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ＳＴＥＰ１：はじめに

1-1 受注ステータスの管理

楽天ペイ切り替え前に「受注ステータス」を設定してください。

【各種設定 ＞ マスタ管理】より「受注ステータス管理」

をクリックし、開きます。

「楽天市場ステータス」のプルダウンをクリックし、任意

の「ステータス」を「楽天処理中」や「発送待ち」として設

定することが可能です。

「新規受付」、「注文確定」、「処理済」、「キャンセル」、「予約」、「オーソリNG」は、自動的に遷移する受注ステータスですので、

「楽天市場ステータス」の設定ができません。

※「楽天処理中」、「発送待ち」に設定されているステータスを削除

する場合、「楽天処理中」、「発送待ち」のステータスを

複数設定しておくことが可能です。

複数設定は、「楽天ステータス」に設定した「受注ステータス」の

削除の場合にのみご利用ください。

「楽天処理中」、「発送待ち」のステータスが0個になってしまうと

正常に受注処理されなくなりますので、ご注意ください。

ご確認！

このマニュアルは楽々通販2受注連動をお使いの方向けです。

3



ＳＴＥＰ１：はじめに

1-1-1 楽天ペイ注文確認フラグ

4

「受注ステータス設定」の画面が開きます。

「注文確認」にチェックをいれて「保存」をクリックします。

【各種設定 ＞ マスタ管理】より「受注ステータス管理」を

クリックし、開きます。

画面左側の赤い「編集ボタン」をクリックします。

受注一覧画面の各ステータスごとに

「楽天ペイ注文確認フラグ」が表示されます。

「注文確認ボタン」をクリック後、

RMS側で「楽天処理中」が完了した注文に対しては「済」

完了してない注文に対しては「未」が

表示されます。

「受注一覧」の「注文検索」にて「注文状況確認状態」が

検索可能です。

※楽天市場以外のモールでは

「楽天ペイ注文確認フラグ」は「未」と表示されます。

楽天市場の注文のみを表示する場合は

「購入元店舗」から楽天市場店を選択して

検索してください。

注文に対して「注文確認ボタン」をクリックしたかどうかを受注ステータスに表示します。



ＳＴＥＰ１：はじめに

1-2 決済方法管理

楽天ペイ切り替え前に「決済方法」を設定してください。

【各種設定 ＞ マスタ管理】より「決済方法管理」をクリックし、

開きます。

「決済方法一覧」を開き、赤い「編集」をクリックします。

開いた中にある「楽天市場決済方法名」にRMSで使用する

決済方法を入力し、保存をします。

「楽天市場決済方法」に入力する決済方法名は、

RMSの【店舗設定 ＞ 4基本情報設定 ＞ 楽天ペイ（楽天市

場決済）用決済方法】を開き、「決済方法一覧」の「決済方法」の

項目で、お使いになる決済の名称をコピーし、楽々通販2にはり

つけてください。

（例）

楽々通販2の表記

セブンイレブン前払

コンビニ後払い（ヤマト）

※NP後払いなどコンビニ後払いをお使いの方は、

どの後払いを使用するのか入力をお願いします。

RMSでの表記

セブンイレブン（前払）

後払い

ご確認ください！

※2019年1月31日から楽天市場jから「楽天ペイ後払い決済」がリリースされました。

それに伴い、「楽天後払い」を追加させていただきました。

「楽天後払い」の「編集」より「楽天市場決済方法名」にRMSと同じ名称を入力してい

ただき、「決済手数料」はどの金額帯でも「250円」を設定していただきますようお願

いいたします。
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ＳＴＥＰ１：はじめに

1-3 配送会社管理

【各種設定 ＞ マスタ管理】より「配送会社管理」を

クリックし、開きます。

「配送会社一覧」を開き、赤い「編集」ボタンをクリック

します。

開いた中にある「RMS配送方法名」に使用している

配送方法を入力し、保存をしてください。

例）「宅配便」など

※ RMSで実際に使用していない配送会社でも全て必須になりました。

万が一、RMS配送方法名が入力されていない配送会社を楽天ペイの

注文に紐づけてしまった場合、エラーが出て連動ができなくなってし

まいます。

そのようなことを防ぐために、入力していただきますようお願いいたし

ます。

「RMS配送方法名」に入力する配送方法名は、

