
『ゆうパックプリントＲ』は、日本郵便株式会社がお客さまに無料で提供する、ゆうパックや郵便商品の送り状
をパソコンで印刷するためのソフトウェアです。

ゆうパックプリントＲを　以降 『ゆうプリＲ』 と表記します。

本資料は、「６．フィルタ設定説明書」の別冊としてご利用ください。
ゆうプリRのフィルタ設定で標準で装備しているフォーマットの項目を一覧にいたしました。
楽天やAmazon等のフォーマットについては、「７．楽天、アマゾン等の各社注文データ取込操作」を
参照ください。

６－１．フィルタ設定別冊（フォーマット一覧）

２０２３年３月２２日

日本郵便株式会社

お客さま向け送り状発行システム



■改版履歴

No 更新日
1 2016.6.16 　初版

2 2016.8.30 ・「①ゆうパック標準取込データの取り込み設定」のご依頼主情報の設定に関する記述誤りを修正（1-1頁）

・「①ゆうパック標準取込データの取り込み設定」のお届け先敬称の設定に関する記述誤りを修正（1-1頁）

・「①ゆうパック標準取込データの取り込み設定」の「５．お問い合わせ番号付データの取り込み」に

　関する説明を追加（1-1頁）および頁追加（1-3頁）

・「②ゆうパック標準取込データ　フィルタ設定項目一覧」の囲み文字の説明を修正（2-1頁）

・「②ゆうパック標準取込データ　フィルタ設定項目一覧」のNo1、No8、No27、No44、No49の

　コンビニ等受取の設定値に関する修正（2-1頁～2-5頁）

・「③郵便・ゆうパック標準取込データの取り込み設定」を追加

・「④郵便・ゆうパック標準取込データ　フィルタ設定項目一覧」を追加

・上記③④の追加に伴い、項目番号及び頁番号の変更

3 2016.11.15 ・「③郵便・ゆうパック標準取込データの取り込み設定」に商品番号、商品を固定値優先にする場合の

　設定方法を追記（3-1頁）

・「③郵便・ゆうパック標準取込データの取り込み設定　６．フィルタ設定」で変更可能な項目に

　「明細数」を追加（3-2頁）

・「④郵便・ゆうパック標準取込データ　フィルタ設定項目一覧」の明細数を修正（4-1頁）

・「④郵便・ゆうパック標準取込データ　フィルタ設定項目一覧」のNo81～No85の補足情報に

　固定値優先の文言を追加（4-9頁）

4 2017.1.25 ・「新DENFD予約　出力フィルタ設定項目一覧」を追加（9-1～9-3頁）

・「新DENFD確定　出力フィルタ設定項目一覧」を追加（10-1～10-3頁）

5 2017.2.10 ・「②ゆうパック標準取込データ　フィルタ設定項目一覧」　下記Noの記載内容を修正

　　（No6、18、19、22、26、42、44～50）認証番号に関する記載を削除

・「④郵便・ゆうパック標準取込データ　フィルタ設定項目一覧」　下記Noの記載内容を修正

　　（No6、7～9、12、18、21、25～26、34、37～38、40～44、48、51～52、73～76、78～79）

　　認証番号に関する記載を削除

・「ゆうパック標準取込データ　フィルタ設定項目一覧」　

　　お届け先住所３への取り込み方法を追記（2-6頁）

・「郵便・ゆうパック標準取込データ　フィルタ設定項目一覧」

　　お届け先住所３への取り込み方法を追記（4-11頁）

・「⑥DENFD予約　出力フィルタ設定項目一覧」のフォマット及び記載内容の修正（6-1頁～6-6頁）

・「⑧DENFD確定　出力フィルタ設定項目一覧」のフォマット及び記載内容の修正（8-1頁～8-6頁）

6 2017.9.5 ・「②ゆうパック標準取込データ　フィルタ設定項目一覧」（2-2頁）

　「No18　お届け先住所」について150バイトまで取り込み可能とし、住所～住所３へ自動分割と修正

　「コンビニ等受取の設定値」に関する記載を修正

・「②ゆうパック標準取込データ　フィルタ設定項目一覧」（2-4頁～2-6頁）

　「ゆうプリRのお届け先住所３への取り込み方法」の記述を削除

・「③郵便・ゆうパック標準取込データの取り込み設定」（3-1頁）

　「６．商品明細情報を固定値優先で取り込みする方法」の画面差し替えおよび固定値で設定した場合の

　明細数に関する説明を追記

・「④郵便・ゆうパック標準取込データ　フィルタ設定項目一覧」（4-2～4-3頁）

　「No13～15　お届け先住所」について150バイトまで取り込み可能とし、住所～住所３へ自動分割と修正

　「コンビニ等受取の設定値」に関する記載を修正

・「④郵便・ゆうパック標準取込データ　フィルタ設定項目一覧」（4-8頁～4-9頁、4-11頁）

　「ゆうプリRのお届け先住所３への取り込み方法」の記述を削除

7 2018.3.1 ・「⑥DENFD予約　出力フィルタ設定項目一覧」のフォマット及び記載内容の修正（6-1頁～6-6頁）

・「⑧DENFD確定　出力フィルタ設定項目一覧」のフォマット及び記載内容の修正（8-1頁～8-6頁）

・「⑨新DENFD予約　出力フィルタ設定項目一覧」のフォマット及び記載内容の修正（9-1頁～9-3頁）

・「⑩新DENFD確定　出力フィルタ設定項目一覧」のフォマット及び記載内容の修正（10-1頁～10-3頁）

8 2018.5.29 ・ 目次に「⑪楽天ペイ発送完了報告　出力フィルタ設定項目一覧」を追加（目次頁）

・「楽天ペイ発送完了報告　出力フィルタ設定項目一覧」を追加（11-1頁）

9 2018.9.1 ・「②ゆうパック標準取込データ　フィルタ設定項目一覧」の修正（2-2頁、2-6頁）

・「④郵便・ゆうパック標準取込データ　フィルタ設定項目一覧」の修正（4-10頁）

・「⑤ｅ-発行Business　出力フィルタ設定項目一覧」の修正（5-2頁、5-5頁）

・「⑥DENFD予約　出力フィルタ設定項目一覧」の修正（6-3頁）

・「⑧DENFD確定　出力フィルタ設定項目一覧」の修正（8-3頁）

・「⑨新DENFD予約　出力フィルタ設定項目一覧」の修正（9-2頁）

・「⑩新DENFD確定　出力フィルタ設定項目一覧」の修正（10-2頁）

・「⑪楽天ペイ発送完了報告　出力フィルタ設定項目一覧（11-1頁）

更新内容



No 更新日
10 2019.10.1 ・フォマット名称　「ゆうパック標準取込」⇒「標準フォーマットv1」変更に伴う名称の修正

　（1-1～1-3頁、2-1～2-6頁）

・フォマット名称　「郵便・ゆうパック標準取込」⇒「標準フォーマットv2」変更に伴う名称の修正

　（3-1～3-3頁、4-1～4-10頁）

・「⑤標準フォーマットv3データの取り込み設定」を追加

・「⑥標準フォーマットv3データ　フィルタ設定項目一覧」を追加

・上記⑤⑥の追加に伴い、項目番号及び頁番号の変更

11 2020.10.1 ・「お届け予定メール」「ご不在連絡メール」「郵便局留めメール」「お届け完了メール」

　名称変更に伴い、項目名を修正（2-3頁、4-3～4-5頁、6-3～6-5頁、7-2～7-3頁、7-5～7-6頁、

　8-4～8-5頁、10-4～10-5頁、11-2～11-3頁、12-2～12-3頁）

12 2022.3.25 ・指定場所ダイレクトサービス開始による補足事項等の修正。

　（2-1頁、2-2頁、2-4頁、2-5頁、4-2頁、4-3頁、4-4頁、4-5頁、4-6頁、4-8頁、4-9頁、4-10頁、

　　6-2頁、6-3頁、6-4頁、6-5頁、6-6頁、6-8頁、6-9頁、6-10頁、11-3頁、12-3頁）

13 2023.3.22 ・「取込み時の変換設定」画面の差し替え（1-3頁、3-3頁、5-3頁）

・ポスパケットの項目削除（9-3頁）

更新内容
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目次

２ 標準フォーマットv1データ フィルタ設定項目一覧

４ 標準フォーマットv2データ フィルタ設定項目一覧

５ 標準フォーマットv3データの取り込み設定

１ 標準フォーマットv1データの取り込み設定

３ 標準フォーマットv2データの取り込み設定

６ 標準フォーマットv3データ フィルタ設定項目一覧

７ e-発行Business 出力フィルタ設定項目一覧

８ DENFD予約 出力フィルタ設定項目一覧

10 DENFD確定 出力フィルタ設定項目一覧

９ ゆうプリ出荷予定/実績データ 出力フィルタ設定項目

11 新DENFD予約 出力フィルタ設定項目一覧

12 新DENFD確定 出力フィルタ設定項目一覧

13 楽天ペイ発送完了報告 出力フィルタ設定項目一覧



ゆうプリRでは、ゆうパックに特化した取り込みデータを、標準で取り込み出来る設定をご用意してあります。
取り込みするファイルは、取り込み設定に合わせて固定レイアウトで用意いただきます。

１．取り込みが出来るデータ

標準フォーマットv1フィルタに合わせたレイアウトのファイル

２．お客様指定配送種類の設定

標準フォーマットv1設定で取り込みする際、取り込みデータの値から情報を変換して設定を行います。
この<お客様指定配送種類>の情報を使用して郵便種別や送り状種別を決定します。

３．ご依頼主情報の設定

標準でご用意している取り込み設定では、ご依頼主の情報は取り込みデータから設定します。
ご依頼主の情報を任意の情報で固定する場合は、別紙〔７．楽天・Amazon等の各社注文データ
取り込み操作　⑦依頼主情報を固定情報で取り込みする方法〕を参照ください。
コンビニ受取をご利用の場合は、出店者情報を設定していただくことでコンビニ受取の場合は、
出店者の情報がご依頼主に設定され、通常のデータは取り込みデータのご依頼主情報を設定します。
出店者情報の設定は、別紙〔４．初期設定機能説明書　1-1-6〕を参照してください。

４．お届け先の敬称について

お届け先の敬称区分の設定については、別紙〔７．楽天・Amazon等の各社注文データ取り込み操作
⑧お届け先の敬称を設定する方法〕を参照ください。

５．お問い合わせ番号付データの取り込み

標準フォーマットv1フィルタでは、お問い合わせ番号付データの取り込みが可能です。
お問い合わせ番号付きのデータを取り込みする場合は、予めユーザー管理マスタの<ユーザー管理②>で
お問い合わせ番号付きデータ取込みを’使用する’に設定後、フィルタの作成を行ってください。

1-1

１ 標準フォーマットv1データの取り込み設定



６．フィルタ設定

(1) フォーマット種別の選択

※ 「フォーマット種別」選択後、<フィルタ名>、<取込ファイルパス>以外の項目は変更出来ません。
また、各項目の取り込み設定についても変更は出来ません。

※ 列見出し「あり」となっていますが、取り込みするデータに列見出しは不要です。
※ 囲み文字は、ダブルクォーテーション、囲み文字なしのどちらでも利用できます。

1-2

①

「新規」ボタンをクリックします。

②

<フィルタの種類>に’発送データ’、

’詳細編集’を選択し「ＯＫ」ボタンを

クリックします。

③

<フィルタ名>を入力します。

④

<フォーマット種別>に

’標準フォーマットv1’を

選択します。

⑤

「参照」ボタンをクリックして取り込み

するファイルを選択します。

１ 標準フォーマットv1データの取り込み設定



(2) お客様指定配送種類の設定
取り込みしたデータのお客様指定配送種類から、送り状種別の条件を設定します。

■ お客様指定配送種類のバリエーション

お客様指定配送種類に取り込みする値は、特に決まりはありません。
取り込みデータに設定されている値を<お客様指定配送種類>に取り込みます。
各バリエーション毎で使用したい送り状種別を指定することで、取り込み時に自動で
送り状種別が割り振られます。
※ ゆうパック一体型ラベル、ゴルフ・スキー・空港ラベルは設定できません。

■ 複数個口データの作成
標準フォーマットv1設定でコンビニ等受取データを取り込みした場合、
全て１個口で取り込まれます。取り込み後に変更も出来ません。
通常データの場合は、複数個口のデータで取り込みが可能です。
取り込み後に複数個口数の変更も行えます。
通常データの複数個口への変更方法は、以下のマニュアルを参照ください。
別紙〔５．操作説明書　　2-2未印刷のデータを複数個口データに変更する〕

1-3

⑥

「条件設定」ボタンをクリックします。

⑦

<お客様指定配送種類>に直接入力を行い、設定する<郵便種別>、<保冷種別>、

<元／着払／代引>、<書留／セキュリティ>、<送り状種別>を選択します。

上記設定の一例

<お客様指定配送種類>が’元払い’の場合、以下を一括で設定します。

郵便種別：’ゆうパック’、保冷種別：’保冷なし’、

元／着払／代引：’元払い’、書留／セキュリティ：’なし’、

送り状種別：’ゆうパックシート（Ａ４・２宛分）（ユ00780）’

⑧

設定完了後「適用」ボタンを

クリックします。

Note

１ 標準フォーマットv1データの取り込み設定



１．<標準フォーマットv1データ取込設定>

データ種類 ： 標準フォーマットv1データ 囲み文字 ： なし（「,」カンマを文字として利用する場合は、全項目に囲み文字

フォーマット種別 ： 標準フォーマットv1 （「"」ダブルクォーテーション）が必要です。

データ形式 ： カンマ、タブ区切り 文字コード ： Shift-JISまたはUTF-8 データ種別 ： 固定明細（明細数：３）

列見出し ： あり（実際のデータには不要） 重量 ： g データ項目数 ：

区切り文字 ： カンマ

※ 未使用項目でも、カラムとして存在する必要があります。 <標準フォーマットv1データ>

2-1

13
ご依頼主郵便番号 ご依頼主の郵便番号

半角7桁のみ、ハイフン不可
ご依頼主 郵便番号 - 荷送人郵便番号（通販ショップ郵便番号）

12
ご依頼主電話番号 ご依頼主の電話番号

半角のみ、ハイフン可
ご依頼主 電話番号 - 荷送人電話番号（通販ショップ電話番号）

11

ご依頼主名 ご依頼主名
全角50文字もしくは半角100文字
（全半角混在可）

ご依頼主 名称
ご依頼主 名称2

「ご依頼主 名称」「ご依頼主 名称2」に自動
分割で取り込み。

荷送人名称（通販ショップ名）

10 予備５ 未使用項目（カラムは必要） - - -

9 予備４ 未使用項目（カラムは必要） - - -

8

お客様側管理番号 お客さま側で運用されている管理番号等 お客様側管理番号 お客さま側で運用されている管理番号等 「44 通販業者コード」が"510001"(楽天市場)の場合
は、楽天データの受注番号の最初のハイフン以降の右
詰め15桁がセットされる前提とする。

7

お問い合わせ番号 12桁のお問い合わせ番号
（お問い合わせ番号付きデータ取り込みの場合
は必須）

お問い合わせ番号 - null（お問い合わせ番号付きデータ取込みの場合のみ
必須です）

6

伝票個数 複数個口数 複数個口数 - 「43 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込みする。
「43 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
「1」固定で取り込みする。

5 予備３ 未使用項目（カラムは必要） - - -

4 予備２ 未使用項目（カラムは必要） - - -

3 予備１ 未使用項目（カラムは必要） - - -

2

発送予定日 予約データ:発送予定日(YYYYMMDD)
(100日後まで指定可能)
確定データ：発送日(YYYYMMDD)

発送予定日
発送日

ゆうプリRが取り込み可能な日付形式で取り込
みが出来ます。別紙「８．入出力インター
フェース仕様書」を参照ください。

-

1

予約・確定識別コード 予約データ/確定データの識別コード
DENYOYAKU:予約データ
DENKAKUTEI:確定データ

予約・確定識別コード DENYOYAKU:予約データ、DENKAKUTEI:確定デー
タのいずれかを設定する。それ以外の場合は
「DENYOYAKU」を設定する。

※設定は必須ではありません。

51

No データ項目 データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 コンビニ等受取の設定値

２ 標準フォーマットv1データ フィルタ設定項目一覧



<標準フォーマットv1データ>

2-2

26

損害要償額 セキュリティサービスの損害要償額。
上限は50万円まで。

書留 損害要償額 - 「43 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
null固定。（セキュリティ利用不可）
"null"or"0"以外はエラー

25
品名３ 全角25文字もしくは半角50文字

（全半角混在可）
品名（品名明細３に取
り込み）

- 全角25文字もしくは半角50文字
（全半角混在可）

24
品名２ 全角25文字もしくは半角50文字

（全半角混在可）
品名（品名明細２に取
り込み）

- 全角25文字もしくは半角50文字
（全半角混在可）

23
品名１ 全角25文字もしくは半角50文字

（全半角混在可）
品名（品名明細１に取
り込み）

- 全角25文字もしくは半角50文字
（全半角混在可）

22

消費税額等 代金引換金額にかかる消費税額等 代引消費税金額 - 代金引換金額にかかる消費税額等
№43が"1"or"3"で代引引換金額＜消費税額等の場合、
取込不可。

21

代金引換金額 代金引換金額（税込） 代引金額 - 代金引換金額（税込）
№43が"1"or"3"で0円の場合は取込不可＋上限金額30万
円より大きい場合、取込不可。

20

お届け希望時間帯 お届け希望時間帯
00:なし
51:午前中 　　52:12～14時
53:14～16時 　54:16～18時
55:18～20時   56:20～21時
57:19～21時

