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ＳＴＥＰ１：はじめに

受注情報の連動を開始される前に（初期設定確認チェックシート）

メニュー名 内容

各種設定＞店舗設定 各モールにて必要な情報は全て設定できているかをご確認
ください。
※初回設定時は受注取込～注文キャンセル時在庫戻し設定
は全てOFFにしておきます。
送付元住所自動編集設定は基本的には「許可する」に設定
してご利用くださいませ。

各種設定＞カレンダー設定 休業日の設定ができているかをご確認ください。

各種設定＞マスタ管理 受注ステータス管理～項目選択肢都道府県の内容が
モール（基本的に楽天ＲＭＳ）の内容と相違がないか
ご確認ください。
楽天配送設定以下部分は利用されている設定箇所のみ
ご設定をお願いいたします。

商品管理＞商品インポート 各モールよりCSVにてインポートをし、楽々通販２に
取込いたします。初回に取り込みを行ったモール商品がマ
スター商品となります。

商品管理＞
物流会社・配送条件の設定

各商品に物流会社・配送条件を設定します。
CSVでの作業が可能です。（マスター商品・基本情報）

商品管理＞
項目選択肢の設定

項目選択肢をご利用されており、金額加算のある項目選択
肢については、加算処理が必要となります。
CSVでの作業が可能です。（マスター商品・項目選択肢）

データ管理＞
顧客ランク設定

楽々通販２を導入後、設定いただいた顧客ランク設定に
基づき、ランク付けを行います。

各種設定＞受注取込 上記の作業が終わりましたら、店舗設定にて受注取込のみ
ONにし、正常に取込ができているか内容の確認をします。

受注管理＞
受注取込分のステータス移動

取込内容が確認できましたら、受注連動前に取込していた
受注取込を全て処理済に移動させます。

受注連動を開始される前に予め受注取込テストを行い、送料や決済手数料の計算、
出荷予定日や到着日時などが正常に受注取込にて自動で入っているかを確認いたします。
こちらでは受注連動を開始するまでの初期設定チェック一覧を記載しております。
ご確認くださいませ。（ にチェックを入れてご利用ください。 ）

上記設定が確認できましたら、受注連動をONにして連動を開始させてください。
尚、初回連動時はクレジットカードの自動オーソリは【許可しない】で設定を
お願いいたします。

上記内容は楽々通販２初期設定マニュアル：https://raku2han.jp/pdf/raku2_first.pdf
楽々通販２商品管理マニュアル：https://raku2han.jp/pdf/raku2_item.pdf

を併せてご参照くださいませ。
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1-1 店舗設定の変更

初めに受注取込設定のみ「する」に変更して受注が正常に取り込まれるかのテストを行ってください。

様々な条件での受注が正常に取り込まれていることを確認できたら、店舗設定で設定した受注取込設定、受注連動設定、在庫連動設定を「する」に変更

し、楽々通販2上での受注管理を開始します。（初めは自動オーソリは許可せず手動で行ってください。）

※変更前に次頁の注意事項をご一読ください。設定後はモールの管理画面内で受注処理を行わないでください。

ＳＴＥＰ１：はじめに

初期設定、商品取込が完了したら受注取込を開始します。各種設定＞店舗設定より行います。

1-2 注意事項

楽々通販2で受注管理を開始すると、モールの管理画面内では受注処理を行うことが出来ません。

それぞれの機能の動作・設定をしっかり確認した上で以下の注意事項をよく読んでから、1-1の設定を変更してください。

楽天市場の決済API

楽天市場の決済APIサービスの利用を開始すると、自動オーソリ機能・カード情報変更依頼メールの送信・売上請求・オーソリ処理などの決済処理の

機能がRMS上で使用出来なくなります。RMSでオーソリ処理を行った注文はRMSからしか以降のオーソリ処理ができませんのでご注意ください。

予約商品の購入注文が残っているなど、オーソリ済の受注ステータスを残したまま楽々通販2を導入した場合には、決済APIを一度利用解約し、その

間に該当の受注の処理を行ってください。なお、決済API解約中に新規注文が入った場合は、その受注処理はRMSで行わず、決済API利用開始後に

楽々通販2内で行うようにしてください。

また、楽々通販2内でオーソリ処理が完了しても楽天市場RMS内では「未オーソリ」状態で表示されますが、楽天市場ではRMSとAPIキーを別管理して

いることが理由ですので、処理は正常に完了しておりますのでご安心ください。

パスワードの有効期限

モールによってはそれぞれのFTPサーバー情報等でパスワードに有効期限が設けられています。アカウントやパスワードが有効か確認してください。

また、楽々通販2導入後もアカウントやパスワード変更の度に店舗設定の更新をお願いします。

受注情報の取込

楽々通販2では各モールより新規受付受注情報を下記の通り取り込みます。

取込方法 対象モール

API取込
（API連動）

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

CSV取込
（テキストファイル形式）

FutureShop2

受注連動をするにすると連動開始日時が
表示されるので、連動を開始する日時を
設定ください。
（過去の日付は入れないでください。）
連動開始の際は、モール内でオーソリ処
理が済んでいない受注もあるため、
自動オーソリはなさらないでください！
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「受注連動をする」前の5分間はRMSで受注処理を行わないでください。
（例）12:00に受注取込を開始したい場合→11:55からモール管理画面にて受注処理は行わない。

楽々通販2では取込失敗を防止するために3分に1度、5分間の受注を取り込みに行きます。
12：00に受注取込を開始した場合は11:55～12:00、その次の取込時点12:03には11:58～12：03の5分間の受注を取り込みます。

ＳＴＥＰ１：はじめに

1-3 受注管理機能導入の流れ

受注取込テストを行っていたご注文情報を連動前に全て処理済などのわかりやすいステータスに移動させてください。

受注取込の開始

【各種設定＞店舗設定】にて受注取込のみ【取込する】に設定を変更してください。

こちらは受注を取り込むだけで、モールとの受注連動はされませんので、ご安心ください。

取込の内容が初期設定に沿って合っているかなどの確認を行い、テスト注文等をしていただきます。

（受注一覧画面にて順次取込されてまいります。そちらより詳細をご確認くださいませ。）

連動開始前最終確認

受注取込開始後に取り込まれた受注が正常に取り込まれているか、各料金などが正常に計算されているかなどの最終確認を行ってください。

正常に受注が取り込まれていることを確認したら、【各種設定＞店舗設定】で「受注連動する」に設定後、

連動開始日時を入力ください。これより楽々通販2の受注処理情報が各モールに自動で反映されるようになります。

連動開始以降は、各モールで受注処理をされましても楽々通販２のデータが上書きされます。

楽々通販２にて作業を行ってください。

受注連動の開始・導入

決済API利用開始（楽天市場）

楽天市場で受注管理機能をご利用の場合は決済APIの利用申請を行ってください。

このAPIに関する注意事項は前頁に記載しています。

取込開始前の受注処理（楽天市場）

楽天市場店のクレジットカード決済処理進行中の注文に関してはRMSにて処理を行う必要があります。

クレジットカード決済の注文に関する注意事項は前頁に記載しています。
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ＳＴＥＰ１：はじめに

1-4 処理の流れ

マスタ管理で設定した受注ステータスが楽々通販2の受注一覧画面に全店舗一括で表示され一元管理できるようになります。

楽々通販2で行う受注処理の流れは以下の通りです。本マニュアルをご参照の上、処理を進めてください。

注文取込

API受注取込に対応しているモール・カートから受け付けた注文は3分毎に自動で取り込みます。

（※FutureShop2はAPIに対応しておりませんので、管理画面より随時受注データCSVをダウンロードし楽々通販2内に取り込む必要が

あります。）

決済方法確認

出荷データエクスポート・インポート

注文内容編集

オプション料金や配送料金など、価格の変更がある場合は商品設定を基に、お届け日時指定がある場合、

マスタ設定をもとに伝票を自動で編集します。

備考欄の記入など、マスタ設定していない内容でお客様が注文情報の編集を行った場合には目視で確認してください。

マスタ設定、各商品の設定で金額の変更があった場合には、請求金額を自動計算し、

クレジットカード、後払い決済の場合には自動オーソリ設定をすることも可能です。

各種帳票発行

注文明細書や見積書・請求書・納品書・領収書の各種帳票をWEB発行することができます。

帳票に使われる店舗ロゴなどのご登録はマスタ設定にて行ってください。

注文内容が確定したら発送前に送り状ソフトに出力するデータを出力することができます。

また、発送後には送り状ソフトから出力したデータを楽々通販2に取り込むことができるため注文と伝票番号を紐づけられます。

（e飛伝・B2・ゆうプリＲ・カンガルーマジックⅡ対応）

売上請求

処理済み

ご確認!!