RMSの「配送方法一覧」の「配送方法」の項目でお使いになる

配送方法の名称を入力してください。

楽天ペイ切り替え前に「配送会社」を設定してください。

ご確認ください！
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ＳＴＥＰ１：はじめに

1-4 メール管理

ご確認ください！

銀行振込など振込先が変更になる決済方法の口座案内については、楽天市場から注文者様へ自動でメールが送信されます。

[楽天ペイ]自動配信メール一覧（RMSのログインが必要です）
https://mainmenu.rms.rakuten.co.jp/auth/index.phtml?params=navi3/order/p04_031.html&s=&param2=0

店舗様からもメールを送信していただけますが、楽天市場と重複する形となりますので、ご注意ください。

楽天ペイ切り替え直前に設定する項目

【各種設定 ＞ マスタ管理 ＞メール管理】から

振込口座が変更になる決済方法（銀行振込など）のメールテンプレート

の「編集」をクリックし、「自動メール配信設定」を「しない」に

設定します。

楽天ペイ切り替え後に設定する項目

切り替え日前日23：59までのご注文

受注管理の「処理パネル」や受注詳細画面から手動で送信します。

切り替え日当日00：00からのご注文

【各種設定 ＞ 店舗設定】の「店舗口座情報」を新しい情報に変更

します。

【メール管理 ＞ メールテンプレートをクリック】から「自動メール配信

設定」を「する」に設定します。

【受注管理 ＞ 処理パネル「一括メール送信」】や受注詳細画面から

切り替え日当日0：00～先ほどの「自動メール配信設定する」にした時

間までの注文に、メールを送信します。

7

https://mainmenu.rms.rakuten.co.jp/auth/index.phtml?params=navi3/order/p04_031.html&s=&param2=0


ＳＴＥＰ１：はじめに

1-5 店舗設定

楽天ペイ対応前に、以下の手順で承認と設定を行ってください。

楽天ペイ用RMSパートナーLicenseKey取得方法

楽天 RMSへログインし、左メニューの「拡張サービス一覧」を
選択します。

拡張サービス一覧の「2.各種申請・設定」最下部にある、
「▶システム開発企業からのAPIアクセス許可設定 」を
選択します。

利用製品一覧に現在利用している製品一覧が表示されます。
ご利用中の製品に「楽々通販2」が表示されていることを確認し
てください。
※表示されていない場合は、ログイン画面の右上のメールアイコンより
ご連絡ください。

会社名 : 株式会社イメージデザイン
製品名 : 楽々通販2

詳細列の「確認」をクリックします。

↑クリック

楽々通販2の製品情報と、使用するAPIリストを確認します。
内容を確認し、アクセス承認ボタンをクリックします。

承認が完了すると、ライセンスキーが発行されます。
また、製品一覧のライセンス状態が「承認待ち」から「利用
中」へ変更されたことを確認してください。
以上で発行は完了です。
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ＳＴＥＰ１：はじめに

1-5 店舗設定

楽天ペイ導入以降用 RMSパートナーLicenseKey

・楽天ペイ用に取得したライセンスキーを入力して

ください。

楽天ペイ導入設定

・「導入済」にチェックを入れてください。

楽天ぺイ切替日

・楽天ペイに切り替える日付を入力してください。

楽天ペイ切替日について

※店舗様によって、切替日が異なります。

11月1日以前に切り替えされている場合も

ございますので、ご注意ください。

楽天ペイ用RMSパートナーLicenseKeyの設定方法

【各種設定 ＞ 店舗設定】を開き、赤色の「編集」

をクリックします。
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ＳＴＥＰ2：楽天ペイ時の受注管理

2-1 受注の流れ

注文確認ボタン

新規受付

注文確定

「注文確認ボタン」が処理パネルの
クレジット処理に追加されます。
（画像参照）
受注の内容に問題がないか
ご確認後、「注文確認ボタン」を
クリックすることで、楽天処理中
ステータスへ自動遷移します。