配達時間帯区分 - null（指定できません）
配達時間帯区分がある場合は、取込不可。

19
お届け希望年月日 お届け希望年月日 配達希望日 - null（指定できません）

配達希望日がある場合は、取込不可。

18

お届け先住所 お届け先の住所
全半角150文字
（全半角混在可）

お届け先 住所
お届け先 住所2
お届け先 住所3

「お届け先 住所」「お届け先 住所2」「お届
け先 住所3」へ自動分割で取り込み

住所内に”ローソン”、”ミニストップ”、”ファミ
リーマート”の文字列が含まれている場合、上記文字
列含め以降をカットして取込む。

17
お届け先郵便番号 お届け先の郵便番号

半角7桁、ハイフン不可
お届け先郵便番号 - コンビニ店舗、郵便局、はこぽすの郵便番号

16
お届け先電話番号 お届け先の電話番号

半角、ハイフン可
お届け先電話番号 - 受取人様の電話番号

15

お届け先名 お届け先名
全角50文字もしくは半角100文字
（全半角混在可）

お届け先 名称
お届け先 名称2

「お届け先 名称」「お届け先 名称2」へ自動
分割で取り込み

受取人様名称

14

ご依頼主住所 ご依頼主の住所
全角75文字もしくは半角150文字
（全半角混在可）

ご依頼主 住所
ご依頼主 住所2
ご依頼主 住所3

「ご依頼主 住所」「ご依頼主 住所2」「ご依
頼主 住所3」へ自動分割で取り込み

荷送人住所（通販ショップ住所）

No データ項目 データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 コンビニ等受取の設定値

２ 標準フォーマットv1データ フィルタ設定項目一覧



<標準フォーマットv1データ>

2-3

41 予備１０ 未使用項目（カラムは必要） - - null　【非取込項目】

40 予備９ 未使用項目（カラムは必要） - - null　【非取込項目】

39 予備８ 未使用項目（カラムは必要） - - null　【非取込項目】

38 予備７ 未使用項目（カラムは必要） - - null　【非取込項目】

37
ご依頼主 メールアドレ
ス

ご依頼主 メールアドレス
（お届け完了メールサービスで使用）

ご依頼主 メールアドレ
ス1

- null（設定できません）

36

お届け先 メールアドレ
ス

お届け先 メールアドレス
（お届け予定メールサービス・ご不在連絡メー
ルサービスで使用）

お届け先 メールアドレ
ス1

- null（設定できません）

35 予備６ 未使用項目（カラムは必要） - - null　【非取込項目】

34
ご不在連絡メールサー
ビス

ご不在連絡メールサービス申込み
0：なし　1：あり

ご不在連絡メール利用
区分

- 固定値:0（設定できません）
"null"or"0"以外はエラー

33
お届け完了メールサー
ビス

お届け完了メールサービス申込み
0：なし　1：あり

お届け完了メール利用
区分

- 固定値:0（設定できません）
"null"or"0"以外はエラー

32
お届け予定メールサー
ビス

お届け予定メールサービス申込み
0：なし　1：あり

お届け予定メール利用
区分

- 固定値:0（設定できません）
"null"or"0"以外はエラー

31
フリー項目４ 全角25文字もしくは半角50文字

（全半角混在可）
フリー項目04 - 全角25文字もしくは半角50文字

（全半角混在可）

30
フリー項目３ 全角25文字もしくは半角50文字

（全半角混在可）
フリー項目03 - 全角25文字もしくは半角50文字

（全半角混在可）

29
記事２ 全角25文字もしくは半角50文字

（全半角混在可）
記事名2 - 全角25文字もしくは半角50文字

（全半角混在可）

28
記事１ 全角25文字もしくは半角50文字

（全半角混在可）
記事名1 - 全角25文字もしくは半角50文字

（全半角混在可）

27

サイズ ゆうパックのサイズ
 60サイズ…"060"　 80サイズ…"080"
100サイズ…"100"　120サイズ…"120"
140サイズ…"140"　160サイズ…"160"
170サイズ…"170"

商品サイズ/厚さ区分 - ゆうパックのサイズ
（コンビニ等受取の利用可能なサイズを超える指定は
できません）
コンビニ受取、はこぽすの場合は、3辺の合計が100cm
まで。

No データ項目 データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 コンビニ等受取の設定値

２ 標準フォーマットv1データ フィルタ設定項目一覧



<標準フォーマットv1データ>
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45

コンビニコード (コンビニ等判別コードが"1"～"5"の場合)
引取店舗のコンビニ等コード。

(コンビニ等判別コードが"6"の場合)
指定場所ダイレクト 指定場所第２希望

宅配ボックス…"01"
玄関前…"02"
玄関前鍵付容器…"03"
ポスト(郵便受箱)…"04"
メータボックス…"05"
物置…"06"
車庫…"07"

コンビニ等受取 コンビ
ニコード

※ コンビニ受取の場合、必須。

「43 コンビニ等判別コード」が「6」の場合、
"01"～"07"以外はエラー。
NULLの場合、空欄(希望なし)として設定。

「43 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
地図ASP／店舗マスタのコンビニ等コードを設定
必須チェック　＋　半角4桁　以外　または
半角数値以外の場合、取込不可。

44

通販業者コード (コンビニ等判別コードが"1"～"5"の場合)
当社から付定する通販業者コード

(コンビニ等判別コードが"6"の場合)
指定場所ダイレクト 指定場所第１希望

宅配ボックス…"01"
玄関前…"02"
玄関前鍵付容器…"03"
ポスト(郵便受箱)…"04"
メータボックス…"05"
物置…"06"
車庫…"07"

コンビニ等受取 通販業
者コード

「43 コンビニ等判別コード」が「6」の場合、
"01"～"07"以外 or NULLの時は、取込不可。

「43 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
当社から付定する通販業者コード
必須チェック　＋　半角6桁　以外　または
半角数値以外の場合、取込不可。
楽天の場合は、"510001"固定

43

コンビニ等判別コード コンビニ等判別コード 0 or null：通常受取
1：コンビニ受取（店頭決済あり）
2：コンビニ受取（店頭決済なし）
3：局窓口受取（店頭決済あり）
4：局窓口受取（店頭決済なし）
5：はこぽす
6：指定場所ダイレクト

"1"～"6"以外はエラー
"0"or"null"の場合は、通常受取としてのチェックを行
う

42

自由使用欄 代金引換まとめ送金サービスをご利用の場合に
ご精算書データに反映される項目。
全角25文字もしくは半角50文字
（全半角混在可）

フリー項目01 - 「43 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」でNULLの
場合、取込不可。また、30バイトより多いか、半角英
数字と符号以外の場合、取込不可。

No データ項目 データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 コンビニ等受取の設定値

２ 標準フォーマットv1データ フィルタ設定項目一覧



<標準フォーマットv1データ>
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51 予備１１ 未使用項目（カラムは必要） - - null　【非取込項目】

50

お客様指定配送種類 商品種別や送り状等を指定する任意の文字列
全角10文字もしくは半角20文字
（全半角混在可）

お客様指定配送種類 - -

49

認証番号 コンビニ端末等で受け取る際に必要な認証番号 コンビニ等受取 認証番
号

※ コンビニ受取の場合、必須。 任意の数値の番号をセット
※7桁以上を推奨
※はこぽすの場合、7桁～11桁の番号
No.44　通販業者コードが「510001(楽天市場)」の場合
は、楽天データの「受注番号」から算出し取得。
「43 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
そのまま取り込み。
「43 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」でNULLま
たは半角数字以外の場合、取込不可。また。11バイト
より多い場合、取込不可。

48

店舗名 引取店舗のコンビニ等店舗名。 コンビニ等受取 店舗名 ※ コンビニ受取の場合、必須。 地図ASP／店舗マスタのコンビニ等店舗名を設定
「43 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
そのまま取り込み。
「43 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」でNULLの
場合、取込不可。

47

店舗コード (コンビニ等判別コードが"1"～"5"の場合)
引取店舗のコンビニ店舗コード。

(コンビニ等判別コードが"6"の場合)
指定場所ダイレクト チャイムの有無

コンビニ等受取 店舗
コード

「43 コンビニ等判別コード」が「6」の場合
で、"0"、"1"以外はエラー。
NULLの場合は、空欄(希望無し)として設定。

「43 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
地図ASP／店舗マスタのコンビニ店舗コードを設定※局
窓口受取の場合は固定値：999999
「43 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
そのまま取り込み。
「43 コンビニ等判別コード」が「1」or「2」でNULLの
場合、取込不可。

46

コンビニ名 引取店舗のコンビニ名。全角20文字。 コンビニ等受取 コンビ
ニ名

※　「43 コンビニ等判別コード」が「1」or
「2」の場合、必須

地図ASP／店舗マスタのコンビニ事業者名を設定
※局窓口受取・はこぽすの場合は
  "日本郵便"固定　or　"Null"

「43 コンビニ等判別コード」が「1」or「2」or「5」
の場合、6バイトの半角英数字以外は取込不可(半角ス
ペースは可)。NULLは取込不可。
「43 コンビニ等判別コード」が「3」or「4」の場合、
6バイトの半角英数字以外は取込不可(半角スペースは
可)。ただし、NULLは取込可。
「43 コンビニ等判別コード」が「1」or「2」でローカ
ルマスタのコンビニ名と比較し、存在しない場合は、
取込不可。

No データ項目 データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 コンビニ等受取の設定値

２ 標準フォーマットv1データ フィルタ設定項目一覧



■ お客様指定配送種類について

「お客様指定配送種類」は、ゆうプリＲで以下の条件設定を行うために必要です。

・ゆうパック ・保冷なし ・元払い ・なし 使用する送り状を選択（※）

・ゆうメール ・チルド ・着払い ・簡易書留

・通常(定形) ・冷凍 ・代引き ・書留/セキュリティ

・通常(定形外) ・特定記録

・宛名ラベル

・配時指定(定形)

・配時指定(定形外)

・ゆうパケット

※ ゆうパック一体型ラベル、ゴルフ・スキー・空港ラベルは設定できません。

右記5項目を紐づけるた
めのキーとなる文字列

郵便種別や送り状ごと
文字列の設定が必要

2-6

お客様指定配送種類 郵便種別 保冷種別 元/着払/代引 書留/セキュリティ 送り状種別

２ 標準フォーマットv1データ フィルタ設定項目一覧



ゆうプリRでは、郵便やゆうパックの取り込みデータを、標準で取り込み出来る設定をご用意してあります。
取り込みするファイルは、取り込み設定に合わせて固定レイアウトで用意いただきます。

１．取り込みが出来るデータ

標準フォーマットv2フィルタに合わせたレイアウトのファイル

２．お客様指定配送種類の設定

標準フォーマットv2設定で取り込みする際、取り込みデータの値から情報を変換して
設定を行います。この<お客様指定配送種類>の情報を使用して郵便種別や送り状種別を決定します。

３．ご依頼主情報の設定

ご依頼主情報については、フィルタに固定値での設定を行うことが出来ません。
出店者情報を設定していただくことでコンビニ受取の場合は、出店者の情報がご依頼主に設定され、
通常のデータは取り込みデータのご依頼主情報を設定します。
出店者情報の設定は、別紙〔４．初期設定機能説明書　1-1-6〕を参照してください。

４．お届け先の敬称について

お届け先の敬称設定については、取り込みデータに敬称区分の値を設定することで
取り込み時に敬称を設定することが出来ます。敬称区分の値については、
別紙〔８．入出力インターフェース仕様書　⑦区分・種別コード一覧〕を参照ください。

５．お問い合わせ番号付データの取り込み

標準フォーマットv2フィルタでは、お問い合わせ番号付データの取り込みが可能です。
お問い合わせ番号付きのデータを取り込みする場合は、予めユーザー管理マスタの<ユーザー管理②>で
お問い合わせ番号付きデータ取込みを’使用する’に設定後、フィルタの作成を行ってください。

６．商品明細情報を固定値優先で取り込みする方法

明細情報の以下の項目については、フィルタ設定の固定値に値を設定することで取り込みデータの
値ではなく、固定値に設定した値を優先して取り込みを行います。

項目：商品番号、品名、個数、重量、単価、金額

※ ただし、本フォーマットは固定明細で３明細が初期値として設定されておりますので、
そのまま固定値を設定し取り込みしますと同じ品名が３つ取り込まれます。
品名を１つにする場合は、明細数を「１」に変更してください。

3-1

３ 標準フォーマットv2データの取り込み設定

固定値欄に設定した情報を優先して

データを取り込みします。



６．フィルタ設定

(1) フォーマット種別の選択

※ 「フォーマット種別」選択後、<フィルタ名>、<取込ファイルパス>、<列見出し>、「明細数」
以外の項目は変更出来ません。また、各項目の取り込み設定についても変更は出来ません。

※ 囲み文字は、ダブルクォーテーション、囲み文字なしのどちらでも利用できます。

3-2

①

「新規」ボタンをクリックします。

②

<フィルタの種類>に’発送データ’、

’詳細編集’を選択し「ＯＫ」ボタンを

クリックします。

③

<フィルタ名>を入力します。

④

<フォーマット種別>に

’標準フォーマットv2’を

選択します。

⑤

「参照」ボタンをクリックして取り込み

するファイルを選択します。

３ 標準フォーマットv2データの取り込み設定



(2) お客様指定配送種類の設定
取り込みしたデータのお客様指定配送種類から、送り状種別の条件を設定します。

■ お客様指定配送種類のバリエーション

お客様指定配送種類に取り込みする値は、特に決まりはありません。
取り込みデータに設定されている値を<お客様指定配送種類>に取り込みます。
各バリエーション毎で使用したい送り状種別を指定することで、取り込み時に自動で
送り状種別が割り振られます。
※ ゴルフ・スキー・空港ラベルは設定できません。

■ 複数個口データの作成
標準フォーマットv2設定でコンビニ等受取データを取り込みした場合、
全て１個口で取り込まれます。取り込み後に変更も出来ません。
通常データの場合は、複数個口のデータで取り込みが可能です。
取り込み後に複数個口数の変更も行えます。
通常データの複数個口への変更方法は、以下のマニュアルを参照ください。
別紙〔５．操作説明書　　2-2未印刷のデータを複数個口データに変更する〕
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⑥

「条件設定」ボタンをクリックします。

⑦

<お客様指定配送種類>に直接入力を行い、設定する<郵便種別>、<保冷種別>、

<元／着払／代引>、<書留／セキュリティ>、<送り状種別>を選択します。

上記設定の一例

<お客様指定配送種類>が’元払い’の場合、以下を一括で設定します。

郵便種別：’ゆうパック’、保冷種別：’保冷なし’、

元／着払／代引：’元払い’、書留／セキュリティ：’なし’、

送り状種別：’ゆうパックシート（Ａ４・２宛分）（ユ00780）’

⑧

設定完了後「適用」ボタンを

クリックします。

Note

３ 標準フォーマットv2データの取り込み設定



１．<標準フォーマットv2データ取込設定>

データ種類 ： 標準フォーマットv2データ 囲み文字 ： なし（「,」カンマを文字として利用する場合は、全項目に囲み文字

フォーマット種別 ： 標準フォーマットv2 （「"」ダブルクォーテーション）が必要です。

データ形式 ： カンマ、タブ区切り 文字コード ： Shift-JISまたはUTF-8 データ種別 ： 固定明細（明細数　最大30　初期値：3）

列見出し ： なし（有無の変更可能） 重量 ： g データ項目数 ：

区切り文字 ： カンマ

※ 未使用項目でも、カラムとして存在する必要があります。 <標準フォーマットv2データ>

4-1

7
保冷種別 保冷種別（チルドや冷凍等）を判別する区分

　・0：保冷なし　・1：チルド
　・2：冷凍

保冷種別 - "null"or"0"固定（設定できません）

6

郵便種別 郵便種別（ゆうパックや郵便等）を判別する区
分。
　・0：ゆうパック
　・1：ゆうメール
　・2：郵便(定形)
　・3：郵便(定形外)
　・6：宛名ラベル
　・7：配達時間帯指定郵便（定形）
　・8：配達時間帯指定郵便（定形外）
　・9：ゆうパケット

郵便種別 - "0"（ゆうパック）固定

5 発送予定時間区分 発送を行う予定時間区分を保持する区分 発送予定時間区分 - -

4
発送予定日 発送予定日（YYYYMMDD）

（100日後まで指定可能）
発送予定日
発送日

- -

3

代表お問い合わせ番号 現状、ご利用出来ません。 - - -

2

お問い合わせ番号 お問い合わせ番号
（お問い合わせ番号付きデータ取込の場合のみ
必須）

お問い合わせ番号 ※番号付きデータ取込の場合のみ使用。 -

1

お客様側管理番号 お客様側で運用されている管理番号等 お客様側管理番号 - 「72 通販業者コード」が"510001"(楽天市場)の場合
は、楽天データの受注番号の最初のハイフン以降の右
詰め15桁がセットされる前提とする

85

No データ項目 データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 コンビニ等受取の設定値

４ 標準フォーマットv2データ フィルタ設定項目一覧
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13

お届け先 住所 「お届け先の住所」「お届け先 住所２」「お
届け先 住所３」と合算し、150バイトまで可能

お届け先 住所
お届け先 住所２
お届け先 住所３

「お届け先 住所」「お届け先 住所2」「お届
け先 住所3」へ自動分割で取り込み

住所内に”ローソン”、”ミニストップ”、”ファミ
リーマート”の文字列が含まれている場合、上記文字
列含め以降をカットして取込む。

12 お届け先 郵便番号 お届け先の郵便番号 お届け先 郵便番号 - -

11
お届け先 検索キー 顧客データを紐づける（マスタ参照や登録を行

う）キーとなる顧客コード
お届け先 検索キー - -

10

送り状種別 送り状種別を指定する項目
操作説明書「８．入出力インターフェース仕様
書」を参照。

送り状種別 - 対応している送り状は以下のとおり
・1100783006（コンビニ受取用ゆうパックシート無地
(A4・2宛分)）
・1100783007（局窓用(店頭決済あり)ゆうパック無地
(A4・2宛分)）
・1100783008（局窓用(店頭決済なし)ゆうパック無地
(A4・2宛分)）
・1100572001（コンビニ受取用ゆうパックサーマル(共
用・L版)）
・1100572002（局窓用(店頭決済あり)ゆうパックサー
マル(共用・L版)）
・1100572003（局窓用(店頭決済なし)ゆうパックサー
マル(共用・L版)）
・1100555003（コンビニ受取ゆうパックハイブリッド
ラベル）
・1100555004（局窓用(店頭決済あり)ゆうパックハイ
ブリッドラベル）
・1100555005（局窓用(店頭決済なし)ゆうパックハイ
ブリッドラベル）