Yahoo!ショピング店につきまして2018年よりお客様側にてご注文から10分以内であれば
キャンセルが可能となりました。（一部対象外あり）
楽々通販２では注文と同時に新規受付ステータスに入り、10分が経過したら【注文受付】、キャンセルの場合は
【キャンセル】ステータスに自動遷移いたします。

詳細は下記も併せてご確認くださいませ。
Yahoo!ストアクリエーターProマニュアル：
https://store-info.yahoo.co.jp/s/shopping/topics/tool2017/01/170905-3.html
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ＳＴＥＰ１：はじめに

1-5 各モール受注取り込みタイミング

楽々通販2で各モール・カートより受注取込を行うタイミングをまとめております。

ご確認よろしくお願いいたします。

ご確認!!
2019年11/19 au Wowma!で新規機能がリリースされます。
そちらに伴い、楽々通販2でも仕様が変更となります。ご確認・ご対応お願いいたします。

・ユーザーキャンセル機能
注文が入ってから15分以内ですと、ユーザー側にてキャンセルが可能となります。
取込みのタイミングについては上表をご参考くださいませ。

・審査NG自動キャンセル機能
クレジットカードの審査がNGとなった場合、Wow!manager側にて自動キャンセル処理がされます。
その際、店舗様にWow!managerより「[Wowa!]受注審査NGに伴う注文キャンセルのお知らせ」という
タイトルのメールが届きますので、そちらをご確認後、楽通2内にてキャンセルステータスへの移動を
お願いいたします。

7

各モール・カート 受注ステータス

楽天市場 新規受付（30分後に注文確定に自動移行）

Yahoo!ショッピング 新規受付（10分後に注文確定に自動移行）

ポンパレモール 注文確定（注文が確定してから取込み）

futureshop CSV対応

Amazon 新規受付（FBA出荷：FBA出荷済に自動移行、
FBA以外：新規受付後、注文確定に自動移行）

ヤマダモール 注文確定（注文が確定してから取込み）

MakeShop 新規受付（MakeShop側で決済確定後、注文確定に自動移
行）

au Wowma! 注文確定（注文が確定してから取込み）

Shopify 注文確定

EC-CUBE 近日リリース予定



2-1-1 受注管理画面

【 受注管理＞受注一覧 】より

受注一覧画面に遷移します。

受注一覧画面です。条件を指定して注文を検索したり、注文の確認や編集を行います。

①・・・注文検索パネルです。全件検索または通常検索（指定されたステータス内）注文内容の条件で検索します。（2-2 10頁）

②・・・処理パネルです。③の受注一覧でチェックを入れた受注をワンクリックで一括処理することができます。（2-2 10頁）

③・・・受注一覧を表示します。一覧に表示する項目は【マスタ管理＞受注ステータス】で自由に設定可能です。（初期設定マニュ

アル4-2-1、4-2-2 39、40頁）

ＳＴＥＰ２：受注管理

1

2

3
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注文検索パネルについて説明します。様々な条件で、全ての受注から注文内容の条件で検索が可能です。

2-1-2 注文検索

指定できる条件は次の通りです。

①・・・注文ステータスを選択します。【マスタ管理＞受注ステータス管理】で設定したステータス

を一覧表示します。

②・・・購入元店舗を選択します。登録された店舗を一覧表示します。

③・・・注文日時、発送日、出荷予定日、お届け希望日、出荷日から日付指定検索したい条件を

設定します。

④・・・決済方法を選択します。【マスタ管理＞決済方法管理】で設定した決済方法を一覧表示し

ます。

⑤・・・送料から検索したい条件を選択します。

⑥・・・受注番号、荷物問合せ番号、電話番号から検索したい条件を選択します。

⑦・・・注文者・送付先の氏名から検索した条件を選択します。

⑧・・・商品管理番号、商品名、荷物問合せ番号、個数から検索したい条件を選択します。

⑨・・・受注メモ、お客様へのメッセージ配送メモから検索したい条件を選択します。

⑩・・・合計金額、請求金額から検索条件を選択します。

⑪・・・メールアドレスを入力します。

⑫・・・メール送信状態から検索条件を選択します。

⑬ ・・・物流会社から検索条件を選択します。

⑭・・・配送会社から検索条件を選択します。

⑮・・・各条件で絞り込みます。

⑯・・・注文ステータスをわたる全件検索をします。

2-1-3 処理パネル

受注ステータスを更新する処理パネルです。受注に関する処理の全てをこちらで管理することができます。

①・・・変更先の受注ステータスを選択します。

②・・・クリックして受注一覧でチェックをつけた受注情報の受注ステータスを

②の値に変更します。

③・・・変更する受注メモ種別を選択します。④及び⑤で使用します。

④・・・変更する受注メモの内容を入力します。④及び⑤で使用します。

⑤・・・このボタンをクリックすると、③及び④の条件で、受注メモを更新します。

⑥・・・⑦及び⑧で使用する日付の種別を以下の値から選択します。

⑦・・・⑥及び⑧で使用する日付を入力します。

⑧・・・このボタンをクリックすると、⑥及び⑦の条件で受注情報を更新します。

⑨・・・⑩で使用する物流会社を選択します。

⑩・・・このボタンをクリックすると、⑨の条件で受注情報を更新します。

⑪・・・⑫で使用する配送会社を選択します。

⑫・・・このボタンをクリックすると、⑪の条件で受注情報を更新します。

⑬・・・⑭で使用するメールテンプレートを選択します。

⑭・・・このボタンをクリックすると、⑬のメールテンプレートを使用し、メールを送信し

ます。

⑮・・・⑯で使用する帳票を・受注明細書・ピッキングリストのいずれかを選択します。

⑯・・・このボタンをクリックすると、⑮で選択されている帳票を発行します。

⑰・・・CSV種別を選択します。

⑱このボタンをクリックすると、⑰で選択されているCSV種別を発行します。

⑲・・・このボタンをクリックすると、オーソリ処理リクエストを送信します。

⑳・・・このボタンをクリックすると、オーソリ取消リクエストを送信します。

㉑・・・このボタンをクリックすると、売上請求処理リクエストを送信します。

受注一覧にて、処理パネルで処理を

行いたい受注にチェックを入れてください。

複数選択すると一括で処理できます。

ＳＴＥＰ２：受注管理

① ② ③ ⑤

⑥ ⑦ ⑨

⑩ ⑪
⑮

④
⑧

⑫ ⑬ ⑭

⑯
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受注の一覧を表示します。こちらから受注新規作成・編集など各受注の設定を行います。

2-1-4 受注一覧

①・・・受注一覧のページャーです。1ページあたりの

表示件数は②の値に従います。

②・・・このボタンをクリックすると、商品一覧の表示

件数を変更します。デフォルトは30件です。

③・・・このボタンをクリックすると、受注情報新規作

成・編集ページに遷移します。

④・・・受注一覧表示項目です。選択している受注ス

テータスごとに表示を変更します。

こちらの表示項目は【マスタ管理＞受注ステータス】

より設定可能です。

⑤1レコード（受注情報）ごとにチェックボックスを設置

します。ここでチェックを入れた受注は処理パネルで

の一括処理の際利用します。

ＳＴＥＰ２：受注管理

表示件数は【30件、50件、100件、500件】の4パターンで切替が可能です。

受注一覧画面の表示マークについて

送り先注意・・・注文情報と送り先が違う場合に表示されます。

備考欄注意・・・備考欄に何か記載がある場合に表示されます。

自動注文編集・・・オプション加算があった場合など自動で計算する際に表示されます。
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受注一覧にて受注番号をクリックして注文詳細情報画面に遷移します。

