くださいませ。

［オリジナルページ用パーツ］オリジナルページ独自のパーツとして更新されたいときは
こちらをご利用ください。ページ一覧にて編集が可能です。
こちらをご選択いただくとPC・SPの一括更新は出来かねます。
ページごとの管理でバナーや商品を変更したい場合などの際に
ご利用くださいませ。
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ＳＴＥＰ４：オリジナルページ

4-6 スマホ用テンプレートのヘッダー、フッターHTMLについて(Lite版以降)

楽々通販2Liteでは、スマホ用のヘッダー、フッターのテンプレートコードを予め用意させて頂いており、

ナビゲーションを変更すれば、どの店舗様でも使用可能な状態にしております。

テンプレートデザイン

テンプレートの設定・調整

テンプレート編集の「ヘッダー※HTML入力」「フッター※HTML入力」より css ヘッダーフッターにHTMLソースを入力

します。あらかじめ用意されているソースは「サンプル」をクリックで表示されますので、そちらをコピーしてお使い

ください。
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ＳＴＥＰ４：オリジナルページ

4-6 スマホ用ヘッダー、フッターHTMLについて(Lite版以降)

ＣＳＳ・・・カラーや文字の調整

サンプル内の
/********************************

/* カラー設定
********************************/

以下でカラー・文字サイズの変更が行えます。 該当箇所はコメントにて記載しています。

ヘッダー・・・サイドメニューのリンク・ロゴマークの調整
ロゴの変更はサンプル内の「alt="ショップロゴ"」と書かれた箇所のsrcを任意の画像パスに変更してください。

推奨サイズは 400×80pxとなります。また、aタグのリンクもショップTOPなどのURLに変更して下さい。

メニューボタンを押した時に表示されるメニューはソース内の
<!--************************

/* サイドメニューここから
**************************-->

以下にある
<li><a href="#">Category Name 01</a></li>

のリンクや<a>で囲まれているメニュー名を変更して使用して下さい。

フッター・・・メニューのリンク・コピーライトの調整
フッターメニューも、ヘッダーと同じように<li>内のリンクの設定を行ってください。

コピーライトは「Copyright (c) SHOP NAME all rights reserved.」部分を変更してください。
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ＳＴＥＰ４：オリジナルページ

4-7 フリースペースについて(Lite版以降)

オリジナルページテンプレート作成ではパーツ種別選択肢内に

「販促ツール」、「管理パーツ」のどちらにも存在しない「フリースペース」というパーツがあります。

こちらは、自由に入力を行いたい時用にご用意させて頂いているパーツです。

こちらの編集方法は共通パーツの場合は共通パーツの「フリースペース」文字クリックで、

個別の場合は【オリジナルページ ＞ オリジナルページ一覧 ＞ 編集】より行います。

フリースペース編集画面は以下です。

HTML文字を直接記述出来ます。こちらの編集にはHTML編集知識が必須となります。

※HTML編集知識に関するご質問は楽々通販2サポートではお答え致しかねます。

何卒ご了承くださいませ。

ページ内のフリースペースを全て共通にした
い場合は左側の［共通］、ページ内のフリー
スペースを1つ1つ異なるタグにて設置された
い場合は右側の［オリジナルページ用パー
ツ］をご選択くださいませ。
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ＳＴＥＰ４：オリジナルページ

4-8 オリジナルページ一覧(Lite版以降)

オリジナルページテンプレートを作成完了後、

管理画面左メニューより

【オリジナルページ ＞ ページ一覧】をクリック

オリジナルページ一覧画面に進んでください。

以下はオリジナルページ一覧画面です。

1 2 3 4 5

6

①・・・店舗を選択します。すでに作成済みのページがある場合はこちらで選択された店舗のものが表示されます。

②・・・ デバイスを選択します。すでに作成済みのページがある場合はこちらで選択されたデバイスのものが表示されます。

③・・・タグの種類の選択をします。すでに作成済みのページがある場合はこちらで選択されたタグのものが表示されます。

タグについては【オリジナルページ ＞ ページ一覧 ＞ タグ作成】の項目を参照下さい。

④・・・クリックでタグ一覧に遷移します。

⑤・・・①で選択された店舗にオリジナルページを新規で作成します。

⑥・・・作成済みのページのデバイスを表示します。

⑦・・・作成したページを編集します。

⑧・・・ページの基本情報を編集します。

⑨・・・ページ名一覧です。

⑩・・・作成したページをのタグを表示します。

⑪・・・ページのプレビューを表示します。Yahoo!トリプルの場合、反映に時間がかかるため作成後しばらくは表示されません。

⑫・・・ページを設定ごと削除します。

7 8 9 10 11 12

タグについて

タグは作成したページの種類を判別するための印のような機能です。設定は任意ですが、大量のページを管理する場合に役立ちます。64



ＳＴＥＰ４：オリジナルページ

4-9 タグ作成(Lite版以降)

1

2 3 4 5

6

1

2

3 4
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ＳＴＥＰ４：オリジナルページ

4-10 オリジナルページ基本情報(Lite版以降)