9

書留／セキュリティ／
特定記録種別

書留／セキュリティ／特定記録種別を判別する
区分
　・0：なし
　・1：簡易書留
　・2：書留／セキュリティ
　・3：特定記録

書留／セキュリティ／
特定記録種別

- "null"or"0"固定（設定できません）

8

元／着払／代引 元／着払／代引を判別する区分
　・0：元払い
　・1：着払い
　・2：代引き

元／着払／代引 - №71「コンビニ等判別コード」の値により、以下のと
おり設定する
・1…"0"（元払い）
・2…"0"（元払い）
・3…"2"（代引き）
・4…"0"（元払い）
・5…"0"（元払い）

No データ項目 データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 コンビニ等受取の設定値

４ 標準フォーマットv2データ フィルタ設定項目一覧
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23

お届け先 局留め郵便番
号

局留めの際の郵便局の郵便番号を指定する項目
（「お届け先 局留め区分」と同時に取り込み
を行う必要がある。）

お届け先 局留め郵便番
号

- 「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。
「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
null固定。

22

お届け先 局留め郵便局
名

局留めの際の郵便局を指定する項目
（「お届け先 局留め区分」と同時に取り込み
を行う必要がある。）

お届け先 局留め郵便局
名

- 「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。
「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
null固定。

21

お届け先 局留め区分 お届け先に局留めを設定する場合に使用する区
分
　・0：しない　・1：する

お届け先 局留め区分 - 「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。ただし、null,「0：なし」
「1：あり」以外は取込不可。

「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
0固定。

20

お届け先 メールアドレ
ス

お届け先 メールアドレス
（郵便局留めメール・お届け予定メール・ご不
在連絡メールを使用する場合に必須）

お届け先 メールアドレ
ス

- 「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。
「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
null固定。

19 お届け先 電話番号 お届け先の電話番号 お届け先 電話番号 - -

18

お届け先 敬称区分 お届け先の敬称区分
　・0：様　　・1：殿
　・2：御中　・3：行
　・4：係　　・5：宛

お届け先 敬称区分 - -

17

お届け先 名称２ お届け先の名称
（「お届け先 名称」と合算し、100バイトまで
可能）

お届け先 名称２ 自動分割（２分割） 名称１、名称２を結合後、２分割する。

16

お届け先 名称 お届け先の名称
（「お届け先 名称２」と合算し、100バイトま
で可能）

お届け先 名称 自動分割（２分割） 名称１、名称２を結合後、２分割する。

15
お届け先 住所３ 「お届け先の住所」「お届け先 住所２」「お

届け先 住所３」と合算し、150バイトまで可能
お届け先 住所
お届け先 住所２
お届け先 住所３

「お届け先 住所」「お届け先 住所2」「お届
け先 住所3」へ自動分割で取り込み

住所内に”ローソン”、”ミニストップ”、”ファミ
リーマート”の文字列が含まれている場合、上記文字
列含め以降をカットして取込む。

14

お届け先 住所２ 「お届け先の住所」「お届け先 住所２」「お
届け先 住所３」と合算し、150バイトまで可能

お届け先 住所
お届け先 住所２
お届け先 住所３

「お届け先 住所」「お届け先 住所2」「お届
け先 住所3」へ自動分割で取り込み

住所内に”ローソン”、”ミニストップ”、”ファミ
リーマート”の文字列が含まれている場合、上記文字
列含め以降をカットして取込む。

No データ項目 データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 コンビニ等受取の設定値

４ 標準フォーマットv2データ フィルタ設定項目一覧
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33

ご依頼主 名称２ ご依頼主の名称
（「ご依頼主 名称」と合算し、100バイトまで
可能）

ご依頼主 名称
ご依頼主 名称２

自動分割（２分割） ゆうプリRの出店者情報に設定した情報で設定。
（自動分割なし）

32

ご依頼主 名称 ご依頼主の名称
（「ご依頼主 名称２」と合算し、100バイトま
で可能）

ご依頼主 名称
ご依頼主 名称２

自動分割（２分割） ゆうプリRの出店者情報に設定した情報で設定。
（自動分割なし）

31

ご依頼主 住所３ ご依頼主の住所
（「ご依頼主 住所」「ご依頼主 住所２」と合
算し、150バイトまで可能）

ご依頼主 住所
ご依頼主 住所２
ご依頼主 住所３

自動分割（３分割） ゆうプリRの出店者情報に設定した情報で設定。
（自動分割なし）

30
ご依頼主 住所２ ご依頼主の住所

（「ご依頼主 住所」「ご依頼主 住所３」と合
算し、150バイトまで可能）

ご依頼主 住所
ご依頼主 住所２
ご依頼主 住所３

自動分割（３分割） ゆうプリRの出店者情報に設定した情報で設定。
（自動分割なし）

29

ご依頼主 住所 ご依頼主の住所
（「ご依頼主 住所２」「ご依頼主 住所３」と
合算し、150バイトまで可能）

ご依頼主 住所
ご依頼主 住所２
ご依頼主 住所３

自動分割（３分割） ゆうプリRの出店者情報に設定した情報で設定。
（自動分割なし）

28 ご依頼主 郵便番号 ご依頼主の郵便番号 ご依頼主 郵便番号 - -

27
ご依頼主 検索キー 顧客データを紐づける（マスタ参照や登録を行

う）キーとなる顧客コード
ご依頼主 検索キー - -

26

ご不在連絡メール利用
区分

ご不在連絡メールサービスを使用する場合に設
定する区分
　・0：不要　・1：必要

ご不在連絡メール利用
区分

- 「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。ただし、null,「0：なし」
「1：あり」以外は取込不可。

「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
0固定。

25

お届け予定メール利用
区分

お届け予定メールサービスを使用する場合に設
定する区分
　・0：不要　・1：必要

お届け予定メール利用
区分

- 「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。ただし、null,「0：なし」
「1：あり」以外は取込不可。

「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
0固定。

24

郵便局留めメール利用
区分

郵便局留めメールを使用する場合に設定する区
分
　・0：不要　・1：必要

郵便局留めメール利用
区分

- 「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。ただし、null,「0：なし」
「1：あり」以外は取込不可。

「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
0固定。

No データ項目 データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 コンビニ等受取の設定値

４ 標準フォーマットv2データ フィルタ設定項目一覧

４ 標準フォーマットv2データ フィルタ設定項目一覧
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45

商品サイズ／厚さ区分 ゆうパックの商品サイズ、ゆうパケットの厚さ
区分

商品サイズ／厚さ区分 - 「71 コンビニ等判別コード」が「1,2,5」で100サイズ
より大きい場合は、エラー取込（クリアして取込）。

44
下積み厳禁区分 下積み厳禁区分

　・0：なし　・1：あり
下積み厳禁区分 - "null"or"0"固定（設定できません）

43
逆さま厳禁区分 逆さま厳禁区分

　・0：なし　・1：あり
逆さま厳禁区分 - "null"or"0"固定（設定できません）

42
ビン類区分 ビン類区分

　・0：なし　・1：あり
ビン類区分 - "null"or"0"固定（設定できません）

41
なまもの区分 なまもの区分

　・0：なし　・1：あり
なまもの区分 - "null"or"0"固定（設定できません）

40
こわれもの区分 こわれもの区分

　・0：なし　・1：あり
こわれもの区分 - "null"or"0"固定（設定できません）

39 受注番号 受注番号 受注番号 - "null"固定（設定できません）

38

ご依頼主 お届け通知は
がき使用区分

現状、ご利用出来ません。 - "null"or"0"固定（設定できません）

37

お届け完了メール利用
区分

お届け完了メールサービスを使用する場合に設
定する区分
　・0：不要　・1：必要

お届け完了メール利用
区分

- 「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。ただし、null,「0：なし」
「1：あり」以外は取込不可。

「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
0固定。

36

ご依頼主 メールアドレ
ス

ご依頼主 メールアドレス
（お届け完了メールを使用する場合に必須）

ご依頼主 メールアドレ
ス

- 「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。
「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
null固定。

35 ご依頼主 電話番号 ご依頼主の電話番号 ご依頼主 電話番号 - -

34

ご依頼主 敬称区分 ご依頼主の敬称区分
　・0：様　　・1：殿
　・2：御中　・3：行
　・4：係　　・5：宛

ご依頼主 敬称区分 - -

No データ項目 データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 コンビニ等受取の設定値
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56

フリー項目０１ フリー項目０１
代金引換まとめ送金サービスをご利用の場合
に、ご精算書に反映される項目。
拠点受取サービスをご利用の場合に、受注番号
を入れる項目

フリー項目０１ - 「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」でNULLの
場合、取込不可。また、30バイトより多いか、半角英
数字と符号以外の場合、取込不可。

55 記事名２ 記事名２ 記事名２ - -

54 記事名１ 記事名１ 記事名１ - -

53

複数個口数 複数個口数 複数個口数 - 「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。
「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
「1」固定。

52
ゆうパック同一割引 同一あて先割引を設定する項目

　・0：適用しない　・1：適用する
ゆうパック同一割引 - "null"or"0"固定（設定できません）

51
ゆうパック複数個割引 複数個口割引を設定する項目

　・0：適用しない　・1：適用する
ゆうパック複数個割引 - "null"or"0"固定（設定できません）

50

配達時間帯区分 ゆうパックの配達希望時間帯、配達時間帯指定
郵便の配達指定時間帯区分

配達時間帯区分 - 「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。
「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」で値あり
かつ00以外の場合は、取込不可。

49

配達希望日 ゆうパックの配達希望日、配達時間帯指定郵便
の配達指定日

配達希望日 - 「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。
「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」で値あり
の場合は、取込不可。

48

速達／配達日指定種別 郵便の速達／配達日指定種別を指定する項目
　・0：なし
　・1：速達
　・6：配達日指定
　・7：翌配ワイド
　・8：当日配達

速達／配達日指定種別 - "null"or"0"固定（設定できません）

47

書留 損害要償額 ゆうパックのセキュリティサービスの損害要償
額、郵便の書留の損害要償額

書留 損害要償額 - 「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。
「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
null固定。

46 重量合計（ｇ） 郵便の重量を指定する項目 重量合計（ｇ） - "null"固定（設定できません）

No データ項目 データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 コンビニ等受取の設定値

４ 標準フォーマットv2データ フィルタ設定項目一覧



<標準フォーマットv2データ>
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67

代引消費税金額 代金引換金額にかかる消費税金額 代引消費税金額 - 「71 コンビニ等判別コード」が「0,1,3」の場合、そ
のまま取り込み。
「71 コンビニ等判別コード」が「0,1,3」以外の場
合、0固定。
「71 コンビニ等判別コード」が「1,3」で代引引換金
額＜消費税額等の場合、取込不可。

66

代引金額 代金引換金額 代引金額 - 「71 コンビニ等判別コード」が「0,1,3」の場合、そ
のまま取り込み。
「71 コンビニ等判別コード」が「0,1,3」以外の場
合、0固定。
「71 コンビニ等判別コード」が「1,3」で０円の場
合、取込不可。また、３０万円より大きい場合、取込
不可。

65 フリー項目１０ フリー項目１０ フリー項目１０ - -

64 フリー項目０９ フリー項目０９ フリー項目０９ - -

63 フリー項目０８ フリー項目０８ フリー項目０８ - -

62

フリー項目０７ フリー項目０７
拠点受取サービスをご利用の場合に、予備とし
て使用する項目

フリー項目０７ - -

61

フリー項目０６ フリー項目０６
拠点受取サービスをご利用の場合に、予備とし
て使用する項目

フリー項目０６ - -

60

フリー項目０５ フリー項目０５
拠点受取サービスをご利用の場合に、備考５と
して使用する項目

フリー項目０５ - -

59

フリー項目０４ フリー項目０４
拠点受取サービスをご利用の場合に、備考４と
して使用する項目

フリー項目０４ - -

58

フリー項目０３ フリー項目０３
拠点受取サービスをご利用の場合に、備考３と
して使用する項目

フリー項目０３ - -

57

フリー項目０２ フリー項目０２
代金引換まとめ送金サービスをご利用の場合
に、ご精算書に反映される項目。

フリー項目０２ - "null"固定（設定できません）

No データ項目 データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 コンビニ等受取の設定値

４ 標準フォーマットv2データ フィルタ設定項目一覧

４ 標準フォーマットv2データ フィルタ設定項目一覧



<標準フォーマットv2データ>
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72

コンビニ等受取 通販業
者コード

(コンビニ等判別コードが"1"～"5"の場合)
当社から付定する通販業者コード

(コンビニ等判別コードが"6"の場合)
指定場所ダイレクト 指定場所第１希望

宅配ボックス…"01"
玄関前…"02"
玄関前鍵付容器…"03"
ポスト(郵便受箱)…"04"
メータボックス…"05"
物置…"06"
車庫…"07"

コンビニ等受取 通販業
者コード

「71 コンビニ等判別コード」が「6」の場合、
"01"～"07"以外 or NULLの時は、取込不可。

「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
当社から付定する通販業者コード
必須チェック　＋　半角6桁　以外　または
半角数値以外の場合、取込不可。
楽天の場合は、"510001"固定

71

コンビニ等判別コード コンビニ等判別コード 0 or null：通常受取
1：コンビニ受取（店頭決済あり）
2：コンビニ受取（店頭決済なし）
3：局窓口受取（店頭決済あり）
4：局窓口受取（店頭決済なし）
5：はこぽす
6：指定場所ダイレクト

"1"～"6"以外はエラー
"0"or"null"の場合は、通常受取としてのチェックを行
う

70

予約・確定識別コード 拠点受取サービスの際に使用する、予約データ
／確定データの識別コード
・DENYOYAKU：予約データ
・DENKAKUTEI：確定データ

予約・確定識別コード - DENYOYAKU:予約データ／DENKAKUTEI:確定データ
いずれかセット。それ以外の場合は「DENYOYAKU」で
セット。

69 予備１ 未使用項目 - - -

68

お客様指定配送種類 詳細フィルタの取込条件設定にて、設定した項
目を変換する為のキーとなるお客様指定配送種
類を指定する項目

お客様指定配送種類 - -

No データ項目 データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 コンビニ等受取の設定値



<標準フォーマットv2データ>
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76

コンビニ等受取 店舗名 拠点受取サービスの際に使用する、引取店舗名
（コンビニ店舗名、郵便局名、ロッカー名）

コンビニ等受取 店舗名 ※ コンビニ受取の場合、必須。 「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、null固定。
「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
そのまま取り込み。
「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合で
NULLの場合、取込不可。

75

コンビニ等受取 店舗
コード

(コンビニ等判別コードが"1"～"5"の場合)
引取店舗のコンビニ店舗コード。

(コンビニ等判別コードが"6"の場合)
指定場所ダイレクト チャイムの有無

コンビニ等受取 店舗
コード

「71 コンビニ等判別コード」が「6」の場合
で、"0"、"1"以外はエラー。
NULLの場合は、空欄(希望無し)として設定。

「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
地図ASP／店舗マスタのコンビニ店舗コードを設定※局
窓口受取の場合は固定値：999999
「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
そのまま取り込み。
「71 コンビニ等判別コード」が「1」or「2」でNULLの
場合、取込不可。

74

コンビニ等受取 コンビ
ニ名

拠点受取サービスの際に使用する、引取店舗の
コンビニ名

コンビニ等受取 コンビ
ニ名

※　「71 コンビニ等判別コード」が「1」or
「2」の場合、必須

「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、null固定。
「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
そのまま取り込み。
「71 コンビニ等判別コード」が「1」or「2」でローカ
ルマスタのコンビニ名と比較し存在しない場合、取込
不可。

73

コンビニ等受取 コンビ
ニコード

(コンビニ等判別コードが"1"～"5"の場合)
引取店舗のコンビニ等コード。

(コンビニ等判別コードが"6"の場合)
指定場所ダイレクト 指定場所第２希望

宅配ボックス…"01"
玄関前…"02"
玄関前鍵付容器…"03"
ポスト(郵便受箱)…"04"
メータボックス…"05"
物置…"06"
車庫…"07"

コンビニ等受取 コンビ
ニコード

※ コンビニ受取の場合、必須。

「71 コンビニ等判別コード」が「6」の場合、
"01"～"07"以外はエラー。
NULLの場合、空欄(希望なし)として設定。

「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
地図ASP／店舗マスタのコンビニ等コードを設定
必須チェック　＋　半角4桁　以外　または
半角数値以外の場合、取込不可。

No データ項目 データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 コンビニ等受取の設定値

４ 標準フォーマットv2データ フィルタ設定項目一覧



<標準フォーマットv2データ>
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85
金額 ゆうパックの商品の金額

（単価×個数）
金額 固定値設定時は、固定値を優先。 -

84 単価 ゆうパックの商品の単価（内税） 単価 固定値設定時は、固定値を優先。 -

83 個数 個数 個数 固定値設定時は、固定値を優先。 -

82 品名 品名 品名 固定値設定時は、固定値を優先。 -

81 商品番号 ゆうパックの商品番号 商品番号 固定値設定時は、固定値を優先。 -

80 予備２ 未使用項目 - - -

79

コンビニ等受取 備考２ 拠点受取サービスの際に使用する、備考２ コンビニ等受取 備考２ - コンビニ等受取サービスの「コンビニURL」で使用す
る。
「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、null固定。
「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
そのまま取り込み。

78

コンビニ等受取 備考１ 拠点受取サービスの際に使用する、備考１ コンビニ等受取 備考１ - コンビニ等受取サービスの「地図URL」で使用する。
「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、null固定。
「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
そのまま取り込み。

77

コンビニ等受取 認証番
号

拠点受取サービスの際に使用する、荷物を受け
取る際に必要な認証番号

コンビニ等受取 認証番
号

※ コンビニ受取の場合、必須。 「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、null固定。
「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
そのまま取り込み。
「71 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」でNULLま
たは半角数字以外の場合、取込不可。また。11バイト
より多い場合、取込不可。
「72　通販業者コード」が「510001(楽天市場)」の場
合は、楽天データの「受注番号」から算出し取得。