注文の詳細な内容の確認・更新はこちらのページで行います。

2-2 注文詳細情報

3 4

5

6

7

9

11 12
13

14

ＳＴＥＰ２：受注管理

10

①・・・メニューバー
「分割・決済ステータス取得」対応
楽天市場クレカ・楽天バンク決済・
ポンパレモールのクレカのみです。

②・・・受注番号
「楽天市場・Yahoo!ショッピング対応」

③・・・受注ステータス

④・・・同梱ボタン

⑤・・・注文者・送付元情報

⑥・・・各種料金計算ブロック

⑦・・・各種日時ブロック

⑧・・・各種帳票発行・メール送信

⑨・・・受注メモ

⑩・・・受注管理詳細
※備考欄、受注処理履歴、オプション、通年履歴

⑪・・・送り先情報

⑫・・・出荷情報

⑬・・・商品情報

⑭・・・更新ボタン

2

1

8

⑩受注管理詳細
●備考欄・・・お客様が注文時に備考欄に入力された内容や配送日時指定等が表示されます。
●受注処理履歴・・・いつどの担当者がどのような処理をしたか履歴が表示されます。
●オプション・・・納品書・請求書・領収書・ギフト・フォローメール送信設定の有無が設定できます。
●通年履歴・・・受注に詳細なメモを残すことができます。
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2-3 受注詳細情報 各ブロック機能説明

ＳＴＥＰ２：受注管理

①・・・メニューバー

機能名 概要

注文一覧に戻る 受注詳細画面の内容を保存せずに受注一覧画面に戻ります。

注文情報を保存 受注詳細画面の各ブロックで編集した内容を保存します。

メール送信履歴 送信したメールの履歴を確認します。

注文キャンセル 開いている受注のキャンセル処理を行います。

分割 伝票を分割します。⑬商品情報ブロックで分割したい商品にチェックを入れてからこのボタンをクリックしてください、

分割回数・決済ステータス取得 各モールより最新の決済ステータスを取得します。オーソリ処理中のまま決済ステータスが更新されない場合など
にご利用ください。

②・・・受注番号

受注番号を表示します。クリックして各モールの受注管理画面に遷移します。（※ポンパレモールを除く）

③・・・受注ステータス

現在の受注ステータスを表示します。クリックして受注ステータスを選択可能です。

④・・・同梱ボタン

同梱したい受注番号を入力し、「同梱する」をクリックすると同梱処理が行われます。注文一覧画面の同梱候補一覧にて選定される受注一覧は、
【マスタ管理＞同梱設定】にて選定いただいている条件の注文が出てきます。

⑤・・・注文者・送付元情報

項目名 概要

注文日時 注文を受けた日時を表示します。

取込日時 楽々通販2に注文を取り込んだ日時を表示します。

注文者情報 顧客ランクを設定している場合、該当するランク名を表示します。注文者情報の編集は不可となっております。

送付元情報 「送付元を編集」をクリックして送付元情報を編集します。メールアドレスの変更は不可となっております。
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ＳＴＥＰ２：受注管理

⑥・・・各種料金計算ブロック

項目名 概要

商品合計 商品の合計金額を表示します。変更は不可です。

オプション（税別） オプションで加算された金額を表示します。（項目選択肢の加算分など）

消費税 消費税を表示します。変更は不可です。

送料合計 送料の合計を表示します。変更する場合は⑫出荷情報で編集を行ってください。

決済料 決済手数料を表示します。

合計金額 商品合計～決済料の合計金額を表示します。

割引き 割引き金額を表示します。

ポイント利用 ポイント利用の注文の場合こちらにポイントが表示されます。変更は不可です。

クーポン利用 クーポン利用の注文の場合こちらにクーポン利用金額が表示されます。変更は不可です。

請求金額 合計金額からポイントやクーポンなど値引き分を差し引いて算出した請求金額を表示します。

決済ステータス 決済方法によって、請求金額の下部に表示される決済ステータスの内容は異なります。
（例）・クレジットカード：オーソリ、売上請求 ・銀行振込・代金引換：入金確認

⑦・・・各種日時ブロック

⑫出荷情報のデータが入ります。変更をしたい場合は⑫で編集を行ってください。

⑧・・・各種帳票発行・メール送信

項目名 概要

注文明細書 「発行」をクリックすると注文明細書のプレビューが開きます。

見積書・請求書・納品書・領収書 「プレビュー」をクリックすると各種帳票のプレビューが開きます。

「発行」をクリックすると【マスタ管理＞メール管理】で設定したメール種別：帳票メールのメールテンプレートが送信さ
れます。受注ステータスが該当しない場合にはエラーが発生します。

ステップメール送信 メールテンプレートを選択し、「送信」をクリックするとメールが送信されます。受注ステータスが該当しない場合には
エラーが発生します。
「プレビュー」をクリックすると送信するメールのプレビューが開きます。プレビュー画面からのメール送信も可能です。

⑨・・・受注メモ

機能名 概要

受注メモ（一言メモ） 注文にメモを残すことが可能です。「テンプレ」をクリックすると、【マスタ管理＞受注メモ】で設定した受注メモのテン
プレートがポップアップ画面で表示されます。「設定」をクリックするとメモ欄に内容が挿入されます。

お客様へのメッセージ 個別にお客様へのメッセージをメール本文に挿入して送信することができます。
【マスタ管理＞メール管理】でお客様へのメッセージタグを挿入したメールテンプレートの対象箇所にここで入力した
メッセージが挿入されます。
お客様へのメッセージが挿入されたメールを送信する際は、ここでメッセージを入力後に⑧でテンプレートを選択して
「メール送信」をクリックしてください。

配送メモ 注文に配送に関するメモを残すことが可能です。「テンプレ」をクリックすると、【マスタ管理＞受注メモ】で設定した配
送メモのテンプレートがポップアップ画面で表示されます。「設定」をクリックするとメモ欄に内容が挿入されます。

※受注取込後に金額変更される場合
料金の加算⇒オプション（税別）、減算⇒割引き（税込み）にてご対応ください。
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ＳＴＥＰ２：受注管理
⑩・・・受注管理詳細

項目名 概要

備考欄 買い物かごの備考欄の内容を表示します。

受注処理履歴 日時、操作者と処理履歴を表示します。自動処理を行った処理は操作者が「システム」と表示されます。
処理が完了しモールと連動した場合は青字、処理をしたもののモールとは連動しないものは黒字、処理が失敗の場
合は赤字で表示されます。

オプション 各種帳票やギフトの有無を選択し受注内容の確認を容易にしています。「無し」を選択しても発行する各種帳票には
出力されます。領収書の「宛名」「但書」を編集する場合には、ここで領収書「有り」を選択して設定することが可能で
す。設定しない場合には宛名は注文者名、但書は空欄にて出力されます。

通年履歴 受注に顧客情報に紐づくメモを残すことが可能です。後で受注情報を見直す際に便利です。

⑪・・・送り先情報

⑬・・・商品情報

項目名 概要

商品番号・商品名 マスタ商品番号とマスタ商品名を表示します。

項目選択肢 選択された項目選択肢を表示します。

単価 商品単価を表示します。

税 消費税が込か別か表示します。

個数 注文個数を表示します。

送料 商品毎の送料が込か別か表示します。

小計 単価～送料を加算して小計を算出します。

項目名 概要

送付先情報 送り状に出力する送付先情報を表示します。郵便番号と住所が一致しない場合、赤字で表示されます。

お荷物伝票番号 各送り状発行ソフトから取り込んだCSVの送り状番号が挿入されます。

配送状況確認 クリックして配送状況を確認することが可能です。

⑫・・・出荷情報

項目名 概要

物流会社 商品に該当する物流会社を表示します。

配送会社 商品に該当する配送会社を表示します。

送料 送料を入力します。物流会社と配送会社の設定が完了していると自動計算されます。

物流番号 物流番号を表示します。楽々通販2が自動で挿入します。

出荷予定日 出荷予定日を表示します。店舗設定または商品設定にて出荷間隔日数を設定している場合には自動計算されます。

お届け予定日 お届け予定日を表示します。物流会社と配送会社の設定が完了していると自動計算されます。

お届け時間 お届け時間を表示します。お客様がお届け時間を指定された場合のみ、自動で入ります。

⑭・・・商品情報

「注文情報を保存」をクリックして①～⑬で編集した内容に更新します。
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注文を手動起票することが可能です。まず、手動起票の際に必要な店舗詳細情報を登録してください。