30分後
自動移動

楽天処理中

発送待ち

注文確認ボタン

発送済

楽天処理中から発送待ちへ移動

RMSの方で処理が完了しましたら、「発送待ち」ステータスに
自動的に移動します。
「注文確定」の受注ステータス以外のステータスに移動していた

場合は、「注文確認ボタン」をクリック時に分類されていたステー
タスに戻ります。

売上請求は自動処理されます

「売上請求ボタン」はなくなり、以下の判定基準にて自動的に
売上請求がされます。

RMS処理完了後
自動移動

1.出荷日

2.お荷物伝票番号

上記2か所が記載の場合、出荷日の1日後に自動で売上請求されます。
※メール便などお荷物伝票番号が存在しない発送につきましては、出荷日が入力されていれば、
出荷日の1日後に売上請求が自動処理されます。
※出荷日を過去の日付で入力した場合、入力した日の次の日に売上請求がされます。

ご確認ください！

受注日から14日以上「注文確認ボタン」をクリックしていない場合は、RMSの方で注文は自動キャンセ

ルされます。キャンセルされた注文は復元できませんのでお気を付けください。

自動オーソリを設定している店舗様へ

楽天ペイ移行後は自動オーソリがされませんので、手動で「注文確認ボタン」をクリックしていただきま

すようお願いいたします。

※自動注文確認機能は今後リリース予定です。

受注ステータス

例えば、「オプション有り」に移動させてから、

「注文確認ボタン」をクリックした場合、「楽天処理中」

通過後、「発送待ち」ではなく、「オプション有り」に

戻ります。

※B2などの出荷CSV取込時、自動的
に入力されます。また、受注一覧
画面から一括入力も可能です。

※「楽天処理中」の受注ステータスにいる間は、他の受注ステータスへ変更することが出来ません。

店舗様では、「楽天処理中」ステータスを通過後、受注ステータスの移動が可能となります。
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ＳＴＥＰ2：楽天ペイ時の受注管理

2-2 受注内容の変更

注文確定

新規受付

注文確定

こちらのステータスに受注が入っている場合、受注ステータス移動も含め、商品単価などの注文情報の変更
は可能です。
※新規受付の場合、注文情報の変更はしないでください。

30分後
自動移動

楽天処理中

発送待ち

発送済

ご確認ください！
1.決済方法変更 ：決済確認時に注文者様より変更はできません。

2. 楽天ペイ後・楽天ペイ前の注文の同梱は出来ません。

3.オーソリ取り消し ：楽天市場が確認をいたしますので、店舗様では操作出来なくなります。

4.同梱・分割処理など楽天ペイ以前に行っていた処理は、楽天ペイ後、行うことが出来なくなります。

受注ステータス

楽天処理中

楽天処理中のステータスに入っている時に注文情報を変更すると、楽天処理中通過後に
順次RMSに反映されます。
※「楽天処理中」ステータスに入っている注文は、
決済方法が
・クレジットカード決済
・Apple Pay
・前払い系
の場合は、金額に関する変更は行えません。

発送待ち～

発送待ちなどの、楽天処理中を通過後の注文情報の変更は
可能です。

ただし、注文情報変更後、再び楽天処理中ステータスへ戻り、
再度RMSでの処理が入る場合があります。何度でも注文情報

変更は可能ですが、変更の度に「楽天処理中」ステータスを通
過します。
※「注文確定」ステータス以外の受注ステータスに移動してい
た場合は、元のステータスへ戻ります。

処理済

こちらのステータスに受注が入っている場合、注文情報の変更が可能です。
売上請求がされており、金額に変更がある場合は、再度、「楽天処理中」へとステータスが戻ります。
※出荷後（楽通上で、正しくは、問合せ番号と出荷日が埋まること）の金額変更は現在の楽々通販2では出
来ません。（2019/04/02現在）
出荷後の金額変更の場合は、RMSより変更してください。