No データ項目 データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 コンビニ等受取の設定値

４ 標準フォーマットv2データ フィルタ設定項目一覧



■ お客様指定配送種類について

「お客様指定配送種類」は、ゆうプリＲで以下の条件設定を行うために必要です。

・ゆうパック ・保冷なし ・元払い ・なし 使用する送り状を選択（※）

・ゆうメール ・チルド ・着払い ・簡易書留

・通常(定形) ・冷凍 ・代引き ・書留/セキュリティ

・通常(定形外) ・特定記録

・宛名ラベル

・配時指定(定形)

・配時指定(定形外)

・ゆうパケット

※ ゴルフ・スキー・空港ラベルは設定できません。

■ No81「商品番号」～No85「金額」について （例）

複数の明細情報（最大３０明細まで）を取り込み可能です。

右記は、２明細データの例です。 商品番号 商品番号２

品名 品名

個数 個数

単価 単価

金額 金額

4-11

87

83 88

84 89

85 90

右記5項目を紐づけるた
めのキーとなる文字列

郵便種別や送り状ごと
文字列の設定が必要

No 項目 No 項目

１明細目

81

２明細目

86

82

お客様指定配送種類 郵便種別 保冷種別 元/着払/代引 書留/セキュリティ 送り状種別

４ 標準フォーマットv2データ フィルタ設定項目一覧



ゆうプリRでは、郵便やゆうパックの取り込みデータを、標準で取り込み出来る設定をご用意してあります。
取り込みするファイルは、取り込み設定に合わせて固定レイアウトで用意いただきます。
※標準フォーマットv3フィルタは、標準フォーマットv2フィルタに「注文日」「消費税率区分」が追加された仕様

となっております。

１．取り込みが出来るデータ

標準フォーマットv3フィルタに合わせたレイアウトのファイル

２．お客様指定配送種類の設定

標準フォーマットv3設定で取り込みする際、取り込みデータの値から情報を変換して
設定を行います。この<お客様指定配送種類>の情報を使用して郵便種別や送り状種別を決定します。

３．ご依頼主情報の設定

ご依頼主情報については、フィルタに固定値での設定を行うことが出来ません。
出店者情報を設定していただくことでコンビニ受取の場合は、出店者の情報がご依頼主に設定され、
通常のデータは取り込みデータのご依頼主情報を設定します。
出店者情報の設定は、別紙〔４．初期設定機能説明書　1-1-6〕を参照してください。

４．お届け先の敬称について

お届け先の敬称設定については、取り込みデータに敬称区分の値を設定することで
取り込み時に敬称を設定することが出来ます。敬称区分の値については、
別紙〔８．入出力インターフェース仕様書　⑦区分・種別コード一覧〕を参照ください。

５．お問い合わせ番号付データの取り込み

標準フォーマットv3フィルタでは、お問い合わせ番号付データの取り込みが可能です。
お問い合わせ番号付きのデータを取り込みする場合は、予めユーザー管理マスタの<ユーザー管理②>で
お問い合わせ番号付きデータ取込みを’使用する’に設定後、フィルタの作成を行ってください。

６．商品明細情報を固定値優先で取り込みする方法

明細情報の以下の項目については、フィルタ設定の固定値に値を設定することで取り込みデータの
値ではなく、固定値に設定した値を優先して取り込みを行います。

項目：商品番号、品名、個数、重量、単価、消費税率区分、金額

※ ただし、本フォーマットは固定明細で３明細が初期値として設定されておりますので、
そのまま固定値を設定し取り込みしますと同じ品名が３つ取り込まれます。
品名を１つにする場合は、明細数を「１」に変更してください。

5-1

５ 標準フォーマットv3データの取り込み設定

固定値欄に設定した情報を優先して

データを取り込みします。



６．フィルタ設定

(1) フォーマット種別の選択

※ 「フォーマット種別」選択後、<フィルタ名>、<取込ファイルパス>、<列見出し>、「明細数」
以外の項目は変更出来ません。また、各項目の取り込み設定についても変更は出来ません。

※ 囲み文字は、ダブルクォーテーション、囲み文字なしのどちらでも利用できます。

5-2

５ 標準フォーマットv3データの取り込み設定

①

「新規」ボタンをクリックします。

②

<フィルタの種類>に’発送データ’、

’詳細編集’を選択し「ＯＫ」ボタンを

クリックします。

③

<フィルタ名>を入力します。

④

<フォーマット種別>に

’標準フォーマットv3’を

選択します。

⑤

「参照」ボタンをクリックして取り込み

するファイルを選択します。



(2) お客様指定配送種類の設定
取り込みしたデータのお客様指定配送種類から、送り状種別の条件を設定します。

■ お客様指定配送種類のバリエーション

お客様指定配送種類に取り込みする値は、特に決まりはありません。
取り込みデータに設定されている値を<お客様指定配送種類>に取り込みます。
各バリエーション毎で使用したい送り状種別を指定することで、取り込み時に自動で
送り状種別が割り振られます。
※ ゴルフ・スキー・空港ラベルは設定できません。

■ 複数個口データの作成
標準フォーマットv3設定でコンビニ等受取データを取り込みした場合、
全て１個口で取り込まれます。取り込み後に変更も出来ません。
通常データの場合は、複数個口のデータで取り込みが可能です。
取り込み後に複数個口数の変更も行えます。
通常データの複数個口への変更方法は、以下のマニュアルを参照ください。
別紙〔５．操作説明書　　2-2未印刷のデータを複数個口データに変更する〕

5-3

５ 標準フォーマットv3データの取り込み設定

⑥

「条件設定」ボタンをクリックします。

⑦

<お客様指定配送種類>に直接入力を行い、設定する<郵便種別>、<保冷種別>、

<元／着払／代引>、<書留／セキュリティ>、<送り状種別>を選択します。

上記設定の一例

<お客様指定配送種類>が’元払い’の場合、以下を一括で設定します。

郵便種別：’ゆうパック’、保冷種別：’保冷なし’、

元／着払／代引：’元払い’、書留／セキュリティ：’なし’、

送り状種別：’ゆうパックシート（Ａ４・２宛分）（ユ00780）’

⑧

設定完了後「適用」ボタンを

クリックします。

Note



１．<標準フォーマットv3取込設定>

データ種類 ： 標準フォーマットv3データ 囲み文字 ： なし（「,」カンマを文字として利用する場合は、全項目に囲み文字

フォーマット種別 ： 標準フォーマットv3 （「"」ダブルクォーテーション）が必要です。

データ形式 ： カンマ、タブ区切り 文字コード ： Shift-JISまたはUTF-8 データ種別 ： 固定明細（明細数　最大30　初期値：3）

列見出し ： なし（有無の変更可能） 重量 ： g データ項目数 ：

区切り文字 ： カンマ

※ 未使用項目でも、カラムとして存在する必要があります。 <標準フォーマットv3データ>

6-1

7
保冷種別 保冷種別（チルドや冷凍等）を判別する区分

　・0：保冷なし　・1：チルド
　・2：冷凍

保冷種別 - "null"or"0"固定（設定できません）

6

郵便種別 郵便種別（ゆうパックや郵便等）を判別する区
分。
　・0：ゆうパック
　・1：ゆうメール
　・2：郵便(定形)
　・3：郵便(定形外)
　・6：宛名ラベル
　・7：配達時間帯指定郵便（定形）
　・8：配達時間帯指定郵便（定形外）
　・9：ゆうパケット

郵便種別 - "0"（ゆうパック）固定

5 発送予定時間区分 発送を行う予定時間区分を保持する区分 発送予定時間区分 - -

4
発送予定日 発送予定日（YYYYMMDD）

（100日後まで指定可能）
発送予定日
発送日

- -

3

代表お問い合わせ番号 現状、ご利用出来ません。 - - -

2

お問い合わせ番号 お問い合わせ番号
（お問い合わせ番号付きデータ取込の場合のみ
必須）

お問い合わせ番号 ※番号付きデータ取込の場合のみ使用。 -

1

お客様側管理番号 お客様側で運用されている管理番号等 お客様側管理番号 - 「73 通販業者コード」が"510001"(楽天市場)の場合
は、楽天データの受注番号の最初のハイフン以降の右
詰め15桁がセットされる前提とする

87
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13

お届け先 住所 「お届け先の住所」「お届け先 住所２」「お
届け先 住所３」と合算し、150バイトまで可能

お届け先 住所
お届け先 住所２
お届け先 住所３

「お届け先 住所」「お届け先 住所2」「お届
け先 住所3」へ自動分割で取り込み

住所内に”ローソン”、”ミニストップ”、”ファミ
リーマート”の文字列が含まれている場合、上記文字
列含め以降をカットして取込む。

12 お届け先 郵便番号 お届け先の郵便番号 お届け先 郵便番号 - -

11
お届け先 検索キー 顧客データを紐づける（マスタ参照や登録を行

う）キーとなる顧客コード
お届け先 検索キー - -

10

送り状種別 送り状種別を指定する項目
操作説明書「８．入出力インターフェース仕様
書」を参照。

送り状種別 - 対応している送り状は以下のとおり
・1100783006（コンビニ受取用ゆうパックシート無地
(A4・2宛分)）
・1100783007（局窓用(店頭決済あり)ゆうパック無地
(A4・2宛分)）
・1100783008（局窓用(店頭決済なし)ゆうパック無地
(A4・2宛分)）
・1100572001（コンビニ受取用ゆうパックサーマル(共
用・L版)）
・1100572002（局窓用(店頭決済あり)ゆうパックサー
マル(共用・L版)）
・1100572003（局窓用(店頭決済なし)ゆうパックサー
マル(共用・L版)）
・1100555003（コンビニ受取ゆうパックハイブリッド
ラベル）
・1100555004（決済あり局窓用ゆうパックハイブリッ
ドラベル）
・1100555005（決済なし局窓用ゆうパックハイブリッ
ドラベル）

9

書留／セキュリティ／
特定記録種別

書留／セキュリティ／特定記録種別を判別する
区分
　・0：なし
　・1：簡易書留
　・2：書留／セキュリティ
　・3：特定記録

書留／セキュリティ／
特定記録種別

- "null"or"0"固定（設定できません）

8

元／着払／代引 元／着払／代引を判別する区分
　・0：元払い
　・1：着払い
　・2：代引き

元／着払／代引 - 「72 コンビニ等判別コード」の値により、以下のとお
り設定する
・1…"0"（元払い）
・2…"0"（元払い）
・3…"2"（代引き）
・4…"0"（元払い）
・5…"0"（元払い）

No データ項目 データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 コンビニ等受取の設定値
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23

お届け先 局留め郵便番
号

局留めの際の郵便局の郵便番号を指定する項目
（「お届け先 局留め区分」と同時に取り込み
を行う必要がある。）

お届け先 局留め郵便番
号

- 「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。
「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
null固定。

22

お届け先 局留め郵便局
名

局留めの際の郵便局を指定する項目
（「お届け先 局留め区分」と同時に取り込み
を行う必要がある。）

お届け先 局留め郵便局
名

- 「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。
「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
null固定。

21

お届け先 局留め区分 お届け先に局留めを設定する場合に使用する区
分
　・0：しない　・1：する

お届け先 局留め区分 - 「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。ただし、null,「0：なし」
「1：あり」以外は取込不可。

「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
0固定。

20

お届け先 メールアドレ
ス

お届け先 メールアドレス
（郵便局留めメール・お届け予定メール・ご不
在連絡メールを使用する場合に必須）

お届け先 メールアドレ
ス

- 「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。
「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
null固定。

19 お届け先 電話番号 お届け先の電話番号 お届け先 電話番号 - -

18

お届け先 敬称区分 お届け先の敬称区分
　・0：様　　・1：殿
　・2：御中　・3：行
　・4：係　　・5：宛

お届け先 敬称区分 - -

17

お届け先 名称２ お届け先の名称
（「お届け先 名称」と合算し、100バイトまで
可能）

お届け先 名称２ 自動分割（２分割） 名称１、名称２を結合後、２分割する。

16

お届け先 名称 お届け先の名称
（「お届け先 名称２」と合算し、100バイトま
で可能）

お届け先 名称 自動分割（２分割） 名称１、名称２を結合後、２分割する。

15
お届け先 住所３ 「お届け先の住所」「お届け先 住所２」「お

届け先 住所３」と合算し、150バイトまで可能
お届け先 住所
お届け先 住所２
お届け先 住所３

「お届け先 住所」「お届け先 住所2」「お届
け先 住所3」へ自動分割で取り込み

住所内に”ローソン”、”ミニストップ”、”ファミ
リーマート”の文字列が含まれている場合、上記文字
列含め以降をカットして取込む。

14

お届け先 住所２ 「お届け先の住所」「お届け先 住所２」「お
届け先 住所３」と合算し、150バイトまで可能

お届け先 住所
お届け先 住所２
お届け先 住所３

「お届け先 住所」「お届け先 住所2」「お届
け先 住所3」へ自動分割で取り込み

住所内に”ローソン”、”ミニストップ”、”ファミ
リーマート”の文字列が含まれている場合、上記文字
列含め以降をカットして取込む。
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33

ご依頼主 名称２ ご依頼主の名称
（「ご依頼主 名称」と合算し、100バイトまで
可能）

ご依頼主 名称
ご依頼主 名称２

自動分割（２分割） ゆうプリRの出店者情報に設定した情報で設定。
（自動分割なし）

32

ご依頼主 名称 ご依頼主の名称
（「ご依頼主 名称２」と合算し、100バイトま
で可能）

ご依頼主 名称
ご依頼主 名称２

自動分割（２分割） ゆうプリRの出店者情報に設定した情報で設定。
（自動分割なし）

31

ご依頼主 住所３ ご依頼主の住所
（「ご依頼主 住所」「ご依頼主 住所２」と合
算し、150バイトまで可能）

ご依頼主 住所
ご依頼主 住所２
ご依頼主 住所３

自動分割（３分割） ゆうプリRの出店者情報に設定した情報で設定。
（自動分割なし）

30
ご依頼主 住所２ ご依頼主の住所

（「ご依頼主 住所」「ご依頼主 住所３」と合
算し、150バイトまで可能）

ご依頼主 住所
ご依頼主 住所２
ご依頼主 住所３

自動分割（３分割） ゆうプリRの出店者情報に設定した情報で設定。
（自動分割なし）

29

ご依頼主 住所 ご依頼主の住所
（「ご依頼主 住所２」「ご依頼主 住所３」と
合算し、150バイトまで可能）

ご依頼主 住所
ご依頼主 住所２
ご依頼主 住所３

自動分割（３分割） ゆうプリRの出店者情報に設定した情報で設定。
（自動分割なし）

28 ご依頼主 郵便番号 ご依頼主の郵便番号 ご依頼主 郵便番号 - -

27
ご依頼主 検索キー 顧客データを紐づける（マスタ参照や登録を行

う）キーとなる顧客コード
ご依頼主 検索キー - -

26

ご不在連絡メール利用
区分

ご不在連絡メールサービスを使用する場合に設
定する区分
　・0：不要　・1：必要

ご不在連絡メール利用
区分

- 「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。ただし、null,「0：なし」
「1：あり」以外は取込不可。

「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
0固定。

25

お届け予定メール利用
区分

お届け予定メールサービスを使用する場合に設
定する区分
　・0：不要　・1：必要

お届け予定メール利用
区分

- 「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。ただし、null,「0：なし」
「1：あり」以外は取込不可。

「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
0固定。

24

郵便局留めメール利用
区分

郵便局留めメールサービスを使用する場合に設
定する区分
　・0：不要　・1：必要

郵便局留めメール利用
区分

- 「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。ただし、null,「0：なし」
「1：あり」以外は取込不可。

「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
0固定。
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46

商品サイズ／厚さ区分 ゆうパックの商品サイズ、ゆうパケットの厚さ
区分

商品サイズ／厚さ区分 - 「72 コンビニ等判別コード」が「1,2,5」で100サイズ
より大きい場合は、エラー取込（クリアして取込）。

45
下積み厳禁区分 下積み厳禁区分

　・0：なし　・1：あり
下積み厳禁区分 - "null"or"0"固定（設定できません）

44
逆さま厳禁区分 逆さま厳禁区分

　・0：なし　・1：あり
逆さま厳禁区分 - "null"or"0"固定（設定できません）

43
ビン類区分 ビン類区分

　・0：なし　・1：あり
ビン類区分 - "null"or"0"固定（設定できません）

42
なまもの区分 なまもの区分

　・0：なし　・1：あり
なまもの区分 - "null"or"0"固定（設定できません）

41
こわれもの区分 こわれもの区分

　・0：なし　・1：あり
こわれもの区分 - "null"or"0"固定（設定できません）

40 注文日 注文日 注文日 "null"固定（設定できません）

39 受注番号 受注番号 受注番号 - "null"固定（設定できません）

38

ご依頼主 お届け通知は
がき使用区分

現状、ご利用出来ません。 - "null"or"0"固定（設定できません）

37

お届け完了メール利用
区分

お届け完了メールサービスを使用する場合に設
定する区分
　・0：不要　・1：必要

お届け完了メール利用
区分

- 「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。ただし、null,「0：なし」
「1：あり」以外は取込不可。

「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
0固定。

36

ご依頼主 メールアドレ
ス

ご依頼主 メールアドレス
（お届け完了メールを使用する場合に必須）

ご依頼主 メールアドレ
ス

- 「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。
「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
null固定。

35 ご依頼主 電話番号 ご依頼主の電話番号 ご依頼主 電話番号 - -

34

ご依頼主 敬称区分 ご依頼主の敬称区分
　・0：様　　・1：殿
　・2：御中　・3：行
　・4：係　　・5：宛

ご依頼主 敬称区分 - -
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57

フリー項目０１ フリー項目０１
代金引換まとめ送金サービスをご利用の場合
に、ご精算書に反映される項目。
拠点受取サービスをご利用の場合に、受注番号
を入れる項目