登録が完了後に起票が可能となります。（電話注文時などで手動で起票が必要な店舗様は店舗設定をお願いいたします。）

2-4-1 受注情報新規作成 【店舗設定】

ＳＴＥＰ２：受注管理

【各種設定＞店舗設定】の新規店舗登録画面に遷移します。

「手動起票用」を選択して店舗追加をしてください。

受注一覧画面のステータス名の下部に「受注情報新規作成」ボタンがあります。

ここをクリックして手動で新規受付の伝票を作成します。

デフォルトの
ままで構いませ
ん。

保存で完了
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新規の注文を追加します。注文者情報・送付先・注文商品を登録します。また顧客検索から注文者情報を呼び出すことも可能です。

2-4-2 受注情報新規作成

①・・・注文者情報を入力します。入力した情報は送付先

にコピーすることができます。全ての項目は入力必須です。

②・・・送付先を入力します。「送付先を追加」で複数送付

先を指定することができます。

③・・・「顧客管理」に登録されている顧客から、条件を指

定して検索することができます。

一覧は新着順に顧客情報を表示します。「コピー」をクリッ

クして顧客情報を注文者情報にコピーします。

④・・・注文者情報・送付先の入力が完了したら「次へ進

む」で注文商品情報を入力します。

1

2

3

4

購入商品入力画面に遷移します。

①・・・前画面で入力した注文者情報を表示します。

②・・・前画面で入力した送付先を表示します。

③・・・出荷に必要な情報を入力・選択します。

④・・・「商品選択」を押して対象モールに出品中の商品一覧画面を表示します。購入商品を選択してください。

⑤・・・選択した商品に項目選択肢オプションが設定されている場合、「項目選択肢選択」をクリックして選択肢

から設定したい内容を選択します。

⑥・・・「新規注文を保存する」と、設定した内容の受注が「新規受付」ステータスに追加されます。

ＳＴＥＰ２：受注管理
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指定した条件で自動で名寄せし、同梱処理を行うことができます。

同梱すると、親注文に選定した注文の決済方法や配送方法などの情報を引き継ぎます。

名寄せ条件は【各種設定＞マスタ管理】で設定します。こちらは初期設定マニュアルをご参照ください。

2-5-1 同梱処理

ＳＴＥＰ２：受注管理

2-5-2 同梱処理 【注文詳細画面】

注文詳細画面にて同梱処理を行う場合には、同梱したい注文の受注番号を入力して「同梱する」をクリックして完了です。

同梱が完了すると子注文は受注一覧に表示されなくなります。

同梱された受注につきましては、受注詳細画面では受注番号の横に

（同梱 親注文）と表示されます。

オーソリ済の注文は、そのまま同梱処理を行うことはできません。

オーソリ済の注文を同梱したい場合には、まずオーソリ取消を行ってから同梱処理を行い、

同梱処理後に再オーソリしてください。

カード決済注文の同梱処理について

Yahoo!ショッピングの場合は、注文情報を編集すると自動でオーソリ処理を行うため

上記の作業は必要ありません。
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「同梱候補一覧」をクリックすると下記の画面に遷移します。

【マスタ管理＞同梱設定】で設定した名寄せ条件に従って、同梱候補となる受注を一覧表示します。

同梱したい注文情報にチェックを入れ【 同梱する 】をクリックすると同梱完了です。

同梱を解除する場合は「親」注文にチェックを入れ【 同梱解除する 】をクリックすると同梱が解除されます。

2-5-3 同梱処理 【同梱候補一覧】

①・・・③でチェックを入れた受注を同梱処理します。

②・・・③で節句を入れた同梱済みの受注の同梱を解除しま

す。

③・・・各受注に表示されるチェックボックスです。

④・・・同梱済かそうでないかを表示します。

⑤・・・注文日時を表示します。

⑥・・・購入者が翌日到着を希望している場合にはアイコンを

表示します。

⑦・・・購入元の店舗ロゴと受注番号を表示します。

⑧・・・注文者氏名を表示します。

⑨・・・送付先氏名を表示します。

⑩・・・受注ステータスを表示します。

⑪・・・決済方法を表示します。

⑫・・・配送種別を表示します。

⑬・・・物流会社を表示します。

⑭・・・配送会社を表示します。

⑮・・・出荷予定日を表示します。

⑯・・・お届け希望日を表示します。

⑰・・・受注メモを表示します。

⑱・・・同梱候補一覧画面を閉じます。

⑲～㉑・・・複数の受注を同梱するので、見分けやすいように

グループごとに色分け表示します。

ＳＴＥＰ２：受注管理

注文検索パネル内の「同梱候補一覧」について説明します。
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処理パネルでは「注文明細書」を一括発行することが可能です。

2-6-1 各種帳票発行

ＳＴＥＰ２：受注管理

各種帳票の発行は処理パネルにて一括または受注詳細画面にて個別で行うことができます。

受注詳細画面で個別に各種帳票を発行する

場合は、ここで「発行」ボタンをクリックします。

2-6-2 注文明細書の発行

注文内容の明細を出力します。

受注一覧画面で複数選択した場合は、

最新の注文が最終ページとなります。

領収書の宛名や但し書き変更はオプションにて
ご変更できます。（マニュアル●頁）
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2-6-3 見積書・請求書・納品書・領収書の発行

ＳＴＥＰ２：受注管理

各種帳票をお客様に対してWEB発行する場合は、まず【マスタ管理】にて帳票の設定と、「帳票メール」テンプレートを作成
する必要があります。（※マスタ管理に関しては初期設定マニュアルをご覧ください。）

左図のタグを挿入してメールテンプレートを作成してください。

受注詳細画面の「見積書・請求書・納品

書・領収書」の「プレビュー」をクリックして、

実際にお客様に送信する帳票のプレビュー

を確認することができます。

「発行」をクリックすると、【メール管理】

で作成した「帳票発行用テンプレート」の

メールがお客様に送信されます。

領収書の宛名、但書は編集可能です。

受注詳細画面で、「オプション」を選択して領収書：有 を選択して

任意の宛名と但書を入力してください。

ここで「無」を選択された場合や、「有」を選択しているにも関わらず領収書を発行した

場合は、「宛名」は注文者氏名、但書は空欄で出力されます。
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2-6-4 受注の流れ 【MakeShop店】

ＳＴＥＰ２：受注管理
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楽々通販2 MakeShop

受注取込

サンクスメール送信

売上請求

配送会社CSV
エクスポート・
インポート

配送完了メール送信

受注ステータス処理済に移動
配送完了

受注取込

受注情報を3分に1回取り込みます。
受注ステータス「新規受付」に取り込みされ、決済情報が
MakeShopで確定次第、自動で「注文確定」へ移動します。
※MakeShop側で決済の確認処理ができる場合のみ「新規受付」
に入ります。

サンクスメール送信

1.出荷日が自動入力されていること
2.備考欄が変更されていないこと
以上の条件を満たしている場合に、自動送信がされます。

売上請求

決済方法により処理の方法は異なります。MakeShop注文管理画
面より処理を行ってください。
詳しくはMakeShopオンラインマニュアルをご確認ください。
https://ms-manual.makeshop.jp/ordercheck/

配送会社CSVエクスポート・インポート

配送会社の出荷CSVデータをエクスポート・インポートします。
詳しい操作方法は本マニュアルの24・25Pをご確認ください。

配送完了メール送付

楽々通販2の【 各種設定 ＞ マスタ管理 ＞ メール管理 】より
作成した配送完了メールを送信出来ます。
※自動送信はされません。ご注意ください。

フォローメール
送信

処理済に移動

受注ステータス「処理済」に注文情報を移動することでMakeShop
では「配送完了」のボタンをクリックした状態となります。MakeShop
からお客様に配送完了メールが送信されます。