注文情報
変更

「注文確認ボタン」をクリック後、注文情報の確認を楽々通販2では15分に1回います。

RMSの方で「楽天処理中」から「発送待ち」に移動していたとしても、楽々通販2の画面の反映に最

大15分かかる場合がございます。

※「注文確認ボタン」をクリック後は即時に「楽天処理中」へ移動いたします。

RMS
楽々

通販2

15分更新
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ＳＴＥＰ2：楽天ペイ時の受注管理

2-3 キャンセルについて

店舗様でのキャンセルはどのタイミングでも可能です。注文日から1年以内であればキャンセルすることができます。

発送待ち～

発送済

ご確認ください！

チャージバックにつきましては

https://mainmenu.rms.rakuten.co.jp/auth/index.phtml?params=navi3/rule/guide/p10_014.html&s=&param2=0

をご確認ください。（RMSへのログインが必要です）

店舗様が行うキャンセル

楽天ペイでは特定の条件を満たす場合、 RMSで自動でキャンセル処理されます。
楽々通販2ではキャンセルされた注文を復元などは出来かねますので、お気を付けください。

自動で行われるキャンセル

楽天処理中
1.RMSでの処理後、不正検知で不正と判断された場合
2.クレジットカード、Apple Pay、楽天ペイ後払い決済でオーソリNGの通知後、注文者様が7日以
内に決済手段の変更を行わない場合
3.銀行振込、セブンイレブン決済、ローソン・郵便局ATM等（前払）で、決済手続き開始日より14
日以内に決済手続きが未完了の場合

新規受付～

注文確定

1.店舗様が受注日から14日以内に「注文確認ボタン」をクリックせず、受注ステータスを楽天処
理中に移行させていない場合
2.お買いものカゴ内の不正検知で、RMSにより不正と判断された場合

1.店舗様が受注日から12ヶ月間以内に発送完了報告を行わない場合
2.チャージバックが発生した場合

いずれの場合も楽天市場より、事前に注文者様へメールが送信されます。店舗様からもメールをお送りいただけますが、楽天市場と重複する形となります
ので、ご注意ください。

1.RMSから出荷日（発送日）の入力を消去する。※出荷日がすでに入力されている場合のみ
2.楽々通販2から「キャンセル」ステータスへ移動する。

キャンセル手順

※楽天市場より決済手続き依頼から6日後、13日後に注文者様宛てに再度メールが送信されます。
15日目に注文が自動キャンセルとなります。
※楽天市場会員ではない注文者様がオーソリNGの場合は、決済手段の変更を行うことが出来ません。
自動的に注文者様宛てにメールが送信され、注文がキャンセルされます。

※「注文確認ボタン」を3日以上クリックしていない場合、楽天市場から店舗様へ毎日確認メールが送信されます。
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ＳＴＥＰ2：楽天ペイ時の受注管理

2-4 楽天ペイ後の変更項目

2-4-1 決済方法の変更

決済方法は店舗様からは変更が出来ません。
オーソリNGなど決済ステータスに問題がある場合は、楽天市場より注文者様へメール
が送信されます。

そちらのメールより注文者様自身で購入履歴から別のクレジットカードや別の支払方法
へ変更していただく形となります。

2-4-2 同梱・分割処理

楽天ペイ切り替え前の同梱処理は、楽々通販2で処理後、RMSにも反映されていました
が、楽天ペイでは同梱処理の機能が廃止にされました。
ただ、楽々通販2上での「同梱・分割処理」は通常通り行えます。（RMSへの連動はされ
ません）※1楽天ペイ前・後の注文を同梱することは出来ません。

同梱・分割後に再オーソリを行うことがなくなり、同梱・分割処理後、受注ステータスが
「楽天処理中」へ移動※2します。

「楽天処理中」を通過したことで、同梱・分割状態でのオーソリが通ったこととなり、その
まま「出荷日・お荷物伝票番号」が入力されることで、売上請求が自動でかかるようにな
ります。
※1・2同梱・分割処理の内容により、移動しない場合もあります。