フリー項目０１ - 「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」でNULLの
場合、取込不可。また、30バイトより多いか、半角英
数字と符号以外の場合、取込不可。

56 記事名２ 記事名２ 記事名２ - -

55 記事名１ 記事名１ 記事名１ - -

54

複数個口数 複数個口数 複数個口数 - 「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。
「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
「1」固定。

53
ゆうパック同一割引 同一あて先割引を設定する項目

　・0：適用しない　・1：適用する
ゆうパック同一割引 - "null"or"0"固定（設定できません）

52
ゆうパック複数個割引 複数個口割引を設定する項目

　・0：適用しない　・1：適用する
ゆうパック複数個割引 - "null"or"0"固定（設定できません）

51

配達時間帯区分 ゆうパックの配達希望時間帯、配達時間帯指定
郵便の配達指定時間帯区分

配達時間帯区分 - 「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。
「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」で値あり
かつ00以外の場合は、取込不可。

50

配達希望日 ゆうパックの配達希望日、配達時間帯指定郵便
の配達指定日

配達希望日 - 「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。
「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」で値あり
の場合は、取込不可。

49

速達／配達日指定種別 郵便の速達／配達日指定種別を指定する項目
　・0：なし
　・1：速達
　・6：配達日指定
　・7：翌配ワイド
　・8：当日配達

速達／配達日指定種別 - "null"or"0"固定（設定できません）

48

書留 損害要償額 ゆうパックのセキュリティサービスの損害要償
額、郵便の書留の損害要償額

書留 損害要償額 - 「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、そのまま取り込み。
「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
null固定。

47 重量合計（ｇ） 郵便の重量を指定する項目 重量合計（ｇ） - "null"固定（設定できません）
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68

代引消費税金額 代金引換金額にかかる消費税金額 代引消費税金額 - 「72 コンビニ等判別コード」が「0,1,3」の場合、そ
のまま取り込み。
「72 コンビニ等判別コード」が「0,1,3」以外の場
合、0固定。
「72 コンビニ等判別コード」が「1,3」で代引引換金
額＜消費税額等の場合、取込不可。

67

代引金額 代金引換金額 代引金額 - 「72 コンビニ等判別コード」が「0,1,3」の場合、そ
のまま取り込み。
「72 コンビニ等判別コード」が「0,1,3」以外の場
合、0固定。
「72 コンビニ等判別コード」が「1,3」で０円の場
合、取込不可。また、３０万円より大きい場合、取込
不可。

66 フリー項目１０ フリー項目１０ フリー項目１０ - -

65 フリー項目０９ フリー項目０９ フリー項目０９ - -

64 フリー項目０８ フリー項目０８ フリー項目０８ - -

63

フリー項目０７ フリー項目０７
拠点受取サービスをご利用の場合に、予備とし
て使用する項目

フリー項目０７ - -

62

フリー項目０６ フリー項目０６
拠点受取サービスをご利用の場合に、予備とし
て使用する項目

フリー項目０６ - -

61

フリー項目０５ フリー項目０５
拠点受取サービスをご利用の場合に、備考５と
して使用する項目

フリー項目０５ - -

60

フリー項目０４ フリー項目０４
拠点受取サービスをご利用の場合に、備考４と
して使用する項目

フリー項目０４ - -

59

フリー項目０３ フリー項目０３
拠点受取サービスをご利用の場合に、備考３と
して使用する項目

フリー項目０３ - -

58

フリー項目０２ フリー項目０２
代金引換まとめ送金サービスをご利用の場合
に、ご精算書に反映される項目。

フリー項目０２ - "null"固定（設定できません）

No データ項目 データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 コンビニ等受取の設定値

６ 標準フォーマットv3データ フィルタ設定項目一覧

６ 標準フォーマットv3データ フィルタ設定項目一覧



<標準フォーマットv3データ>

6-8

73

コンビニ等受取 通販業
者コード

(コンビニ等判別コードが"1"～"5"の場合)
当社から付定する通販業者コード

(コンビニ等判別コードが"6"の場合)
指定場所ダイレクト 指定場所第１希望

宅配ボックス…"01"
玄関前…"02"
玄関前鍵付容器…"03"
ポスト(郵便受箱)…"04"
メータボックス…"05"
物置…"06"
車庫…"07"

コンビニ等受取 通販業
者コード

- 「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
当社から付定する通販業者コード
必須チェック　＋　半角6桁　以外　または
半角数値以外の場合、取込不可。
楽天の場合は、"510001"固定

「72 コンビニ等判別コード」が「6」の場合、
"01"～"07"以外 or NULLの場合、取込不可。

72

コンビニ等判別コード コンビニ等判別コード 0 or null：通常受取
1：コンビニ受取（店頭決済あり）
2：コンビニ受取（店頭決済なし）
3：局窓口受取（店頭決済あり）
4：局窓口受取（店頭決済なし）
5： はこぽす
6：指定場所ダイレクト

"1"～"6"以外はエラー
"0"or"null"の場合は、通常受取としてのチェックを行
う

71

予約・確定識別コード 拠点受取サービスの際に使用する、予約データ
／確定データの識別コード
・DENYOYAKU：予約データ
・DENKAKUTEI：確定データ

予約・確定識別コード - DENYOYAKU:予約データ／DENKAKUTEI:確定データ
いずれかセット。それ以外の場合は「DENYOYAKU」で
セット。

70 予備１ 未使用項目 - - -

69

お客様指定配送種類 詳細フィルタの取込条件設定にて、設定した項
目を変換する為のキーとなるお客様指定配送種
類を指定する項目

お客様指定配送種類 - -

No データ項目 データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 コンビニ等受取の設定値



<標準フォーマットv3データ>
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77

コンビニ等受取 店舗名 拠点受取サービスの際に使用する、引取店舗名
（コンビニ店舗名、郵便局名、ロッカー名）

コンビニ等受取 店舗名 ※ コンビニ受取の場合、必須。 「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、null固定。
「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
そのまま取り込み。
「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合で
NULLの場合、取込不可。

76

コンビニ等受取 店舗
コード

(コンビニ等判別コードが"1"～"5"の場合)
引取店舗のコンビニ店舗コード。

(コンビニ等判別コードが"6"の場合)
指定場所ダイレクト チャイムの有無

コンビニ等受取 店舗
コード

「72 コンビニ等判別コード」が「6」の場合
で、"0"、"1"以外の場合、エラー。
NULLの場合は、空欄(希望無し)として設定。

「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
地図ASP／店舗マスタのコンビニ店舗コードを設定※局
窓口受取の場合は固定値：999999
「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
そのまま取り込み。
「72 コンビニ等判別コード」が「1」or「2」でNULLの
場合、取込不可。

75

コンビニ等受取 コンビ
ニ名

拠点受取サービスの際に使用する、引取店舗の
コンビニ名

コンビニ等受取 コンビ
ニ名

※　「72 コンビニ等判別コード」が「1」or
「2」の場合、必須

「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、null固定。
「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
そのまま取り込み。
「72 コンビニ等判別コード」が「1」or「2」でローカ
ルマスタのコンビニ名と比較し存在しない場合、取込
不可。

74

コンビニ等受取 コンビ
ニコード

(コンビニ等判別コードが"1"～"5"の場合)
引取店舗のコンビニ等コード。

(コンビニ等判別コードが"6"の場合)
指定場所ダイレクト 指定場所第２希望

宅配ボックス…"01"
玄関前…"02"
玄関前鍵付容器…"03"
ポスト(郵便受箱)…"04"
メータボックス…"05"
物置…"06"
車庫…"07"

コンビニ等受取 コンビ
ニコード

※ コンビニ受取の場合、必須。 「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
地図ASP／店舗マスタのコンビニ等コードを設定
必須チェック　＋　半角4桁　以外　または
半角数値以外の場合、取込不可。

「72 コンビニ等判別コード」が「6」の場合、
"01"～"07"以外の場合、エラー。
NULLの場合、空欄(希望なし)として設定。

No データ項目 データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 コンビニ等受取の設定値

６ 標準フォーマットv3データ フィルタ設定項目一覧



<標準フォーマットv3データ>
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87
金額 ゆうパックの商品の金額

（単価×個数）
金額 固定値設定時は、固定値を優先。 -

86

消費税率区分 商品の消費税率区分
　・0：0％
　・8：8％
　・10：10％

消費税率区分 お客様の商品明細ごとの消費税率区分をセッ
ト。
※Nullの場合は、10％で取込。

-

85 単価 ゆうパックの商品の単価（内税） 単価 固定値設定時は、固定値を優先。 -

84 個数 個数 個数 固定値設定時は、固定値を優先。 -

83 品名 品名 品名 固定値設定時は、固定値を優先。 -

82 商品番号 ゆうパックの商品番号 商品番号 固定値設定時は、固定値を優先。 -

81 予備２ 未使用項目 - - -

80

コンビニ等受取 備考２ 拠点受取サービスの際に使用する、備考２ コンビニ等受取 備考２ - コンビニ等受取サービスの「コンビニURL」で使用す
る。
「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、null固定。
「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
そのまま取り込み。

79

コンビニ等受取 備考１ 拠点受取サービスの際に使用する、備考１ コンビニ等受取 備考１ - コンビニ等受取サービスの「地図URL」で使用する。
「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、null固定。
「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
そのまま取り込み。

78

コンビニ等受取 認証番
号

拠点受取サービスの際に使用する、荷物を受け
取る際に必要な認証番号

コンビニ等受取 認証番
号

※ コンビニ受取の場合、必須。 「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」以外の場
合、null固定。
「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」の場合、
そのまま取り込み。
「72 コンビニ等判別コード」が「1」～「5」でNULLま
たは半角数字以外の場合、取込不可。また。11バイト
より多い場合、取込不可。
「No.73　通販業者コード」が「510001(楽天市場)」の
場合は、楽天データの「受注番号」から算出し取得。

No データ項目 データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 コンビニ等受取の設定値

６ 標準フォーマットv3データ フィルタ設定項目一覧



■ お客様指定配送種類について

「お客様指定配送種類」は、ゆうプリＲで以下の条件設定を行うために必要です。

・ゆうパック ・保冷なし ・元払い ・なし 使用する送り状を選択（※）

・ゆうメール ・チルド ・着払い ・簡易書留

・通常(定形) ・冷凍 ・代引き ・書留/セキュリティ

・通常(定形外) ・特定記録

・宛名ラベル

・配時指定(定形)

・配時指定(定形外)

・ゆうパケット

※ ゴルフ・スキー・空港ラベルは設定できません。

■ No82「商品番号」～No87「金額」について （例）

複数の明細情報（最大３０明細まで）を取り込み可能です。

右記は、２明細データの例です。 商品番号 商品番号２

品名 品名

個数 個数

単価 単価

消費税率区分 消費税率区分

金額 金額

6-11

89

84 90

85 91

86 92

右記5項目を紐づけるた
めのキーとなる文字列

郵便種別や送り状ごと
文字列の設定が必要

No 項目 No 項目

１明細目

82

２明細目

88

83

87 93

お客様指定配送種類 郵便種別 保冷種別 元/着払/代引 書留/セキュリティ 送り状種別

６ 標準フォーマットv3データ フィルタ設定項目一覧



１．<e-発行Business(CSV)／e-発行Business(Excel)データ出力設定>
※ ゆうパックのデータのみ出力します。

フィルタの種類 ： 発送履歴データ 囲み文字 ： なし 郵便商品は出力出来ません。

フォーマット種別 ： e-発行Business（CSV）／e-発行Business（Excel） 文字コード ： Shift-JIS

データ形式 ： カンマ、タブ区切り　／　Excel 重量 ： g

列見出し ： あり データ種別 ： 単純明細

区切り文字 ： カンマ（Excelの場合、設定なし） 明細分出力 ： しない

発行種別 「通常発行」、「出荷先発行」と出力 - 発行種別 「通常発行」、「出荷先発行」と出力

状態 例）「配達完了」、 配達ステータス集約コード、 状態 「引受」など、ゆうプリＲの一覧画面の表示内容で出力

「配達異常（その他・顧客都合）」 配達ステータス補助コード

受託日 YYYY/MM/DD 引受日作業年月日 受託日 YYYY/MM/DD

配達完了日 YYYY/MM/DD　HH:MM 配送完了作業年月日 配達完了日 YYYY/MM/DD　HH:MM　※HH:MMは00:00セット

送り状種類 送り状種別とチルド区分を結合して出力 郵便種別 送り状種類 郵便種別＋元／着払／代払＋保冷種別で出力

「ゆうパック」「チルド」「冷凍」 保冷種別 「ゆうパック」「チルド」「冷凍」「着払ゆうパック」

「着払ゆうパック」「着払チルド」 元／着払／代払 「着払チルド」「着払冷凍」「代引まとめ」

「着払冷凍」「代引まとめ」 送り状種別 「代引まとめチルド」「代引まとめ冷凍」

「代引まとめチルド」「代引まとめ冷凍」

セキュリティ 「セキュリティ」と出力 書留／セキュリティ セキュリティ 「セキュリティ」と出力

個数 例）1/1、99/99 複数個口数 個数 例）1/1、99/99

お問い合わせ番号 例）　555-96-735-3071　ハイフン付き お問い合わせ番号 お問い合わせ番号 例）5555-5555-5555 ハイフン付き

お届け先名１ お届け先　名称１ お届け先名１

お届け先名２ お届け先　名称２ お届け先名２

お届け先電話番号 お届け先　電話番号 お届け先電話番号

お届け先郵便番号 お届け先　郵便番号 お届け先郵便番号

お届け先住所 お届け先　住所１～住所３ お届け先住所

荷送人名１ ご依頼主　名称１ 荷送人名１

荷送人名２ ご依頼主　名称２ 荷送人名２

荷送人電話番号 ご依頼主　電話番号 荷送人電話番号

荷送人郵便番号 ご依頼主　郵便番号 荷送人郵便番号

荷送人住所 ご依頼主　住所１～住所３ 荷送人住所

荷送人担当者・部門（名称） - 荷送人担当者・部門(名称) マッピングしない。 

荷送人担当者・部門（連絡先） - 荷送人担当者・部門(連絡先) マッピングしない。 

1

2

3

4

5

6

No
e-発行Business ゆうプリＲ

項目名 出力形式 対応項目名 出力項目名 出力仕様

13

14

15

16

17

18

7

8

9

10

11

12

19

20
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７ e-発行Business 出力フィルタ設定項目一覧



品名１ 品名 品名１

数量１ 品名個数 数量１

品名２ 品名 品名２

数量２ 品名個数 数量２

品名３ 品名 品名３

数量３ 品名個数 数量３

品名４ 品名 品名４

数量４ 品名個数 数量４

品名５ 品名 品名５

数量５ 品名個数 数量５

荷物価格 品名金額 荷物価格 品名５までの明細金額の積上金額を出す。

荷扱い種別 0：指定なし　1：ワレモノ こわれもの区分 荷扱い種別 こわれもの区分＝0　かつ　なまもの区分＝0　0：指定なし

2：ナマモノ　3：両方 なまもの区分 こわれもの区分＝1　かつ　なまもの区分＝0　1：ワレモノ

こわれもの区分＝0　かつ　なまもの区分＝1　2：ナマモノ

こわれもの区分＝1　かつ　なまもの区分＝1　3：両方

記事１ 記事１ 記事１

記事２ 記事２ 記事２

お客様番号 お客様側管理番号 お客様番号

出荷予定日 YYYY/MM/DD形式 発送予定日 出荷予定日

配達希望日 YYYY/MM/DD形式 配達希望日 配達希望日

配達希望日（終了） ※現状、出力されず。 - 配達希望日(終了)

配達希望時間帯 「時間指定なし」「午前中」 配達希望時間帯 配達希望時間帯 「時間指定なし」「午前中」

「１２～１４時」「１４時～１６時」 「１２～１４時」「１４時～１６時」

「１６時～１８時」「１８時～２０時」 「１６時～１８時」「１８時～２０時」

「２０時～２１時」「１９時～２１時」 「２０時～２１時」「１９時～２１時」

サイズ 「６０サイズ」「８０サイズ」 サイズ サイズ 「６０サイズ」「８０サイズ」

「１００サイズ」「１２０サイズ」 「１００サイズ」「１２０サイズ」

「１４０サイズ」「１６０サイズ」 「１４０サイズ」「１６０サイズ」

「１７０サイズ」 「１７０サイズ」

品代金 引換金額 品代金

配達完了通知 「通知なし」、「通知あり」と出力 配達完了通知 「0」なら「通知なし」　「1」なら「通知あり」

配達完了通知メールアドレス ご依頼主　メールアドレス１ 配達完了通知メールアドレス

No
e-発行Business ゆうプリＲ

項目名 出力形式 対応項目名 出力項目名

26

27

28

29

30

31

出力仕様

21

22

23

24

25

38

39

40

41

42
お届け完了メール利用区分

32

33

34

35

36

37

43
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配達予定通知 「通知なし」、「通知あり」と出力 配達予定通知 「0」なら「通知なし」　「1」なら「通知あり」

配達予定通知メールアドレス お届け先　メールアドレス１ 配達予定通知メールアドレス

配達店止め 「なし」、（例）「大崎郵便局」 お届け先　局留め区分 配達店止め

局留め郵便局名

配達店コード 例） 632108 配達店コード 配達店コード

運賃 領収金額計 運賃

登録日 YYYY/MM/DD 登録日 登録日 YYYY/MM/DD

44 お届け予定メール利用区分

45

46

47

48

No
e-発行Business ゆうプリＲ

項目名 出力形式 対応項目名 出力項目名 出力仕様

49
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２．<e-発行Business(CSV・フリー)／e-発行Business(Excel・フリー)データ出力設定>
※ ゆうパックのデータのみ出力します。