フォローメール送信

受注ステータス「処理済」に注文情報を移動させたのち、【 各種設
定 ＞ マスタ管理 ＞ メール管理 】のメール種別：フォローメー
ルより「処理済み時の設定」から日数を設定し、自動送信が可能で
す。

売上請求

※コンビニ前払いや銀行振込など
前払い決済の場合

※代金引換やクレジットカードなど
後払い決済の場合

https://ms-manual.makeshop.jp/ordercheck/


2-6-5 受注の設定 【MakeShop店】

ＳＴＥＰ２：受注管理

MakeShop管理画面より【 ショップ作成 ＞

決済・注文関連の設定 ＞ 商品返品関連条件の

設定 】より、注文キャンセル設定を「注文完了後、

注文履歴からの注文キャンセルを不可能にする」

を選択し、保存をクリックしてください。

楽々通販2でMakeShopの受注管理をご利用される前に、以下の箇所をMakeShop管理画面より設定してください。

注文取消設定

22

MakeShop管理画面より【 ショップ作成 ＞ 配送

関連の設定 ＞ 配送タイプの設定 】より、複数

配送設定を「利用しない」にチェックを入れ、保存を

クリックしてください。

複数配送設定

上記2か所の設定が異なる場合、

楽々通販2に受注情報が取り込まれな

い可能性もございます。予め必ず設定を

お願いいたします。

ご注意下さい!!



2-6-6 受注処理 【MakeShop店】

ＳＴＥＰ２：受注管理
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項目名 項目説明

金額変更

金額に関する変更は連動されません。
金額を変更する場合は、MakeShopより金額変更をお願いします。※決済方法により処理
が異なります。詳しくはMakeShopオンラインマニュアルをご確認ください。
https://ms-
manual.makeshop.jp/?s=%E9%87%91%E9%A1%8D%E5%A4%89%E6%9B%B4

同梱・分割 同梱・分割処理について楽々通販2からは変更が出来ません。

配送メモなどの情報連
動

受注詳細画面「受注メモ」「お客様へのメッセージ」「配送メモ」などは連動されません。

送付先情報の連動 受注詳細画面「送付先氏名」「住所」「電話番号」などは連動されません。

配送会社・送料などの
配送詳細情報の連動

受注詳細画面「物流会社」「配送会社」「送料」などは連動されません。

出荷日などの各種日
付

受注詳細画面「出荷予定日」「お届け予定日」「お届け時間」などは連動されません。

以下の項目はMakeShopの受注管理の際にご利用が出来ません。
決済について詳細はMakeShop管理画面より操作を行ってください。

ご注意下さい!!

2-6-7 受注の注意事項 【MakeShop店】

項目名 項目説明

受注取込
受注情報を3分に1回取り込めます。受注ステータス「新規受付」に取り込みされ、決済情報が
MakeShopで確定次第、自動で「注文確定」へ移動します。

メール送信
サンクスメール・帳票メール・その他メール・フォローメールを送信可能です。
サンクスメール・フォローメールは自動送信も可能です。

配送会社CSV
インポート・エクスポート

配送会社への出荷CSVをエクスポート・インポートが可能です。

「配送完了」連動
楽々通販2の受注ステータス「処理済」に移動することで、MakeShopでは「配送完了」の配送ス
テータスに連動が可能です。

https://ms-manual.makeshop.jp/?s=%E9%87%91%E9%A1%8D%E5%A4%89%E6%9B%B4


2-6-8 受注処理 【Shopify】

ＳＴＥＰ２：受注管理
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項目名 項目説明

受注取込 受注情報を3分に1回取り込めます。受注ステータス「注文確定」に自動で取込まれます。

メール送信
サンクスメール・帳票メール・その他メール・フォローメールを送信可能です。
サンクスメール・フォローメールは自動送信も可能です。

出荷CSV
インポート・エクスポート

出荷CSVをエクスポート・インポートが可能です。
CSV取込時にお荷物伝票番号を入力し、「注文情報」を保存した時に連動します。

「処理済」連動
楽々通販2の受注ステータス「処理済」に移動することで、Shopifyの「アーカイブ済」の配送ステータスに
連動が可能です。

キャンセル連動 注文に対して「キャンセル」処理を行う事で連動します。

売上請求
Shopify管理画面から決済自動処理に設定していた場合は注文が確定した段階で売上請求がされます。
手動の場合、売上請求はShopify上から操作を行ってください。

項目名 項目説明

金額変更
金額に関する変更は連動されません。
変更する場合は、注文をキャンセルし、新たに注文をしてください。

返金処理

返金処理は楽々通販2から行えません。
注文キャンセル後にShiopifyから手動で返金する必要があります。
【 Shopify管理画面 ＞ 注文管理 ＞ 全ての注文 ＞ 該当の注文詳細 ＞ 返金する 】から
処理を行ってください。
詳しくは下記URLをご確認ください。
https://help.shopify.com/ja/manual/orders/refund-cancel-order#part-b9a72fc02b166c6f

同梱・分割
楽々通販2上で同梱・分割処理は可能ですが、Shopifyに連動されません。
同梱・分割後、合計金額を元の金額に手動で合わせていただく必要がございます。
ご了承ください。

配送メモなどの情報連動 受注詳細画面「受注メモ」「お客様へのメッセージ」「配送メモ」などは連動されません。

送付先情報の連動 受注詳細画面「送付先氏名」「住所」「電話番号」などは連動されません。

以下の項目はShopifyの受注管理の際にご利用が出来ません。
決済について詳細はShopify管理画面より操作を行ってください。

ご注意下さい!!

2-6-9 受注の注意事項 【Shopify店】

フルフィルメントが「発送済」になる条件は以下の通りです
1:楽々通販2の受注ステータス「処理済」に移動することで、売上請求が可能になります。
2:配送会社CSVをインポートしたタイミングで、売上請求が可能になります。
3:手動で問番を入力し、「注文情報保存」をクリックする事で、売上請求が可能になります。

https://help.shopify.com/ja/manual/orders/refund-cancel-order#part-b9a72fc02b166c6f


2-7 受注アーカイブ一覧

ＳＴＥＰ２：受注管理

受注処理の負荷を軽減するために、90日以上何も処理されなかった注文情報は毎日午前3時に受注一覧の「処理済み」、
「キャンセル」ステータスの受注を受注アーカイブ一覧にシステムが自動的に移動させます。

移動した受注は【受注管理＞受注アーカイブ一覧】より

ご確認いただけます。

・受注アーカイブ一覧画面には「処理パネル」はありません。
・受注処理は、「処理済」と「キャンセル」間のステータスの変更、受注メモ、メール送信のみ可能です。
・受注アーカイブに入った「処理済」の注文情報をキャンセルすることは可能です。

ご注意下さい!!
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3-1 出荷・決済データ ダウンロード画面

各配送会社の管理画面にて送り状番号をダウンロードしてきます。
楽々通販２内にてB2、e飛伝、ゆうプリＲ、カンガルーマジックⅡのCSV出力をすることが可能です。

① ②③

①…出力したいCSVファイルを選択します。

②…①にて選択後、CSV出力をクリックします。

③…ファイルダウンロードよりダウンロードができます。
ダウンロードできるファイルの種類は下部に記載し
ております。

④…ピッキングリストを発行いたします。
（ステータスごと・日付設定・期間対象が選択可）

こちらよりCSVをダウンロード後、各配送会社管理画面にて
問合せ番号のインポート作業を行ってください。

ご注意ください!!