1

2

3

4

5
6

7

8

9
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ＳＴＥＰ４：オリジナルページ

4-11 オリジナルページ詳細設定(Lite版以降)

作成されたファイルのURLについて

上記画面の③【保存する】で作成ファイルがサーバーにアップされます。

▽ファイルのURL

http://www.{各モールのサーバーアドレス}/{ストアアカウント}/{店舗設定にて設定したパス}/

{PCの場合：pcpage SPの場合：sppage}/{テンプレート基本情報で設定したファイル名}/

▽確認方法

【オリジナルテンプレート ＜ ページ一覧 ＜ プレビュー】で

出現するポップアップのURLがファイルのアップ先URLとなります。

※Yahoo!トリプルの場合、反映に時間がかかるため

作成後しばらくは表示されません。
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5-1 機能の設置

STEP3で設定した各機能を単体のパーツとして利用する場合には、機能を設置する必要があります。

機能の設置については以下となります。

機能の設定後に管理画面に表示される貼り付けタグ(<iframe src=～の部分)をコピーし、

機能を表示させたいショップにログイン後、任意の場所に貼り付ければ設置完了です。

（こちらはPCページのみの機能となります。）

ＳＴＥＰ５：設置・その他設定
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5-2 パスワード変更

楽々通販2へのログインパスワードの変更が可能です。

管理画面左メニューの

【各種設定 ＞ ユーザー管理】

よりユーザー一覧画面に遷移します。

パスワード変更をクリックします。

必要事項を記入後、保存ボタンでパスワード変更完了です。

ＳＴＥＰ５：設置・その他設定
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5-3 企業情報変更

楽々通販2に登録している企業情報を変更可能です。

ご登録メールアドレスを変更されたい場合も、こちらの画面よりご編集くださいませ。

管理画面左メニューの

【各種設定 ＞ 企業情報変更】

よりユーザー一覧画面に遷移します。

現在登録されている企業情報が

表示されます。

「編集」ボタンで

企業情報変更画面に遷移します。

変更希望箇所に記入後、

保存ボタンで企業情報変更完了です。

ＳＴＥＰ５：設置・その他設定

70



5-4 プラン変更

楽々通販2のプランの変更が可能です。

現在ご利用中のプランと、申請中のプランが

表示されます。

プラン申請していない場合は申請中の

プラン項目は空欄で表示されます。

「プラン申請」ボタンでプラン申請画面に

進みます。

楽々通販２へのプラン申請の際は必ずご希望の

機能【受注連動・在庫管理・Management】に

もチェックを入れてください。

プラン変更したい内容を選択のうえ、「申請」

ボタンをクリックしてください。

申請ボタン一度クリックでそのまま申請されま

すので、ご注意下さい。

※現在使用中のプランからプランダウンされる

場合は使用できない機能のデータは削除されま

す。

管理画面左メニューの

【各種設定 ＞ プラン申請】にて

プラン申請画面に遷移します。

ＳＴＥＰ５：設置・その他設定

プランの申請は料金システムなど変更されるため、

後ほど「楽々通販サポート」よりメール、またはお電話にて確認のご連絡をさせて頂きます。

何卒よろしくお願いいたします。
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5-5 HTML編集について

楽々通販2では、HTMLなどの専門的知識をお持ちの方へカスタマイズ機能をご用意しております。

各機能一覧画面→HTML編集からカスタマイズが可能です。

機能設定時に選択頂いたデザインパターンのソースが表示、編集可能ですので任意で編集下さい。

また、記述されているものを削除することにより1からの作成も可能です。以下、HTML編集画面各項目です。

HTML編集内に入られましたら、下記3タブ選択ができますので、編集したいタブを選択し作業を行ってください。

●PC用・・・各パーツをPC用で使われている際はこちらで編集してください。

●オリジナルページスマホ用・・・オリジナルページでスマホ用のパーツ編集をされる際はこちらを編集してください。

●オリジナルページPC用・・・オリジナルページでPC用のパーツ編集をされる際はこちらを編集してください。

ご注意

HTML編集に関しての記述方法等についてはサポート対象外とさせて頂いております。

店舗様オリジナルデザイン制作等ご希望でしたら、別途制作費用はかかりますがお気軽にお問合せくださいませ。

(楽々通販２の機能としてのご質問は回答可能です。ご了承下さい。)

項目名 項目説明

CSS CSS（スタイルシート）の入力欄です。

JavaScript JavaScript部分の入力欄です。

HTML HTML部分の入力欄です。

ＳＴＥＰ５：設置・その他設定

■HTML編集用変数シートはこちら→ https://v2.raku2han.jp/Manual/raku2variable_sheet.pdf
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変更履歴

ページ 更新日 更新内容

20 2019/08/06 パーツ・ツールについて追記

20 2019/10/28 対応モール・仕様事項追記

26 2019/10/28 auWowma!の仕様注意事項について追記

46 2019/10/28 auWowma!の仕様注意事項について追記

52 2019/10/28 auWowma!の仕様注意事項について追記

33 2019/10/31 モールランキングの取得タイミングについて追記
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