フィルタの種類 ： 発送履歴データ 囲み文字 ： なし 郵便商品は出力出来ません。

フォーマット種別 ： e-発行Business（CSV・フリー） 文字コード ： Shift-JIS

e-発行Business（Excel・フリー） 重量 ： g

データ形式 ： カンマ、タブ区切り　／　Excel データ種別 ： 単純明細

列見出し ： あり 明細分出力 ： しない

区切り文字 ： カンマ（Excelの場合、設定なし）

発行種別 「通常発行」、「出荷先発行」と出力 - 発行種別 「通常発行」、「出荷先発行」と出力

状態 例）「配達完了」、 配達ステータス集約コード、 状態 「引受」など、ゆうプリＲの一覧画面の表示内容で出力

「配達異常（その他・顧客都合）」 配達ステータス補助コード

受託日 YYYY/MM/DD 引受日作業年月日 受託日 YYYY/MM/DD

配達完了日 YYYY/MM/DD　HH:MM 配送完了作業年月日 配達完了日 YYYY/MM/DD　HH:MM　※HH:MMは00:00セット

送り状種類 送り状種別とチルド区分を結合して出力 郵便種別 送り状種類 郵便種別＋元／着払／代払＋保冷種別で出力

「ゆうパック」「チルド」「冷凍」 保冷種別 「ゆうパック」「チルド」「冷凍」「着払ゆうパック」

「着払ゆうパック」「着払チルド」 元／着払／代払 「着払チルド」「着払冷凍」「代引まとめ」

「着払冷凍」「代引まとめ」 送り状種別 「代引まとめチルド」「代引まとめ冷凍」

「代引まとめチルド」「代引まとめ冷凍」

セキュリティ 「セキュリティ」と出力 書留／セキュリティ セキュリティ 「セキュリティ」と出力

個数 例）1/1、99/99 複数個口数 個数 例）1/1、99/99

お問い合わせ番号 例）　555-96-735-3071　ハイフン付き お問い合わせ番号 お問い合わせ番号 例）5555-5555-5555 ハイフン付き

お届け先名１ お届け先　名称１ お届け先名１

お届け先名２ お届け先　名称２ お届け先名２

お届け先電話番号 お届け先　電話番号 お届け先電話番号

お届け先郵便番号 お届け先　郵便番号 お届け先郵便番号

お届け先住所 お届け先　住所１～住所３ お届け先住所

荷送人名１ ご依頼主　名称１ 荷送人名１

荷送人名２ ご依頼主　名称２ 荷送人名２

荷送人電話番号 ご依頼主　電話番号 荷送人電話番号

荷送人郵便番号 ご依頼主　郵便番号 荷送人郵便番号

荷送人住所 ご依頼主　住所１～住所３ 荷送人住所

荷送人担当者・部門（名称） - 荷送人担当者・部門(名称) マッピングしない。 

荷送人担当者・部門（連絡先） - 荷送人担当者・部門(連絡先) マッピングしない。 

1

2

3

4

5

6
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18

7

8

9
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品名１ フリー項目０１ フリー項目１

数量１ フリー項目０２ フリー項目２

品名２ フリー項目０３ フリー項目３

数量２ フリー項目０４ フリー項目４

品名３ フリー項目０５ フリー項目５

数量３ フリー項目０６ フリー項目６

品名４ フリー項目０７ フリー項目７

数量４ フリー項目０８ フリー項目８

品名５ フリー項目０９ フリー項目９

数量５ フリー項目１０ フリー項目１０

荷物価格 品名金額 荷物価格 品名５までの明細金額の積上金額を出す。

荷扱い種別 0：指定なし　1：ワレモノ こわれもの区分 荷扱い種別 こわれもの区分＝0　かつ　なまもの区分＝0　0：指定なし

2：ナマモノ　3：両方 なまもの区分 こわれもの区分＝1　かつ　なまもの区分＝0　1：ワレモノ

こわれもの区分＝0　かつ　なまもの区分＝1　2：ナマモノ

こわれもの区分＝1　かつ　なまもの区分＝1　3：両方

記事１ 記事１ 記事１

記事２ 記事２ 記事２

お客様番号 お客様側管理番号 お客様番号

出荷予定日 YYYY/MM/DD形式 発送予定日 出荷予定日

配達希望日 YYYY/MM/DD形式 配達希望日 配達希望日

配達希望日（終了） ※現状、出力されず。 - 配達希望日(終了)

配達希望時間帯 「時間指定なし」「午前中」 配達希望時間帯 配達希望時間帯 「時間指定なし」「午前中」

「１２～１４時」「１４時～１６時」 「１２～１４時」「１４時～１６時」

「１６時～１８時」「１８時～２０時」 「１６時～１８時」「１８時～２０時」

「２０時～２１時」「１９時～２１時」 「２０時～２１時」「１９時～２１時」

サイズ 「６０サイズ」「８０サイズ」 サイズ サイズ 「６０サイズ」「８０サイズ」

「１００サイズ」「１２０サイズ」 「１００サイズ」「１２０サイズ」

「１４０サイズ」「１６０サイズ」 「１４０サイズ」「１６０サイズ」

「１７０サイズ」 「１７０サイズ」

品代金 引換金額 品代金

配達完了通知 「通知なし」、「通知あり」と出力 配達完了通知 「0」なら「通知なし」　「1」なら「通知あり」

配達完了通知メールアドレス ご依頼主　メールアドレス１ 配達完了通知メールアドレス

No
e-発行Business ゆうプリＲ

項目名 出力形式 対応項目名 出力項目名

26

27

28

29

30

31

出力仕様
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22
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25

38

39

40
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お届け完了メール利用区分

32

33

34

35

36

37
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配達予定通知 「通知なし」、「通知あり」と出力 配達予定通知 「0」なら「通知なし」　「1」なら「通知あり」

配達予定通知メールアドレス お届け先　メールアドレス１ 配達予定通知メールアドレス

配達店止め 「なし」、（例）「大崎郵便局」 お届け先　局留め区分 配達店止め

局留め郵便局名

配達店コード 例） 632108 配達店コード 配達店コード

運賃 領収金額計 運賃

登録日 YYYY/MM/DD 登録日 登録日 YYYY/MM/DD49

7-6

44 お届け予定メール利用区分

45

46

47

48

No
e-発行Business ゆうプリＲ

項目名 出力形式 対応項目名 出力項目名 出力仕様

７ e-発行Business 出力フィルタ設定項目一覧



１．<ＤＥＮＦＤ予約データ出力設定>
※ ゆうパックのデータのみ出力します。

フィルタの種類 ： 発送履歴データ 囲み文字 ： ダブルクォーテーション 郵便商品は出力出来ません。

フォーマット種別 ： ＤＥＮＦＤ予約 文字コード ： Shift-JIS

データ形式 ： カンマ、タブ区切り 重量 ： g

列見出し ： なし データ種別 ： 単純明細

区切り文字 ： カンマ 明細分出力 ： しない

ファイル識別コード ファイルレイアウトの識別子 - - 「DENFD」固定

(固定値:DENFD)

発送予定日 発送予定日(YYYYMMDD) - - 配達指定日により、発送予定日・発送日・受付日の

いずれかを出力。

商品種別コード 元払：101　着払：201 - - 元着代・保冷などにより、マスタからコードを出力。

代引まとめ：601　一般代引：10107

重量ゆうパック：151

着払重量ゆうパック：251

代引まとめ重量ゆうパック：651

一般代引重量ゆうパック：15107

注意コード - - - 一般代引・セキュリティなどにより、マスタから

コードを出力。

伝票個数 複数個口数 個口数 - -

お問い合わせ番号 12桁のお問い合わせ番号 お問い合わせ番号 - -

お客様側管理番号 お客さま側で運用されている受注番号等 お客様専用番号 - -

複数個口代表お問い合わせ番号 複数個口の先頭のお問い合わせ番号 代表お問い合わせ番号 - 複数個口時のみ

ゆうびんビズカードお客さま番号 32桁のゆうびんビズカードお客さま番号 顧客コード - -

(旧ＪＰＥｘ顧客コード) 13桁の旧ＪＰＥｘ顧客コード - - -

(通常は使用しません)

ご依頼主名 ご依頼主名 ご依頼主　名称１ - 結合して出力

全角50文字もしくは半角100文字 ご依頼主　名称２

（全半角混在可）

（ご依頼主名１） ご依頼主名--分割項目１ - - ※出力後にNo11の情報で利用可能。

全角25文字もしくは半角50文字

（全半角混在可）

1

2

3

4

5

6
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（ご依頼主名２） ご依頼主名--分割項目２ - - ※出力後にNo11の情報で利用可能。

全角25文字もしくは半角50文字

（全半角混在可）

ご依頼主電話番号 ご依頼主の電話番号 ご依頼主 電話番号 - -

半角のみ、ハイフン可

ご依頼主郵便番号 ご依頼主の郵便番号 ご依頼主 郵便番号 - -

半角7桁のみ、ハイフン不可

ご依頼主住所 ご依頼主の住所 ご依頼主　住所１ - 結合して出力

全半角150文字まで ご依頼主　住所２

（全半角混在可） ご依頼主　住所３

（ご依頼主住所１） ご依頼主住所--分割項目１ - - ※出力後にNo16の情報で利用可能。

全半角50文字まで

（全半角混在可）

（ご依頼主住所２） ご依頼主住所--分割項目２ - - ※出力後にNo16の情報で利用可能。

全半角50文字まで

（全半角混在可）

（ご依頼主住所３） ご依頼主住所--分割項目３ - - ※出力後にNo16の情報で利用可能。

全半角50文字まで

（全半角混在可）

お届け先名 お届け先の名 お届け先　名称１ - 結合して出力

全角50文字もしくは半角100文字 お届け先　名称２

（全半角混在可）

（お届け先名１） お届け先名--分割項目１ - - ※出力後にNo20の情報で利用可能。

全角25文字もしくは半角50文字

（全半角混在可）

（お届け先名２） お届け先名--分割項目２ - - ※出力後にNo20の情報で利用可能。

全角25文字もしくは半角50文字

（全半角混在可）

お届け先電話番号 お届け先の電話番号 お届け先 電話番号 - -

半角のみ、ハイフン可

お届け先郵便番号 お届け先の郵便番号 お届け先 郵便番号 局留めの場合、局留め郵便番号を出力

半角7桁のみ、ハイフン不可

8-2
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お届け先住所 お届け先の住所 お届け先　住所１ 結合して出力

全半角150文字まで お届け先　住所２

（全半角混在可） お届け先　住所３

（お届け先住所１） お届け先住所--分割項目１ - - ※出力後にNo25の情報で利用可能。

全半角50文字まで

（全半角混在可）

（お届け先住所２） お届け先住所--分割項目２ - - ※出力後にNo25の情報で利用可能。

全半角50文字まで

（全半角混在可）

（お届け先住所３） お届け先住所--分割項目３ - - ※出力後にNo25の情報で利用可能。

全半角50文字まで

（全半角混在可）

お届け先住所コード 8桁または11桁のお届け先の住所コード - - -

お届け希望年月日 お届け希望年月日 配達希望日 - -

お届け希望時間帯 お届け希望時間帯 配達希望時間帯 - -

00:なし

51:午前中 　　52:12～14時

53:14～16時 　54:16～18時

55:18～20時   56:20～21時

57:19～21時

以降配達コード お届け希望年月日以降の配達扱い - - -

0：なし　1：あり

代金引換金額 代金引換金額（税込） 代金引換金額 - -

消費税額等 代金引換金額にかかる消費税額等 代金引換消費税額 - -

品名 品名 品名 複数明細の場合は、品名を結合し、60バイトまで出力

全半角60文字まで

（全半角混在可）

（品名１） 品名--分割項目１ ※出力後にNo35の情報で利用可能。

全半角20文字まで

（全半角混在可）

（品名２） 品名--分割項目２ ※出力後にNo35の情報で利用可能。

全半角20文字まで

（全半角混在可）
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（品名３） 品名--分割項目３ ※出力後にNo35の情報で利用可能。

全半角20文字まで

（全半角混在可）

損害要償額 セキュリティサービスの損害要償額。 損害要償額 - -

上限は50万円まで。

サイズ ゆうパックのサイズ サイズ - -

 60サイズ…"060"　 80サイズ…"080"

100サイズ…"100"　120サイズ…"120"

140サイズ…"140"　160サイズ…"160"

170サイズ…"170"

記事 記事 記事１ - 結合して出力

全角50文字もしくは半角100文字 記事２

（全半角混在可）

（記事１） 記事--分割項目１ - - ※出力後にNo41の情報で利用可能。

全角25文字もしくは半角50文字

（全半角混在可）

（記事２） 記事--分割項目２ - - ※出力後にNo41の情報で利用可能。

全角25文字もしくは半角50文字

（全半角混在可）

復路集荷先電話番号 復路集荷先電話番号 - - -

半角、ハイフン可

復路集荷日 復路集荷日 - - -

発送予定会社コード 発送予定会社コード 引受予定会社コード - -

発送予定局コード 発送予定局コード 引受予定局支店コード - -

お届け予定メールサービス お届け予定メールサービス申込み お届け予定メール利用区分 - -

0：なし　1：あり

配達完了メールサービス 配達完了メールサービス申込み お届け完了メール利用区分 - -

0：なし　1：あり

ご不在連絡メールサービス ご不在連絡メールサービス申込み ご不在連絡メール利用区分 - -

0：なし　1：あり

42
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44
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50
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45

項目名 出力形式 対応項目名 出力項目名 出力仕様
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郵便局留めメールサービス 郵便局留め通知メールサービス申込み 郵便局留めメール利用区分 - -

0：なし　1：あり

お届け予定メールアドレス お届け予定メール通知先メールアドレス お届け先メールアドレス１ - お届け先　配達予告メール使用区分＝１の場合に出力

配達完了メールアドレス１ お届け完了メールの通知先メールアドレス ご依頼主メールアドレス１ ご依頼主　お届け通知メール使用区分＝１の場合に出力

お届け完了メールアドレス２ お届け完了メール通知先メールアドレス - - -

（２つ目）

お届け完了メールアドレス３ お届け完了メール通知先メールアドレス - - -

（３つ目）

お届け完了メールアドレス４ お届け完了メール通知先メールアドレス - - -

（４つ目）

お届け完了メールアドレス５ お届け完了メール通知先メールアドレス - - -

（５つ目）

ご不在連絡通知先メールアドレス ご不在連絡メール通知先メールアドレス お届け先メールアドレス１ - お届け先　再配達予告メール使用区分＝１の場合に出力

郵便局留めメールアドレス１ 郵便局留めの通知先メールアドレス お届け先メールアドレス１ - お届け先　局留めメール使用区分＝１の場合に出力

郵便局留めメールアドレス２ 郵便局留め通知の通知先メールアドレス - - -

（２つ目）

配達希望日前倒し お届け予定メールから配達希望日を - - -

変更する際に送達日数範囲内での

前倒しを可能とするフラグ

0：不可　1：可

商品表示 お届け予定メールに商品名（品名１、 - - -

品名２、品名３の順で値が設定されて

いるもの１つ）の表示を可能とする

フラグ

0：表示しない　1：表示する

プレー日／搭乗日 ゴルフゆうパック、スキー・ホテル等 プレー日／搭乗日 - -

ゆうパック、空港ゆうパックの

プレー日または搭乗日

搭乗便名 空港ゆうパックの搭乗便名を設定 搭乗便名 - -

半角のみ20文字まで
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60
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58
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割引パターン 基本運賃利用の場合、同一あて先 - - -

割引適用のためのフラグ

0000000:なし　0000010:同一あて先

受付店控え 配送伝票の受付店控え有無 - - -

0：控えなし　1：控えあり

自由使用欄 代金引換まとめ送金サービスを フリー項目０１ - 結合して出力

ご利用の場合にご精算書データに フリー項目０２

反映される項目。

全半角50文字まで

（全半角混在可）

65

66

67
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１．<ゆうプリ出荷予定／実績データ出力設定>

フィルタの種類 ： 発送履歴データ 囲み文字 ： ダブルクォーテーション

フォーマット種別 ： ゆうプリ出荷予定/実績データ 文字コード ： Shift-JIS

データ形式 ： カンマ、タブ区切り 重量 ： g

列見出し ： あり データ種別 ： 単純明細

区切り文字 ： カンマ 明細分出力 ： しない

レコード番号 レコード番号 - レコード番号 0固定

ユーザーコード ユーザーコード ログインユーザID ユーザーコード -

料金計算区分 料金計算区分 運賃計算年月日 料金計算区分 null以外 ⇒ TRUE

TRUE：する、FALSE：しない、 null ⇒ FALSE

郵便種別=9：宛名ラベルはFALSEを

セットする。

料金計算フラグ 料金計算フラグ 運賃計算年月日 料金計算フラグ null以外 ⇒ TRUE

TRUE：計算済、FALSE：未計算 null ⇒ FALSE

料金計算エラーフラグ 料金計算エラーフラグ　 - 料金計算エラーフラグ 0固定

お届け先 郵便番号エラー お届け先 郵便番号エラー - お届け先 郵便番号エラー 0固定

お届け先 顧客コード お届け先 顧客コード - お届け先 顧客コード null（出力しない）

お届け先 郵便番号 お届け先 郵便番号 お届け先 郵便番号 お届け先 郵便番号 -

(ハイフンなしで出力する）。

お届け先 住所 お届け先 住所(改行を含む) お届け先 住所 お届け先 住所 結合

お届け先 住所２

お届け先 住所３

お届け先 都道府県コード お届け先 都道府県コード お届け先 住所コード お届け先 都道府県コード 先頭2桁切り出す

お届け先 市区町村コード お届け先 市区町村コード お届け先 住所コード お届け先 市区町村コード 3ﾊﾞｲﾄめから3桁切り出す

お届け先 カスタマバーコード お届け先 カスタマバーコード - null（出力しない）

No
ゆうパックプリント ゆうプリＲ

項目名 出力形式 対応項目名 出力項目名 出力仕様

金額計算における致命的なエラーが発生し
た場合0以外の数値をセットする。

6

0：エラーなし、1：エラーあり、
2：チェック不要

1

2

3

4

5

10

11

12 お届け先 カスタマバー
コード

7

8

9
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お届け先 氏名 お届け先 氏名 お届け先 名称 お届け先 氏名 結合