ダウンロードされたCSVを開かれる際は、文字化等の可能性があるため、
エクセルではなくCSVエディターを使って作業ください。

また配送伝票につきましては、各会社の仕様により表示文字数制限等がございます。
予めご了承くださいませ。

④

ピッキングリストの出力例です。

※こちらは在庫管理などに使用する店舗様向けの帳票と
なりますため、お客様にお送りになられないよう、
お気をつけくださいませ。
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ファイルダウンロードよりダウンロードできるファイル

①注文CSV

②各配送会社用の出荷データCSV
(B2、e飛伝、ゆうプリR、カンガルーマジックⅡ)

③ピッキングリスト

※各配送会社様の管理画面にて作業いただきますCSVの
アップロード等につきましては、弊社サポート外となり
ます。
お手数ですが、各配送会社様にてお問合せくださいませ。

（例）

ＳＴＥＰ３：出荷データ・受注データ（Fs2）



3-2 出荷・決済データ アップロード画面

出荷情報・決済データ・受注データを楽々通販2に取り込みます。取り込んだデータは受注情報に反映されます。

【 受注管理 ＞ 出荷・決済データアップロード 】

よりデータインポート画面に遷移します。

楽々通販2に取り込むCSVファイルをインポートしてください。

出荷データインポート

受注データインポート

B2・E飛伝Ⅱ・ゆうプリR・カンガルーマジックⅡ

各管理画面よりダウンロードしたCSVをアップロードしてください。

FutureShop2では受注情報を適宜CSVで取り込む必要があります。

アップロードするCSVの形式については次頁で説明します。

ＳＴＥＰ３：出荷データ・受注データ（Fs2）
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3-3 受注データインポート 【FutureShop2店】

FutureShop2では、CSVを用いて受注情報を適宜取り込む必要があります。

FutureShop2の管理画面より

【運用メニュー＞受注管理＞受注一覧・管理】

に遷移します。

取り込みたい受注の検索条件を設定して

FutureShop2形式

で「検索結果をダウンロード」してください。

ダウンロードしたCSVファイルはPC内に保存されます。

FutureShop2の管理画面でダウンロードしたCSVファイル

を楽々通販2にアップロードします。

ファイルを選択後に

「インポート開始」で受注情報を取り込みます。

ＳＴＥＰ３：出荷データ・受注データ（Fs2）
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3-3 受注データインポート 【FutureShop2店】

Futureshop形式のCSVにつきまして、注文が取り込めない場合は次の方法をご確認ください。

「futureshop形式設定」の項目を全部に

チェックを入れて登録してください。

その後、再度楽々通販2にて受注CSVの

インポートをしてください。

ＳＴＥＰ３：出荷データ・受注データ（Fs2）

形式設定の項目につきましては、
Futureshop2のマニュアルを参照して
ください。
Futureshop：受注データ仕様マニュアル
（P5～8）
https://www.future-
shop.jp/fs2/manual/fs2manual_orderda
ta_01.pdf

FutureShop2の管理画面より
【運用メニュー＞受注管理＞受注データ取得
項目設定＞ futureshop 】
に遷移します。

ご注意下さい!!
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https://www.future-shop.jp/fs2/manual/fs2manual_orderdata_01.pdf
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4-1 クレジットカード・後払い決済の流れ

ＳＴＥＰ４：オーソリ・決済管理

お客様（購入者）が決済方法にクレジットカードや後払い決済を選択された場合、楽々通販2では以下の流れで処理を

行います。

「オーソリ」とは、クレジットカード・後払い決済をする際に決済会社に対して利用者の決済信用照会をすることです。

顧客

各店舗

クレジットカードまたは後払い決済を選択して注文。

楽々通販2 金額自動計算

各店舗に注文が入ると、API対応のモールの場合は自動で楽々通販2に受注を取り込みます。

オーソリ処理を行い、OKの場合は通常の受注処理を
行ってください。

オーソリ処理を行い、NGの場合は購入者に決済方法
もしくはカード情報変更依頼をしてください。

売上請求 顧客

各店舗

決済方法変更

完了

楽々通販2

取り込んだ注文内容を手動で編集してください。

通常の受注処理を行ってください。



ＳＴＥＰ４：オーソリ・決済管理

4-2 決済APIの申込～ご利用までの手順【楽天市場】

RMS 【拡張サービス一覧】＞2.各種申請・設定変更

＞WEB・APIサービス
決済APIサービスメニュー1 2

楽天市場店舗でクレジットカード決済をご利用の場合には、決済APIの利用申込が必要です。

以下、申込手順になります。

WEB APIサービスメニューから利用申請を行います。3
[1]規約に同意

WEB API サービスメニューのトップページから「WEB API サービス申請」を選択し

ます。WEB APIサービス利用規約の確認画面において、内容をご確認の上「規

約に同意して次へすすむ」ボタンを押すと利用申請画面へ遷移します。

[2]サービスの利用申請

「WEB APIサービス申請」画面でカード決済APIサービスにチェックを入れ、「申請

内容を確認する」ボタンを押します。次ページで申請内容を確認した上で申請を

行います。

[3]利用申請完了

利用申請後、楽天市場の店舗詳細情報内の「店舗連絡先メールアドレス」に登

録されたメールアドレス宛てに利用登録完了のメールが送付されます。

楽天市場の決済APIサービスの利用を開始すると、自動オーソリ機能・カード情報変更依頼メールの送信・売上請求・オーソリ
処理などの決済処理の機能がRMS上で使用出来なくなります。RMSでオーソリ処理を行った注文はRMSからしか、以降のオーソ
リ処理ができませんのでご注意ください。

予め売上請求などの処理が可能な注文に関しては、決済APIの利用開始前に処理を済ませておくことをおすすめします。

予約商品の購入注文が残っているなど、オーソリ済の受注ステータスを残したまま楽々通販2を導入した場合には、決済APIを一度利用解
約し、その間に該当の受注の処理を行ってください。なお、決済API解約中に新規注文が入った場合は、その受注処理はRMSで行わず、決済
API利用開始後に楽々通販2内で行うようにしてください。

ご注意下さい!!

↓ここをクリック
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ＳＴＥＰ４：オーソリ・決済管理

項目名 項目説明 受注詳細画面でのイメージ

未オーソリ
オーソリが行われていない注文です。
「オーソリ」ボタンをクリックしてオーソリ処理を行ってください。

オーソリ済み
オーソリが通った注文です。発送準備に移ってください。
受注処理が完了したら「売上請求」をしてください。

オーソリNG
オーソリが通らなかった注文です。
カード情報・決済方法の変更依頼を購入者に対して行うか、
再度オーソリ処理を行ってください。

オーソリ処理中
オーソリ処理中の注文です。
「分割回数・決済ステータス取得」ボタンをクリックして最新の決済
ステータスを取得することができます。

売上請求済み
売上請求が完了した注文です。
一連のカード決済の処理はこちらの決済ステータスで完了です。

売上請求処理中
売上請求処理中の注文です。
「分割回数・決済ステータス取得」ボタンをクリックして最新の決済
ステータスを取得することができます。

4-3-1 オーソリ結果を確認する

オーソリの結果を以下の項目名で表示します。

受注詳細画面での確認の他に【 マスタ管理 ＞ 受注ステータス管理 】で「決済ステータス」の表示設定をすると受注一

覧画面に表示されます。また処理パネルを利用して一括でオーソリ処理・オーソリ取消・売上請求が可能です。

「処理中」の決済ステータスの場合、決済会社のシステムメン
テナンスや回線の混雑など、何らかの原因で最新の決済ス
テータスが取得できていない場合があります。

しばらく待っても処理済みに変わらない場合には、注文詳細
画面の左上に表示される「分割回数・決済ステータス取得」ボ
タンをクリックしてください。こちらを実行すると、各モールに送
信されている最新の決済ステータスを取得することができます。

「処理中」の場合には



ＳＴＥＰ４：オーソリ・決済管理

4-3-2 金額変更があった場合

オーソリ処理後に金額変更をする場合には、先にオーソリを【キャンセル】してください。

その後金額を修正し、再度オーソリ処理を行ってください。

クレジットカード決済で売上請求後に金額変更をする場合には、

先にカード自動決済画面において、「売上請求」処理の取消し処理を必ず行って下さい。

その後金額を修正し、再度売上請求を行ってください。

※モールの仕様によって、金額変更できる受注・決済のステータスが異なり、受注・決済ステータスの変更が必要な場合があります。

必ずご確認のうえ、処理を行ってください。

※楽天ペイ・Yahoo!ショッピングの場合は金額変更をすると自動再オーソリ処理を行いますので手動でのキャンセル・再オーソリは不要です。

ご注意下さい!!