2-4-3 受注ステータス「オーソリNG」への自動移行

オーソリの与信につきまして、クレジットカードでの決済はRMSでの処理となり、「オーソリ
NG」の受注ステータスに自動で遷移しません。
例えば、オーソリNGの場合「楽天処理中」のステータスのままとなり、決済方法などの注

文情報の変更は楽天市場と注文者様間で行われますので、最終的に注文が取り消され
た場合は「キャンセル」ステータスに移行します。「オーソリNG」としての受注ステータス
は楽天市場のクレジットカード決済では使用しなくなります。

ご確認ください！

●分割後、親注文・子注文に分かれた際に、親注文のみ「注文確認ボタン」をクリックしていない場合、RMSと連動せず「発送待ち」ステータスへ移

動しなくなります。必ず、親・子注文ともに「注文確認ボタン」のクリックをお願いいたします。

※メールを送信する場合は、分割をする前に行ってください。

●決済方法が「楽天後払い」の場合、同梱することはできません。

●同梱処理は「注文確定」のステータスにある時に行って下さい。
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ＳＴＥＰ2：楽天ペイ時の受注管理

2-5 よくあるご質問

Q1 楽天ペイ用のサンクスメールを設定しましたが、切り替えは自動でできますか？

申し訳ございません。自動での切り替えは行っておりません。

一度、楽天ペイ用のメールを作成後、楽天ペイ切り替え直後【 各種設定 ＞ マスタ管理 ＞ メール設定 ＞ メールクリック ＞注文受付時
自動メール配信設定 】よりメールの切り替えをお願いいたします。

A1

Q2 「注文確認ボタン」をクリックしても「注文確定」ステータスから、15分経過しても変更されません。

楽天市場でのAPIエラーが発生している場合、「注文確認ボタン」をクリックした後、「楽天処理中」のステータスに移動しない場合がございます。
その場合、楽天市場でのエラーが解消後、再度「注文確認ボタン」をクリックし、「楽天処理中」へ移動するようになります。
※楽天市場でエラーが発生している場合、アラートが表示されます。A2

2-4-4 サンクスメールの自動送信タイミング

サンクスメールの送信タイミングは、以前はオーソリ通過後でしたが、楽々通販2に受注
が取り込まれた後15分に一度の周期でメール生成を行い、送信されます。

2-4 楽天ペイ後の変更項目

1.出荷予定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、自動送信されます。

※後払い決済で、オーソリが必要な場合、オーソリ後に送信されます。

Q3 楽天ペイ前・楽天ペイ後の注文を見分ける方法はありますか？

楽々通販2の表示に、楽天ペイ前・後の記載はありません。
店舗様により楽天ペイ切替日が違いますので、「注文日時」よりご判断いただきますようお願いいたします。A3

Q4 「楽天処理中」にクレジットカード、Applepayでの金額の変更はどうすればいいでしょうか？

「楽天処理中」の場合、金額変更はできません。
「楽天処理中」を通過後、金額変変更をお願いいたします。A4
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ＳＴＥＰ2：楽天ペイ時の受注管理

2-5 よくあるご質問

Q5 受注APIのエラーリストなどはありますか？

楽天市場のエラーメッセージを表示していますので、楽々通販2独自のエラーメッセージはございません。
楽天市場のエラーメッセージリストは以下のURLからご確認ください。

（RMSのログイン後、拡張サービス一覧＞4 WEB APIサービスをクリック後以下のURLをクリックしてください）
https://webservice.rms.rakuten.co.jp/merchant-portal/view?contents=/ja/common/1-
1_service_index/rakutenpayorderapi/rakutenpaymsgcodereference