お届け先 名称２

お届け先 カナ名称 お届け先 カナ名称 お届け先 フリガナ お届け先 カナ名称 結合

お届け先 フリガナ２

お届け先 敬称 お届け先 敬称 お届け先 敬称区分 お届け先 敬称 1:様　2:殿　3:御中　4:行　5:係　6:宛　9:未入力

お届け先 電話番号 お届け先 電話番号 お届け先 電話番号 お届け先 電話番号 -

お届け先 メールアドレス お届け先 メールアドレス お届け先 メールアドレス１ お届け先 メールアドレス -

お届け先 会員番号 お届け先 会員番号 お届け先　検索キー お届け先 会員番号 -

ご依頼主 郵便番号エラー ご依頼主 郵便番号エラー - ご依頼主 郵便番号エラー 0固定

ご依頼主 顧客コード ご依頼主 顧客コード - ご依頼主 顧客コード null（出力しない）

ご依頼主 郵便番号 ご依頼主 郵便番号 ご依頼主 郵便番号 ご依頼主 郵便番号 -

ご依頼主 住所 ご依頼主 住所 ご依頼主 住所 ご依頼主 住所 結合

ご依頼主 住所２

ご依頼主 住所３

ご依頼主 カスタマバーコード ご依頼主 カスタマバーコード - null（出力しない）

ご依頼主 氏名 ご依頼主 氏名 ご依頼主 名称 ご依頼主 氏名 結合

ご依頼主 名称２

ご依頼主 カナ名称 ご依頼主 カナ名称 ご依頼主 フリガナ ご依頼主 カナ名称 結合

ご依頼主 フリガナ２

ご依頼主 敬称 ご依頼主 敬称 ご依頼主 敬称 ご依頼主 敬称 1:様　2:殿　3:御中　4:行　5:係　6:宛　9:未入力

ご依頼主 電話番号 ご依頼主 電話番号 ご依頼主 電話番号 ご依頼主 電話番号 -

ご依頼主 メール利用フラグ ご依頼主 メール利用フラグ ご依頼主 メール利用区分 1 ⇒ TRUE

それ以外 ⇒ FALSE

ご依頼主 メールアドレス ご依頼主 メールアドレス ご依頼主 メールアドレス１ ご依頼主 メールアドレス -

ご依頼主 会員番号 ご依頼主 会員番号 ご依頼主 検索キー ご依頼主 会員番号 -

お届け先/ご依頼主同一フラグ お届け先・ご依頼主同一フラグ - FALSE固定

ご依頼主/ユーザー同一フラグ ご依頼主・利用者同一フラグ ご依頼主 利用者同一区分 1 ⇒ TRUE

それ以外 ⇒ FALSE

13

14

15

16

No
ゆうパックプリント ゆうプリＲ

項目名 出力形式 対応項目名 出力項目名 出力仕様

20

21

22

23 ご依頼主 カスタマバー
コード

17

18

19

0：エラーなし、1：エラーあり、
2：チェック不要

ご依頼主 メール利用フラ
グ

29

30

31 お届け先/ご依頼主同一フ
ラグ

32 ご依頼主/ユーザー同一フ
ラグ

24

25

26

27

28
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郵便種別 郵便種別 郵便種別 郵便種別 0:ゆうパック、1:ゆうメール、2:通常（定形）

0:ゆうパック、 1:ゆうメール、 3:通常（定形外）、9:宛名ラベル

2:郵便（定形）、3:郵便（定形外）、 8:その他（配時指定（定形）、配時指定（定形外）、

9:宛名ラベル ゆうパケット、未入力）

送り状コード 送り状コード 送り状種別 送り状コード -

お届け通知ハガキ使用フラグ お届け通知ハガキ使用フラグ 1:必要 ⇒ TRUE

TRUE:使用する、FALSE:しない それ以外 ⇒ FALSE

お届け通知メール使用フラグ お届け通知メール使用フラグ 1:必要 ⇒ TRUE

TRUE:使用する、FALSE:しない それ以外 ⇒ FALSE

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号 -

商品名称 商品名称 商品名称 商品名称 -

商品金額 商品金額 金額 商品金額 null ⇒ 0       それ以外 ⇒ 変換なし

こわれもの こわれもの こわれもの区分 こわれもの 1 ⇒ TRUE     0 ⇒ FALSE

なまもの なまもの なまもの区分 なまもの 1 ⇒ TRUE     0 ⇒ FALSE

ビン類 ビン類 ビン類区分 ビン類 1 ⇒ TRUE     0 ⇒ FALSE

逆さま厳禁 逆さま厳禁 逆さま厳禁区分 逆さま厳禁 1 ⇒ TRUE     0 ⇒ FALSE

不在留め置き期間 不在留め置き期間 不在留め置き期間 不在留め置き期間 null ⇒ 0       それ以外 ⇒ 変換なし

サイズ サイズ 商品サイズ区分 サイズ 0:未入力、60:60サイズ、80:80サイズ、

100:100サイズ、120:120サイズ、140:140サイズ

160:160サイズ、170:170サイズ、00:その他

商品重量（単位:ｇ） 商品重量（単位:ｇ） 重量合計（ｇ） 商品重量（単位:ｇ） null ⇒ 0       それ以外 ⇒ 変換なし

閾値重量（単位:ｇ） 閾値重量（単位:ｇ） 閾値重量（ｇ） 閾値重量（単位:ｇ） null ⇒ 0       それ以外 ⇒ 変換なし

 (後納差出票サマリー)

支払方法区分 支払方法区分 支払方法区分 支払方法区分 1:即納、2:別納、3:後納

1:即納、2:別納、3:後納

適用特別料金種別 適用特別料金種別 適用特別料金種別 適用特別料金種別 0:なし、2:特別料金２、3:特別料金３、

0:なし、2:特別料金２、 4:ゆうパック特別（承認・サイズ）

3:特別料金３、

4:ゆうパック特別(承認・サイズ)

料金体系 料金体系 1:重量、2:サイズ 料金体系区分 料金体系 1:重量　2:サイズ

料金計算用サイズまたは重量 料金計算用サイズまたは重量 料金計算用サイズまたは重量 料金体系区分が"0" ⇒ 重量

料金体系区分が"1" ⇒ サイズ

No
ゆうパックプリント ゆうプリＲ

項目名 出力形式 対応項目名 出力項目名 出力仕様

36 ご依頼主 お届け通知メール使
用区分

お届け通知メール使用フラ
グ

37

38

33

34

35 ご依頼主 お届け通知はがき使
用区分

お届け通知ハガキ使用フラ
グ

45

46

47

39

40

41

42

43

44

51 料金計算用サイズまたは重
量

料金体系が"1"のとき重量、"2"のときサイ
ズ
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48

49

50
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郵便番号エラー 郵便番号エラー - 郵便番号エラー 0固定

0:エラーなし、1:エラーあり

差出／集荷局 郵便番号 差出／集荷局 郵便番号 差出／集荷局 郵便番号 差出／集荷局 郵便番号 -

差出／集荷地 都道府県コード 差出／集荷地 都道府県コード 先頭2桁切り出す

差出／集荷地 市区町村コード 差出／集荷地 市区町村コード 3ﾊﾞｲﾄめから3桁切り出す

地帯番号 地帯番号 地帯区分 地帯番号 null ⇒ 9

0:第１地帯（市内）、1:第１地帯、 それ以外 ⇒ 変換なし

2:第２地帯、3:第３地帯、4:第４地帯、

9:なし

速達・配達日指定種別 速達・配達日指定種別 速達・配達日指定種別 速達・配達日指定種別 0:なし、1:速達、2:配達日指定、3:配達日希望

0:なし、1:速達、2:配達日指定、 9:その他

3:配達日希望

配達指定日／希望日 配達指定日／希望日 (YYYY/MM/DD) 配達指定日／希望日 配達指定日／希望日 YYYY/MM/DD

配達指定日曜日種別 配達指定日曜日種別 配達指定日曜日種別 配達指定日曜日種別 -

0:平日、1:日曜日・休日

配達希望時間 配達希望時間 配達時間帯区分 配達希望時間 60:午前中、62:12～14時、63:14～16時、

64:16～18時、65:18～20時、66:20～21時

99:希望しない、00:その他

書留/セキュリティ種別 書留種別 書留/セキュリティ種別 -

保冷種別 保冷種別 　0:なし、1:チルド、2:冷凍 保冷種別 保冷種別 -

元／着払い種別 元／着払い種別  0:元払い、1:着払い 元／着払い種別 元／着払い種別 -

差出方法 差出方法　0:集荷、1:差出=持込 差出方法区分 差出方法 -

割引区分 割引区分 ゆうパック同一割引 割引区分 0:指定なし、1:同一あて先割引、2:複数個割引

0:指定なし、1:同一あて先割引、 ゆうパック複数個割引

2:複数口割引

書留/セキュリティ 損害要償額 書留 損害要償額 書留 損害要償額 null ⇒ 0　　それ以外 ⇒ 変換なし

52

53

54
差出／集荷地 都道府県コード

差出／集荷地 都道府県
コード

No
ゆうパックプリント ゆうプリＲ

項目名 出力形式 対応項目名 出力項目名 出力仕様

58

59

60

55
差出／集荷地 市区町村コード

差出／集荷地 市区町村
コード

56

57

64

65

66 書留/セキュリティ 損害要
償額

0:午前、1:午後１、2:午後２、3:夕方、4:
夜間、9:指定なし
60:午前中、62:12～14時、63:14～16時、
64: 16～18時、65:18～20時、66:20～21
時、99:希望なし

61 書留／セキュリティ／特定記
録種別0:なし、1:簡易書留、

2:書留/セキュリティ

62

63

9-4

９ ゆうプリ出荷予定/実績データ 出力フィルタ設定項目



基本料金 基本料金 基本料金小計 基本料金 -

速達・配達日指定料金 速達・配達日指定料金 速達・配達日指定料金内訳 速達・配達日指定料金 null ⇒ 0    それ以外 ⇒ 変換なし

保冷料金 保冷料金 保冷料金内訳 保冷料金 -

割引金額 割引金額 割引金額 割引金額 -

運賃等 郵便料金 郵便料金小計 運賃等 -

（基本料金＋速達・配達日指定料金＋

保冷料金－割引金額）

書留/セキュリティ料金 書留料金 書留料金 書留/セキュリティ料金 null ⇒ 0    それ以外 ⇒ 変換なし

代引引換手数料 代引引換手数料 代引引換手数料 代引引換手数料 -

その他料金 その他料金（書留料金＋代引引換手数料） その他料金小計 その他料金 -

領収金額 領収金額(郵便料金＋その他料金） 領収金額計 領収金額 -

代引利用区分 代引種別 　TRUE:代引、FALSE:通常 代引送金方法 代引利用区分 0:FALSE       それ以外 ⇒ TRUE

消費税課税負担者フラグ 消費税課税負担者フラグ 消費税課税区分 消費税課税負担者フラグ 0:TRUE(課税対象)  1:FALSE(非課税)

TRUE:課税対象、FALSE：非課税

消費税計算区分 消費税計算区分 消費税計算区分 消費税計算区分 -

0:切捨て、1:四捨五入、2:切上げ

交付種別 交付種別 　1:配達、2:窓口交付 交付種別 交付種別 1:配達  2:窓口交付

代引種別 引換金計算種別 - 代引種別 FALSE固定

TRUE:自動計算、FALSE:固定

代引送金方法 代引送金方法 代引送金方法 代引送金方法 0:なし、1:普通為替、7:通常払込振替口座、

0：なし、1：普通為替、 8:電信払込振替口座、9:電信払込総合口座

7：通常払込振替口座、

8：電信払込振替口座、

9：電信払込総合口座

代引金額 代引金額（引換金額） 代引金額 代引金額 -

代引消費税金額 代引消費税金額 代引消費税金額 代引消費税金額 -

代引課税対象額 代引課税対象額 代引課税対象額 代引課税対象額 -

代引印紙税額 代引印紙税額 代引印紙税額 代引印紙税額 -

代引送金手数料 代引送金手数料 代引送金手数料 代引送金手数料 -

代引送金金額 代引送金金額 (印紙税差し引き後） 代引送金金額 代引送金金額 -

加入者名 加入者名 口座加入者名カナ 加入者名 -

振替口座1 振替口座1（99999-X-XXXXXXXX） 振替口座1 振替口座1 -

振替口座2 振替口座2（XXXXX-9-XXXXXXXX） 振替口座2 振替口座2 -

67

68

69

70

71

No
ゆうパックプリント ゆうプリＲ

項目名 出力形式 対応項目名 出力項目名 出力仕様

77

78

79

80

72

73

74

75

76

86

87

88

89

90
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82
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84

85
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振替口座3 振替口座3（XXXXX-X-99999999） 振替口座3 振替口座3 -

総合口座1 総合口座1（99999-X-XXXXXXXX） 総合口座1 総合口座1 -

総合口座2 総合口座2（XXXXX-9-XXXXXXXX） 総合口座2 総合口座2 -

総合口座3 総合口座3（XXXXX-X-99999999） 総合口座3 総合口座3 -

データ通知サービス利用区分 データ通知サービス利用区分 - FALSE固定

TRUE:利用する、FALSE:利用しない

コマーシャルデータ コマーシャルデータ - コマーシャルデータ null（出力しない）

受注番号 受注番号 受注番号 受注番号 -

代引まとめ利用区分 代引まとめ　フラグ 代引まとめ区分 代引まとめ利用区分 2:代引まとめ ⇒ TRUE   それ以外 ⇒ FALSE

TRUE:代引まとめ、 

FALSE:代引まとめ以外

代引まとめバーコード 代引まとめ　バーコード - 代引まとめバーコード null（出力しない）

代引まとめ精算 代引金額 代引まとめ精算 代引金額（引換金額） 代引まとめ精算 代引金額 代引まとめ精算 代引金額 -

代引まとめ精算 代引消費税金額 代引まとめ精算 代引消費税金額 -

代引まとめ精算 代引課税対象額 代引まとめ精算 代引課税対象額 -

代引まとめ精算 代引印紙税額 代引まとめ精算 代引印紙税額 -

代引まとめ精算 代引送金手数料 代引まとめ精算 代引送金手数料 -

代引まとめ精算 代引送金金額 代引まとめ精算 代引送金金額 -

 (印紙税差し引き後）

代引まとめ差出データ作成済フラグ - 0固定

代引まとめ精算データ書き込み 代引まとめ精算データ書き込み日付 -

日付

代引まとめ 代金入金日 代引まとめ 代金入金日 代引まとめ 代金入金日付 代引まとめ 代金入金日 -

代引まとめ 計理日 代引まとめ 計理日 代引まとめ 計理日付 代引まとめ 計理日 -

代引まとめ決済手段コード 代引まとめ決済手段コード 代引まとめ決済種別 -

1:現金、2:小切手、

3:デビット、4:クレジット

データ通知サービス利用区
分

No
ゆうパックプリント ゆうプリＲ

項目名 出力形式 対応項目名 出力項目名 出力仕様

96

97

98

99

91

92

93

94

95

103
代引まとめ精算 代引印紙税額

代引まとめ精算 代引印紙
税額

104 代引まとめ精算 代引送金手数
料

代引まとめ精算 代引送金
手数料

100

101 代引まとめ精算 代引消費税金
額

代引まとめ精算 代引消費
税金額

102 代引まとめ精算 代引課税対象
額

代引まとめ精算 代引課税
対象額

107 代引まとめ精算データ書き込
み日付

代引まとめ精算データ書き
込み日付

108

109

105
代引まとめ精算 代引送金金額

代引まとめ精算 代引送金
金額

106 代引まとめ差出データ作成済フラ
グ

代引まとめ差出データ作成
済フラグ

110 代引まとめ決済手段コード
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配達ステータス集約コード 配達ステータス集約コード 配達ステータス集約コード -

配達ステータス明細コード 配達ステータス明細コード 配達ステータス集約コード 結合

配達ステータス明細コード

フリー項目１ フリー項目１ フリー項目０１ フリー項目１ -

フリー項目２ フリー項目２ フリー項目０２ フリー項目２ -

フリー項目３ フリー項目３ フリー項目０３ フリー項目３ -

フリー項目４ フリー項目４ フリー項目０４ フリー項目４ -

フリー項目５ フリー項目５ フリー項目０５ フリー項目５ -

日付 出荷予定日 日付 出荷予定日 発送予定日 日付 出荷予定日 YYYY/MM/DD

日付 出荷日 日付 出荷日 発送日 日付 出荷日 YYYY/MM/DD

日付 出荷予定データ作成日 日付 出荷予定データ作成日 - 日付 出荷予定データ null（出力しない）

作成日

日付 大口FD出力日付 日付 大口FD出力日付 - 日付 大口FD出力日付 null（出力しない）

料金印刷指示フラグ 料金印刷指示フラグ - 料金印刷指示フラグ FALSE固定

TRUE:する、FALSE：しない

大口FD出力フラグ 大口FD出力フラグ - 大口FD出力フラグ FALSE固定

TRUE:出力済、FALSE:未出力

お届け先 メール作成済フラグ お届け先 メール作成済フラグ - FALSE固定

ご依頼主 メール送信済フラグ ご依頼主 メール送信済フラグ - FALSE固定

テストＩＤフラグ テストＩＤフラグ - テストＩＤフラグ FALSE固定

TRUE:テストＩＤ、FALSE:通常ＩＤ

お問い合わせ番号 お問い合わせ番号 追跡番号 お問い合わせ番号 -

データ種別 データ種別 - データ種別 0固定

0:手動入力、

1:外部ファイル読み込みデータ

出荷予定データ作成日時 出荷予定データ作成日時 (システム日付） 登録年月日 出荷予定データ作成日時 -

送り状印刷日時 送り状印刷日時 (システム日付） 送り状発行年月日 送り状印刷日時 -

下積み厳禁 下積み厳禁 下積み厳禁区分 下積み厳禁 1 ⇒ TRUE  0 ⇒ FALSE

仕分けコード 仕分けコード 仕分番号 仕分けコード -

No
ゆうパックプリント ゆうプリＲ

項目名 出力形式

113

114

115

116

117

118

対応項目名 出力項目名 出力仕様

111 配達ステータス集約コード

112 配達ステータス明細コード

123

124 お届け先 メール作成済フ
ラグ

125 ご依頼主 メール送信済フ
ラグ

119

120

121

122

129

130

131

132
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126

127

128
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１．<ＤＥＮＦＤ確定データ出力設定>
※ ゆうパックのデータのみ出力します。