Yahoo!の注文の金額変更する場合、Yahoo!ストアクリエイターProを以下の通り設定していただきますようお願いいた
します。

Yahoo!ストアクリエイターProの
【ストア構築】＞【カート設定】＞
【オプション設定】画面へ遷移します。

【オプション設定】の「ギフト包装」を
「表示する」に設定していただき
ますようお願いいたします。

以上の設定をしていただくことで、Yahoo!の注文で金額変更をした際に、正常にYahoo!ストアクリエイターProに
情報が反映されます。
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ご注意下さい!! MakeShopでは金額変更は出来ません。詳細は、本マニュアル22Pをご確認ください。



ＳＴＥＰ４：オーソリ・決済管理

4-3-2 金額変更があった場合

オーソリ処理後に金額変更をする場合には、先にオーソリを【キャンセル】してください。

その後金額を修正し、再度オーソリ処理を行ってください。

クレジットカード決済で売上請求後に金額変更をする場合には、

先にカード自動決済画面において、「売上請求」処理の取消し処理を必ず行って下さい。

その後金額を修正し、再度売上請求を行ってください。

※モールの仕様によって、金額変更できる受注・決済のステータスが異なり、受注・決済ステータスの変更が必要な場合があります。

必ずご確認のうえ、処理を行ってください。

※Yahoo!ショッピングの場合は金額変更をすると自動再オーソリ処理を行いますので手動でのキャンセル・再オーソリは不要です。

4-3-3 注文自体をキャンセルする場合

オーソリ処理後にキャンセルをする場合には、先にオーソリを【キャンセル】してください。

その後注文情報のキャンセル処理を行って下さい。

クレジットカード決済で売上請求後にキャンセルをする場合には、

先にカード自動決済画面において、「売上請求」処理の取消し処理を必ず行って下さい。

その後注文情報のキャンセル処理を行って下さい。

※受注一覧から一括で「キャンセル」ステータスへ移行させることでもキャンセル処理は可能ですが、

その場合のキャンセル理由は全て キャンセル (お客様都合) となります。

基本的に注文キャンセルは「発送前」を想定しております。

クレジットカードや送料手数料などが発送後はかかってまいりますので、店舗様でのご対応をお願いいたします。

（楽々通販2では、上記処理後の注文のキャンセルを行うことは可能ですが、「発送前」を前提としておりますので、

ご理解のほどよろしくお願いします。）

4-3-4 売上請求

クレジットカードやコンビニ後払いの注文で楽々通販2でオーソリを行った「オーソリ 済」の決済については、楽々通販2よ
りカード会社へ売上請求を行ってください。モールによっては確定処理、売上確定、請求金額の確定と言います。

売上請求を行った決済は、カード会社に売上データを送信し、カード会社が所定の期日にカード利用者の口座から代金
を引き落とします。後日、クレジット決済の代行会社より入金があり ます。クレジットカードやコンビニ後払い決済の場合、
必ずこの処理が必要です。 商品発送後など注文が確定してから売上請求処理を行うようにしてください。

楽天RMSバックオフィスでオーソリ処理を行った注文は以降の処理はRMS上からでしか行えません。RMS上でオーソリ
処理を行った注文はRMS上で処理、楽々通販2でオーソリ処理を行った注文は楽々通販2上で処理するよう、導入時には
十分ご注意ください。

ご注意下さい!!
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ＳＴＥＰ４：オーソリ・決済管理

モール・カート 項目説明

楽天市場
楽々通販2でカード決済ステータスを変更しても楽天RMSでは最後まで「未オーソリ」と表示
されます。（海外配送の方も楽通２上で国内配送の方と処理方法は同じです。）

Ｙａｈｏｏ!ショッピング
受注情報に応じて自動でオーソリ処理を行います。

楽々通販2からオーソリ・売上請求を手動で行う必要がありません。

ポンパレモール
楽々通販2で決済ステータスを変更するとポンパレManagerでも連動してステータスが変わり
ます。

Ａｍａｚｏｎ Amazon側が全部処理を行うため、楽々通販２ではオーソリ・売上請求など一切触りません。

FutureShop2 F-REGIで処理を行いますので、楽々通販２ではオーソリ・売上請求など一切触りません。

ヤマダモール クレカ処理用API対応をしていないため、全てモールの管理画面で操作が必要です。

Wowma！
受注情報に応じて自動でオーソリ処理を行います。

楽々通販2からオーソリ・売上請求を手動で行う必要がありません。

MakeShop
決済処理用API対応をしていないため、全てモールの管理画面で操作が必要です。
詳しくはMakeShopのマニュアルをご確認ください。

4-3-5 決済APIについて

各対応モール・カートによって、オーソリ処理の際の決済ステータスの表示が異なります。

また各モールにより決済APIの仕様は以下の通り異なります。
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ＳＴＥＰ４：オーソリ・決済管理

4-3-6 コンビニ後払い決済を楽々通販2で利用する

【各種設定＞マスタ管理＞決済方法設定】にて、使用する後払い決済の設定を行ってください。

また【各種設定＞企業情報設定】に後払い決済を利用するために必要な情報を入力する項目がございますのでこちら

に入力をします。入力が完了すると連携が開始されます。

4-3-7 NP後払いサービス連携情報

ご利用には「NPコネクトプロ」の申込お手続きが必要です。お客様ご自身にてネットプロテクションズ様にお問い合わせ
をお願い致します。
【NPコネクトプロ説明URL】 https://www.netprotections.com/option/connect-pro/

※連携企業の為、サイト記載の初期費用・月額運用費は無料となります。
お問い合わせの際に必ず「連携企業の楽々通販2を導入」の旨をお伝えください。

ご注意下さい!!

NPコネクトプロの利用申込書がネットプロテクションズ様より送付されますので必要事項を記入の上、提出を行ってくだ
さい。（※利用申込書の請求金額が0円であることをご確認ください。）
提出後、約1週間でNP後払いよりSPコードと端末IDが発行されますので楽々通販2の企業情報にご入力ください。
→入力後よりAPI自動化が開始します。

4-3-8 ヤマト後払い決済利用時の注意

ヤマト後払い導入済みの場合は普段ご利用の加盟店コードとパスワードを企業情報に入力することでAPI自動化が開始
されます。オーソリがうまくいかない場合には下記のご確認をお願いします。

（１）オーソリ時には「出荷予定日」の入力が必須です。

出荷予定日が定まっていない場合にも仮予定日を入力してからオーソリ処理を行ってください。

（２）売上請求時には「お荷物伝票番号」の入力が必須です。
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ＳＴＥＰ４：オーソリ・決済管理

4-3-9 PayPay残高払いの金額変更

Yahoo!ショッピングの仕様として、
「PayPay残高払い」の注文に対して金額変更の処理を行う場合、変更前の金額を引き落とし、その後変更後の金額も
引き落としてから、変更前の金額を返金します。
そのため、変更前、変更後の金額の総額をあらかじめ保持している必要があります。

お客様が「PayPay残高払い」を使用しての支払い

注文

【PayPay残高のみを使用して支払う場合】
お客様の「PayPay残高」が変更後の金額に満たない場合、
変更できない場合があります。
その場合は以下の方法にてご対応お願いいたします。

PayPay残高が足りない場合、店舗側から直接お客様へ連絡
をしてください。

①お客様がチャージ後、店舗側にて金額変更処理をします。

※Yahoo!ショッピングの仕様上、
チャージ分がPayPayに反映されるまで数時間かかります。
反映されましても、店舗側からは確認ができませんので
直接お客様に連絡するなどのご対応をお願いいたします。
Yahoo!ショッピング側からはお客様へ連絡はされません。

②お客様の希望があれば、お支払い方法を変更してください。

ご注意下さい!!