A5

Q6 オーソリNGの場合、店舗にも連絡が送信されますか？

オーソリNGの場合、楽天市場から店舗様にオーソリNGについてのメールは送信されません。

オーソリNGの場合「楽天処理中」のステータスのままとなり、決済方法などの注文情報の変更は楽天市場と注文者様間で行われますので、
7日間、注文者様が決済方法を変更されない場合、8日目に注文が楽天市場より取り消され、「キャンセル」ステータスに自動移行します。

A6

Q7 楽天ペイ導入前に使用していたRMSライセンスキーは消さなくてもいいですか？

楽天ペイ導入前のRMSライセンスキーが入力されている状態ですと、「 RMSパートナーライセンスキーの認証に失敗しました。 」という
アラートとメールが届いてしまう場合がございます。

楽天ペイを導入後、店舗設定にて楽天ペイ用のRMSライセンスキーを入力、楽天ペイ導入設定を「導入済」、楽天ペイ切替日を設定していただ
きましたら、楽天ペイ導入前に使用していたRMSライセンスキーは、削除していただきますようお願いいたします。

※楽天ペイに切り替える前の注文に対して受注処理をする際に必須となります。
もしも、まだ楽天ペイ切り替える前の注文がある場合は削除しないでください。

A7

Q8 メーカー直送などで伝票番号がわからない場合、どうすればいいですか？

楽天市場でのご注文に対し、お荷物伝票番号と出荷日が入力されていないと、売上請求ができなくなってしまいます。

もしお荷物伝票番号・出荷日が空欄のご注文がありましたら、受注一覧＞注文検索より、「問い合わせ番号空」にチェックを入れていただき、
お荷物伝票番号等が空欄になっている注文に対し、処理パネルより、「問い合わせ番号更新」に「出荷済」などの文言を、
「日付更新」の「出荷日」に日付を設定していただきますようお願いいたします。

A8
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ＳＴＥＰ2：楽天ペイ時の受注管理

2-5 よくあるご質問

Q9 Yahoo!やメイクショップ、wowma、楽天の注文が混ざっている時、「全選択」にチェックをいれて「注文確認」を

クリックしても大丈夫ですか？

「注文確認」をクリックする際に、楽天市場の注文だけ自動的にフィルタリングされます。
ですので、楽天市場以外の他のモールの注文にもチェックが入っている状態で「注文確認」をクリックしていただいても大丈夫です。
ご安心ください。

A9

Q10 同梱・分割処理はいつ行えばいいですか？

同梱・分割の処理を行うと、送料などの金額が変わりますので、「注文確認」をクリックする前に、処理をしていただきますようお願いいたします。

A10

Q11 同梱処理を行った場合、同梱した注文全てに同じ伝票番号や発送日がRMSに反映されますか？

同梱処理をしていただいた注文に対して、楽々通販2上で伝票番号や発送日を入力していただきますと、
同梱した注文すべてに同じ発送日、伝票番号がRMSに反映されますので、ご安心くださいませ。A11

Q12 楽天ペイ前の予約注文について。

楽天から「オーソリが切れた」との連絡が来ましたが、楽々通販2ではどのような操作をすればよいでしょうか？

該当の注文の「注文詳細画面」から「分割回数・決済ステータス取得」をクリックしていただきますようお願いいたします。
そうしていただくことで、楽々通販2に、決済の最新の情報が取り込まれます。

※楽天ペイに切り替える前のLicensekeyが楽々通販2の「店舗設定」の中の「Licensekey」に入力されていない場合は取り込まれませんので、
入力してくださいますようお願いいたします。

A12

16

Q13 前払い系の注文について。

「楽天処理中」に注文があるとき、金額変更してしまいました。どうなりますか？

前払い系の注文に対し「注文確認ボタン」をクリックし「楽天処理中」にステータス移動しましたら、
その時点で購入者に支払番号等が記載されたメールが送られます。

もし「楽天処理中」に金額変更してしまった場合は、再度支払番号等が記載されたメールが送られます。

減額の場合は購入者起因か店舗起因かで手数料を負担する先が変わりますが、増額の場合は購入者に手数料を負担してもらい、
銀行振込をしていただく形となりますので、「楽天処理中」で金額変更をしないようご注意ください。