金額変更

注文取込み

ご注意下さい!!
※下記支払方法の場合でも、楽々通販2に取り込まれると、「PayPay残高払い」と表示されます。

①PayPay残高払い
②PayPay残高払い／ポイント払い
③PayPay残高払い／クレジットカード払い
④PayPay残高払い／クレジットカード払い／ポイント払い

※PayPay残高払いと別の決済方法を併用して支払う場合、
詳しい内容につきましてはストアクリエイターPro内をご確認ください。
https://store-info.yahoo.co.jp/s/shopping/toolmanual/orderdata/h/2020.html

https://store-info.yahoo.co.jp/s/shopping/toolmanual/orderdata/h/2020.html


5-1 顧客一覧画面

ＳＴＥＰ５：顧客管理

【 データ管理 ＞ 顧客管理 】より

取り込んだ顧客情報を確認します。

①・・・②に対応する検索ワード種別です。

②・・・①に対応する検索ワードです。

③・・・④及び⑤に対応する検索種別です。購入回数、購入金額の
いずれかを選択します。

④・・・③に対応する検索条件下限値です。

⑤・・・③に対応する検索条件上限値です。

⑥・・・一覧表示する顧客の顧客ランクを選択しチェックをいれます。

⑦・・・検索ボタンです。このボタンをクリックすると、①から⑥の条件
で、顧客を検索します。

⑧・・・顧客新規登録ページに遷移します。

⑨・・・顧客編集ページに遷移します。

⑩・・・顧客IDが表示されます。

⑪・・・顧客ランクのアイコンが表示されます。

⑫・・・顧客氏名が表示されます。

⑬・・・顧客氏名(フリガナ)が表示されます。

⑭・・・郵便番号が表示されます。

⑮・・・住所が表示されます。

⑯・・・電話番号が表示されます。

⑰・・・全店舗合計の累計購入回数です。

⑱・・・全店舗合計の累計購入金額が表示されます。

⑲・・・情報一覧CSVをアップロードします。

⑳・・・⑲にセットされたCSVを取り込みます。

顧客を管理します。受注を取り込んだら顧客管理内に自動的に顧客情報が追加されます。
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5-2 顧客新規登録・編集画面

ＳＴＥＰ５：顧客管理

顧客情報を楽々通販2画面内で新規登録・編集することができます。

1
2 3

5

4

6 7

8

①・・・顧客情報を入力します。

②・・・購入店舗を表示します。

③・・・購入店舗別購入回数を入力します。

④・・・購入店舗別購入金額を入力します。

⑤・・・合計購入を表示します。1店舗のみでの購入の場合も合計購入は表示されます。

⑥・・・合計購入回数を表示します。

⑦・・・合計購入金額を表示します。

⑧・・・過去の購入履歴を「日時」「店舗名」「受注番号」で表示します。クリックで受注詳細画面を開きます。
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5-2-1 顧客ランク一覧画面

ＳＴＥＰ５：顧客管理

①・・・顧客ランク編集ダイアログボックスを開きます。

②・・・設定した顧客ランクの名称を表示します。

③・・・設定した顧客ランクの振分条件を表示します。

④・・・顧客ランクアイコンが表示されます。

⑤・・・設定した顧客ランクを削除します。

⑥・・・顧客ランク新規登録ダイアログボックスを開きます。

【データ管理 ＞ 顧客ランク】より、
顧客ランク管理画面に遷移します。

①・・・顧客ランクの名称を設定します。

②・・・設定したい顧客ランクを購入回数、購入金額、購入期間の条件

から設定します。

③・・・顧客ランクアイコンに表示させる色を選択します。

④・・・顧客ランクの説明を設定します。

⑤・・・ダイアログボックスを閉じます。

⑥・・・入力した内容を保存してダイアログボックスを閉じます。

顧客ランク登録・編集画面です。

5-2-2 顧客ランク登録

楽々通販2では顧客ランクを設定することで、顧客管理を容易にすることが可能になります。

注文が入れば、顧客情報を自動で条件設定した顧客ランクに振り分けるため、

自動送信メールも顧客ランク別に設定でき、販促に役立てられます。
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ＳＴＥＰ６：集計

6-1 集計

集計機能では、各モールの店舗ごとあるいは全店舗の売上を集計します。
積上げグラフ・円グラフで表示することが可能です。
またCSVファイルにて集計結果の比較や集計データのダウンロードが可能です。

1.条件を設定する

①

②

③

④ ⑤

⑥

⑦

①・・・集計を出したい購入元店舗にチェックを入れ
ます。全選択をするとご登録いただいている
店舗全ての集計を表示します。※必須

②・・・PCのみSPのみ、あるいは両方のデバイスを
選択することができます。※必須

③・・・売上種別を選択します。※必須

④・・・注文日/出荷日ベースの集計期間対象が選択
できます。※必須

⑤・・・日次/週次/月次の集計期間種別が選択できます。※必須

⑥・・・集計期間を指定します。「年月日、時分秒」の選択が
できます。「時分秒」を指定しない場合は開始日の
「0:00」から終了日の「23:59」までとなります。※必須

⑦・・・集計期間と比較する期間を指定します。
⑥と同様「時分秒」を省略することも可能です。
こちらは任意で設定ください。

売上種別について ※実質売上・・・指定期間中に請求した金額に利用ポイント、モールクーポンを加算した金額
※売上件数・・・期間中に販売した注文件数
※売上詳細・・・指定期間の売上を構成する下記内容の要素

「合計金額、オプション金額、決済手数料、送料、ポイント利用額、割引額、
店舗発行クーポン利用額、モール発行クーポン利用額」

設定後 、 をクリック

2.集計結果の表示

① ②
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③

④

①・・・更新をクリックすると集計結果が表示され
ます。

②・・・集計結果出力後、ファイルダウンロードを
クリックするとダウンロードできます。

③・・・条件設定されたデータをCSVファイルで
出力します。

④・・・積上グラフか円グラフが選択できます。
（左図は積上グラフ）

次頁にて赤枠部分のグラフ表示種別の説明をいたします。



ＳＴＥＰ６：集計

6-1 集計

2.集計結果の表示

①・・・条件指定で指定された売上種別の
総売上を表示します。

②・・・条件指定で指定された売上種別の
「支払い方法別」の売上を表示します。

③・・・条件指定で指定された売上種別の
「顧客ランクごと」の売上を表示します。

④・・・条件指定で指定された期間の「都道府県別売上」を
円グラフで表示します。
（こちらは円グラフのみです。）

⑤・・・条件指定で指定された売上種別の「商品別売上」を
表にして表示します。

① ② ③ ④ ⑤

商品別売上集計について

標準でSKU(商品番号)の降順でソートされています。
合計額／合計数／平均単価／キャンセル額／キャンセル数でのソートが可能です。

①グラフで表示させないものを
クリックします

取消線のON／OFF

②取消線が引かれたものはグラフに表示され
ないので、必要なデータが見やすくなります。

表について

表はグラフ下部に条件指定で設定された結果を表にして表します。
比較期間を選択した場合「スクロールを連動する」をクリックすることで左右の表が
同時にスクロールされます。
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M-1 一括送信

メールを送信する

【マスタ管理】にてメールの設定が完了したら、購入者にメールの送信が可能です。

選択した受注ステータスを対象に、処理パネルからメールを一斉送信します。

①メールを一括送信したい注文を検索します。 （例）受注ステータスで絞り込み

②メールを送信したい注文の左側のチェックボックスにチェックを入れます。

③処理パネルで、送信したいメールを選択して「送信」ボタンをクリックすると、 チェックを入れた注文にメールが送信されます。

2

3

M-2 個別送信

選択した注文の受注ステータスが、【マスタ管理＞メール管
理】の各メールで設定した対象ステータスと異なる場合、メー
ルの送信はできません。

ご注意下さい!!

個別に注文を選択して、受注詳細画面から個別にメールを送信します。

個別に「お客様へのメッセージ」を挿入する場合などにご利用ください。

①メールを送信したい注文の注文詳細画面を開きます。

②送信するメールテンプレートを選択します。

③お客様へのメッセージを記入します。（※送信するメールテンプレートに
タグ（%CUSTOMER_MESSAGE%）を挿入している必要があります。
（挿入タグについてはマスタ管理＞メール管理にてご参考くださいませ。）

④注文情報を保存ボタンをクリック
⑤プレビューボタンをクリックすると、送信前のメールプレビューが確認で
きます。

⑥送信ボタンをクリックしてメールを送信します。

（注文内容の確認のみで、お客様へのメッセージの挿入を行わない場合
には③～④の作業は不要です。）

5

3

4

2 6

≪受注詳細画面イメージ≫①
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楽々通販2からAmazonにメールを送信する場合は、件名に[重要]と入れていただきますと送信できます。



変更履歴

ページ 更新日 更新内容

07 2019/11/18 auWowma!新機能についてと各モール受注の取込みタイミングを追記。
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