A13



ＳＴＥＰ2：楽天ペイ時の受注管理

2-5 よくあるご質問

Q14 支払済みの注文に対して金額変更をしたい場合どうすればいいでしょうか？

楽々通販2より、該当の注文の「注文詳細画面」から、送料を変更したい場合は「送料」を、
商品自体の金額を変更したい場合は「商品単価」より金額を変更し、「注文情報」を保存をクリックしてください。
再び楽天処理中ステータスへ戻り、再度RMSでの処理が入ります。

※決済方法により異なりますが、購入者に対して返金、または増額の手続きをする必要が出てきます。
返金の場合は、楽天から購入者に向けて返金申請のメールが送信されます。

[受注管理] 【楽天ペイ版】キャンセル、金額変更が発生した際にどのような手段で返金されますか？（RMSのログインが必要です）
https://navi-manual.faq.rakuten.net/order/000007751

また、後払い決済での金額変更では、金額変更の発生のタイミング・発生の理由により、手数料が追加で発生する場合があります。
[受注管理] 注文内容の金額を変更する場合（RMSのログインが必要です）
https://navi-manual.faq.rakuten.net/order/000009718?l-id=SearchResult

A14

17

Q15 受注ステータスが別々の注文を同梱できますか？

受注ステータスが別々の注文を同梱する場合、金額変更などの注文情報がRMSに正常に連動できない場合がありますので、
別々のステータスの注文の同梱はしないようにお願いします。

同梱処理につきまして、「注文確認ボタン」をクリックする前に同梱処理をしていただきますようお願いいたします。

A15

Q16 オーソリNGになった注文について。

購入者が決済方法を変更しましたが、楽々通販2ではまだ前の決済方法のままです。

楽々通販2ではどのタイミングで決済方法名が変更されますか？

決済方法の変更については、ステータスが「楽天処理中」から出たら楽々通販2に反映されます。
ご安心ください。A16

Q17 「注文確認ボタン」はどのタイミングでクリックすればいいですか？

「注文確定」のステータスにあり、注文情報を変更しないことを確認してからクリックしてください。

楽天ペイに切り替わりますと、「注文確認ボタン」をクリックしたあとは楽天が決済処理を行います。
「注文確認ボタン」をクリックする前には十分な確認をお願いいたします。

「注文確認ボタン」の重要性をご理解いただきますようお願いいたします。

A17

https://navi-manual.faq.rakuten.net/order/000007751
https://navi-manual.faq.rakuten.net/order/000009718?l-id=SearchResult


変更履歴

ページ 更新日 更新内容

9 2018/11/01 売上請求について、過去の出荷日の場合を追記。

14 「よくあるご質問」にQ6追記。

12 2018/11/02 「分割」の項目について、メール送信の場合を追記。

14 2018/11/16 「よくあるご質問」にQ7追記。

14 2018/12/13 「よくあるご質問」にQ8追記。

2019/02/01 全ページ文言修正。

10 2019/04/02 金額変更について追記。

11 自動キャンセルについて追記。

14 「よくあるご質問」Q7に追記。

15 「よくあるご質問」にQ9追記。

4 2019/04/05 楽天後払いについて追記。

5 「RMS配送方法名」について追記。

12 2019/04/19 「2-4-2 同梱・分割処理」に楽天後払いについて追記。

15 「よくあるご質問」にQ10追記。

「よくあるご質問」にQ11追記。

15 2019/04/25 「よくあるご質問」にQ12追記。

9 2019/05/17 「注文確認ボタン」について追記。

15 2019/05/22 「よくあるご質問」にQ13追記。

11 2019/05/24 注文キャンセルについて追記。

12 2019/05/27 同梱について追記。

16 「よくあるご質問」にQ14追記。

「よくあるご質問」にQ15追記。

「よくあるご質問」にQ16追記。

「よくあるご質問」にQ17追記。

4 2019/09/09 「楽天ペイ注文確認フラグ」について追記。
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