フィルタの種類 ： 発送履歴データ 囲み文字 ： ダブルクォーテーション 郵便商品は出力出来ません。

フォーマット種別 ： ＤＥＮＦＤ確定 文字コード ： Shift-JIS

データ形式 ： カンマ、タブ区切り 重量 ： g

列見出し ： なし データ種別 ： 単純明細

区切り文字 ： カンマ 明細分出力 ： しない

ファイル識別コード ファイルレイアウトの識別子 - - 「DENFD」固定

(固定値:DENFD)

発送予定日 発送予定日(YYYYMMDD) - - 配達指定日により、発送予定日・発送日・受付日の

いずれかを出力。

発送時刻 発送時刻(HHMM) - - -

商品種別コード 元払：101　着払：201 - - 元着代・保冷などにより、マスタからコードを出力。

代引まとめ：601　一般代引：10107

重量ゆうパック：151

着払重量ゆうパック：251

代引まとめ重量ゆうパック：651

一般代引重量ゆうパック：15107

注意コード - - - 一般代引・セキュリティなどにより、マスタから

コードを出力。

伝票個数 複数個口数 個口数 - -

お問い合わせ番号 12桁のお問い合わせ番号 お問い合わせ番号 - -

お客様側管理番号 お客さま側で運用されている受注番号等 お客様専用番号 - -

複数個口代表お問い合わせ番号 複数個口の先頭のお問い合わせ番号 代表お問い合わせ番号 - 複数個口時のみ

ゆうびんビズカードお客さま番号 32桁のゆうびんビズカードお客さま番号 顧客コード - -

(旧ＪＰＥｘ顧客コード) 13桁の旧ＪＰＥｘ顧客コード - - -

(通常は使用しません)

ご依頼主名 ご依頼主名 ご依頼主　名称１ - 結合して出力

全角50文字もしくは半角100文字 ご依頼主　名称２

（全半角混在可）

3
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9

10

11

12

1

2

5

6

7

4

No
DENFD確定 ゆうプリＲ

項目名 出力形式 対応項目名 出力項目名 出力仕様

8

10 DENFD確定 出力フィルタ設定項目一覧



（ご依頼主名１） ご依頼主名--分割項目１ - - ※出力後にNo12の情報で利用可能。

全角25文字もしくは半角50文字

（全半角混在可）

（ご依頼主名２） ご依頼主名--分割項目２ - - ※出力後にNo12の情報で利用可能。

全角25文字もしくは半角50文字

（全半角混在可）

ご依頼主電話番号 ご依頼主の電話番号 ご依頼主 電話番号 - -

半角のみ、ハイフン可

ご依頼主郵便番号 ご依頼主の郵便番号 ご依頼主 郵便番号 - -

半角7桁のみ、ハイフン不可

ご依頼主住所 ご依頼主の住所 ご依頼主　住所１ - 結合して出力

全半角150文字まで ご依頼主　住所２

（全半角混在可） ご依頼主　住所３

（ご依頼主住所１） ご依頼主住所--分割項目１ - - ※出力後にNo17の情報で利用可能。

全半角50文字まで

（全半角混在可）

（ご依頼主住所２） ご依頼主住所--分割項目２ - - ※出力後にNo17の情報で利用可能。

全半角50文字まで

（全半角混在可）

（ご依頼主住所３） ご依頼主住所--分割項目３ - - ※出力後にNo17の情報で利用可能。

全半角50文字まで

（全半角混在可）

お届け先名 お届け先の名 お届け先　名称１ - 結合して出力

全角50文字もしくは半角100文字 お届け先　名称２

（全半角混在可）

（お届け先名１） お届け先名--分割項目１ - - ※出力後にNo21の情報で利用可能。

全角25文字もしくは半角50文字

（全半角混在可）

（お届け先名２） お届け先名--分割項目２ - - ※出力後にNo21の情報で利用可能。

全角25文字もしくは半角50文字

（全半角混在可）
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21

22

23

出力仕様

15

16

17

18

19

14

No
DENFD確定 ゆうプリＲ

項目名 出力形式 対応項目名 出力項目名

20

13
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お届け先電話番号 お届け先の電話番号 お届け先 電話番号 - -

半角のみ、ハイフン可

お届け先郵便番号 お届け先の郵便番号 お届け先 郵便番号 局留めの場合、局留め郵便番号を出力

半角7桁のみ、ハイフン不可

お届け先住所 お届け先の住所 お届け先　住所１ 結合して出力

全半角150文字まで お届け先　住所２

（全半角混在可） お届け先　住所３

（お届け先住所１） お届け先住所--分割項目１ - - ※出力後にNo26の情報で利用可能。

全半角50文字まで

（全半角混在可）

（お届け先住所２） お届け先住所--分割項目２ - - ※出力後にNo26の情報で利用可能。

全半角50文字まで

（全半角混在可）

（お届け先住所３） お届け先住所--分割項目３ - - ※出力後にNo26の情報で利用可能。

全半角50文字まで

（全半角混在可）

お届け先住所コード 8桁または11桁のお届け先の住所コード - - -

お届け希望年月日 お届け希望年月日 配達希望日 - -

お届け希望時間帯 お届け希望時間帯 配達希望時間帯 - -

00:なし

51:午前中 　　52:12～14時

53:14～16時 　54:16～18時

55:18～20時   56:20～21時

57:19～21時

以降配達コード お届け希望年月日以降の配達扱い - - -

0：なし　1：あり

代金引換金額 代金引換金額（税込） 代金引換金額 - -

消費税額等 代金引換金額にかかる消費税額等 代金引換消費税額 - -

品名 品名 品名 複数明細の場合は、品名を結合し、60バイトまで出力

全半角60文字まで

（全半角混在可）

（品名１） 品名--分割項目１ ※出力後にNo36の情報で利用可能。

全半角20文字まで

（全半角混在可）
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33

34

35

36

37

27

28

29

30

31

32

26

No
DENFD確定 ゆうプリＲ

項目名 出力形式 対応項目名 出力項目名 出力仕様

24

25
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（品名２） 品名--分割項目２ ※出力後にNo36の情報で利用可能。

全半角20文字まで

（全半角混在可）

（品名３） 品名--分割項目３ ※出力後にNo36の情報で利用可能。

全半角20文字まで

（全半角混在可）

損害要償額 セキュリティサービスの損害要償額。 損害要償額 - -

上限は50万円まで。

サイズ ゆうパックのサイズ サイズ - -

 60サイズ…"060"　 80サイズ…"080"

100サイズ…"100"　120サイズ…"120"

140サイズ…"140"　160サイズ…"160"

170サイズ…"170"

記事 記事 記事１ - 結合して出力

全角50文字もしくは半角100文字 記事２

（全半角混在可）

（記事１） 記事--分割項目１ - - ※出力後にNo42の情報で利用可能。

全角25文字もしくは半角50文字

（全半角混在可）

（記事２） 記事--分割項目２ - - ※出力後にNo42の情報で利用可能。

全角25文字もしくは半角50文字

（全半角混在可）

復路集荷先電話番号 復路集荷先電話番号 - - -

半角、ハイフン可

復路集荷日 復路集荷日 - - -

発送予定会社コード 発送予定会社コード 引受予定会社コード - -

発送予定局コード 発送予定局コード 引受予定局支店コード - -

お届け予定メールサービス お届け予定メールサービス申込み お届け予定メール利用区分 - -

0：なし　1：あり

お届け完了メールサービス お届け完了メールサービス申込み お届け完了メール利用区分 - -

0：なし　1：あり
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46

47

48

49

50

40

41

42

43

44

45

39

No
DENFD確定 ゆうプリＲ

項目名 出力形式 対応項目名 出力項目名 出力仕様
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ご不在連絡メールサービス ご不在連絡メールサービス申込み ご不在連絡メール利用区分 - -

0：なし　1：あり

郵便局留めメールサービス 郵便局留めメールサービス申込み 郵便局留めメール利用区分 - -

0：なし　1：あり

お届け予定メールアドレス お届け予定メール通知先メールアドレス お届け先メールアドレス１ - お届け先　配達予告メール使用区分＝１の場合に出力

お届け完了メールアドレス１ お届け完了メール通知先メールアドレス ご依頼主メールアドレス１ ご依頼主　お届け通知メール使用区分＝１の場合に出力

お届け完了メールアドレス２ お届け完了メール通知先メールアドレス - - -

（２つ目）

お届け完了メールアドレス３ お届け完了メール通知先メールアドレス - - -

（３つ目）

お届け完了メールアドレス４ お届け完了メール通知先メールアドレス - - -

（４つ目）

お届け完了メールアドレス５ お届け完了メール通知先メールアドレス - - -

（５つ目）

ご不在連絡通知先メールアドレス ご不在連絡メール通知先メールアドレス お届け先メールアドレス１ - お届け先　再配達予告メール使用区分＝１の場合に出力

郵便局留め通知メールアドレス１ 郵便局留め通知の通知先メールアドレス お届け先メールアドレス１ - お届け先　局留めメール使用区分＝１の場合に出力

郵便局留め通知メールアドレス２ 郵便局留め通知の通知先メールアドレス - - -

（２つ目）

配達希望日前倒し お届け予定メールから配達希望日を - - -

変更する際に送達日数範囲内での

前倒しを可能とするフラグ

0：不可　1：可

商品表示 お届け予定メールに商品名（品名１、 - - -

品名２、品名３の順で値が設定されて

いるもの１つ）の表示を可能とする

フラグ

0：表示しない　1：表示する

集荷持込区分 基本運賃利用の場合、持込割引適用

のためのフラグ

1：集荷　2：持込

プレー日／搭乗日 ゴルフゆうパック、スキー・ホテル等 プレー日／搭乗日 - -

ゆうパック、空港ゆうパックの

プレー日または搭乗日

64
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59

60

61

62

63

65

55

56

57

58

52

53

54

51

No
DENFD確定 ゆうプリＲ

項目名 出力形式 対応項目名 出力項目名 出力仕様
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搭乗便名 空港ゆうパックの搭乗便名を設定 搭乗便名 - -

半角のみ20文字まで

割引パターン 基本運賃利用の場合、同一あて先 - - -

割引適用のためのフラグ

0000000:なし　0000010:同一あて先

受付店控え 配送伝票の受付店控え有無 - - -

0：控えなし　1：控えあり

自由使用欄 代金引換まとめ送金サービスを フリー項目０１ - 結合して出力

ご利用の場合にご精算書データに フリー項目０２

反映される項目。

全半角50文字まで

（全半角混在可）
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対応項目名 出力項目名 出力仕様

69

66

67

68
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１．<新ＤＥＮＦＤ予約出力設定>
※ ゆうパックのデータのみ出力します。

フィルタの種類 ： 発送履歴データ 囲み文字 ： ダブルクォーテーション 郵便商品は出力出来ません。

フォーマット種別 ： 新ＤＥＮＦＤ予約 文字コード ： Shift-JIS

データ形式 ： カンマ、タブ区切り 重量 ： g

列見出し ： なし データ種別 ： 単純明細

区切り文字 ： カンマ 明細分出力 ： しない

予約・確定識別コード 予約データ/確定データの識別コード ―（マッピング無し） 「DENYOYAKU」固定

DENYOYAKU:予約データ

発送(予定)日 予約データ:発送予定日(YYYYMMDD) 発送予定日／発送日／受付日 配達指定日により、発送予定日・発送日・受付日のいずれかを出力

発送時刻 予約データ:null ―（マッピング無し） Null固定

商品種別コード 元払：101　着払：201 ―（マッピング無し） 元着代・保冷などにより、マスタからコードを出力。

代引まとめ：601　一般代引：10107

重量ゆうパック：151

着払重量ゆうパック：251

代引まとめ重量ゆうパック：651

一般代引重量ゆうパック：15107

注意コード - ―（マッピング無し） 一般代引・セキュリティなどにより、マスタからコードを出力

伝票個数 複数個口数 個口数 複数個口時のみ

お問い合わせ番号 12桁のお問い合わせ番号 お問い合わせ番号 -

お客様側管理番号 お客さま側で運用されている受注番号等 お客様側管理番号 -

複数個口代表お問い合わせ番号 複数個口の場合、先頭のお問い合わせ番号 代表お問い合わせ番号 -

ゆうびんビズカードお客さま番号 32桁のゆうびんビズカードお客さま番号 顧客コード -

ご依頼主名 ご依頼主名 ご依頼主名称１ / ご依頼主名称２ 結合して出力

ご依頼主電話番号 ご依頼主の電話番号 ご依頼主 電話番号 -

ご依頼主郵便番号 ご依頼主の郵便番号 ご依頼主 郵便番号 -

ご依頼主住所 ご依頼主の住所 ご依頼主 住所１
～住所３ 結合して出力

お届け先名 お届け先名 お届け先 名称１ / お届け先名称２ 結合して出力

お届け先電話番号 お届け先の電話番号 お届け先 電話番号 -

お届け先郵便番号 お届け先の郵便番号 お届け先 郵便番号 局留めの場合、局留め郵便番号を出力

お届け先住所 お届け先の住所 お届け先 住所１
～住所３ 結合して出力

お届け希望年月日 お届け希望年月日 配達希望日 -
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新ＤＥＮＦＤ予約 ゆうプリＲ

項目名 出力形式 対応項目名 出力仕様

11 新DENFD予約 出力フィルタ設定項目一覧



お届け希望時間帯 お届け希望時間帯 配達希望時間帯 -

00:なし

51:午前中 　　52:12～14時

53:14～16時 　54:16～18時

55:18～20時   56:20～21時

57:19～21時

代金引換金額 代金引換金額（税込） 代金引換金額 -

消費税額等 代金引換金額にかかる消費税額等 代金引換消費税額 -

品名１ 全半角20文字まで 品名 -

品名２ 全半角20文字まで 品名 -

品名３ 全半角20文字まで 品名 -

損害要償額 セキュリティサービスの損害要償額 損害要償額 -

サイズ ゆうパックのサイズ サイズ -

 60サイズ…"060"　 80サイズ…"080"

100サイズ…"100"　120サイズ…"120"

140サイズ…"140"　160サイズ…"160"

170サイズ…"170"

記事１ 全角25文字もしくは半角50文字 記事１ -

記事２ 全角25文字もしくは半角50文字 記事２ -

発送会社コード 発送会社コード 引受予定会社コード -

発送局コード 発送局コード 引受予定局支店コード -

お届け予定メールサービス お届け予定メールサービス申込み お届け予定メール利用区分 -

0：なし　1：あり

お届け完了メールサービス お届け完了メールサービス申込み お届け完了メール利用区分 -

0：なし　1：あり

ご不在連絡メールサービス ご不在連絡メールサービス申込み ご不在連絡メール利用区分 -

0：なし　1：あり

郵便局留めメールサービス 郵便局留め通知メールサービス申込み 郵便局留めメール利用区分 -

0：なし　1：あり

お届け予定メールアドレス お届け予定メール通知先メールアドレス お届け先メールアドレス１ お届け予定メール利用区分＝１の場合に出力

お届け完了メールアドレス お届け完了メール通知先メールアドレス ご依頼主メールアドレス１ お届け完了メール利用区分＝１の場合に出力

ご不在連絡通知先メールアドレス ご不在連絡メール通知先メールアドレス お届け先メールアドレス１ ご不在連絡メール利用区分＝１の場合に出力

郵便局留め通知メールアドレス 郵便局留め通知の通知先メールアドレス お届け先メールアドレス１ 郵便局留めメール利用区分＝１の場合に出力39
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新ＤＥＮＦＤ予約 ゆうプリＲ

項目名 出力形式 対応項目名 出力仕様

11 新DENFD予約 出力フィルタ設定項目一覧



配達希望日前倒し ―（マッピング無し） Null固定

商品表示 ―（マッピング無し） Null固定

自由使用欄 フリー項目01

フリー項目02

コンビニ等判別コード コンビニ等受取かを判別するコード コンビニ等判別コード コンビニ等受取かを判別するコード

指定場所ダイレクトを判別するコード

通販業者コード 当社から付定する通販業者コード コンビニ等受取　通販業者コード 当社から付定する通販業者コード

指定場所ダイレクト　指定場所第1希望

コンビニ等コード 引取店舗のコンビニ等コード コンビニ等受取　コンビニ等コード 引取店舗のコンビニ等コード

指定場所ダイレクト　指定場所第2希望

コンビニ事業者名 引取店舗のコンビニ名 コンビニ等受取　コンビニ事業者名 -

コンビニ店舗コード 引取店舗のコンビニ店舗コード コンビニ等受取　コンビニ店舗コード 引取店舗のコンビニ店舗コード

指定場所ダイレクト　チャイムの有無

コンビニ等店舗名 引取店舗のコンビニ等店舗名 コンビニ等受取　コンビニ等店舗名 -

認証番号 コンビニ等受取　認証番号 -

予備 （全半角100文字） ―（マッピング無し） Null固定

11-3

コンビニ端末等で受け取る際に必要な認証
番号

50

44

45

46

47

48

49

42 代金引換まとめ送金サービスをご利用の場
合にご精算書データに反映される項目

コンビニ等判別コード＝0の場合、フリー項目０１とフリー項目０２を結合して
出力。
コンビニ等判別コードが0以外の場合、フリー項目０１のみ出力。

43

40 お届け予定メールから配達希望日を変更す
る際に送達日数範囲内での前倒しを可能と
するフラグ 0：不可　1：可

41 お届け予定メールに商品名（品名１、品名
２、品名３の順で値が設定されているもの
１つ）の表示を可能とするフラグ
0：表示しない　1：表示する

No
新ＤＥＮＦＤ予約 ゆうプリＲ

項目名 出力形式 対応項目名 出力仕様

11 新DENFD予約 出力フィルタ設定項目一覧



１．<新ＤＥＮＦＤ確定出力設定>
※ ゆうパックのデータのみ出力します。

フィルタの種類 ： 発送履歴データ 囲み文字 ： ダブルクォーテーション 郵便商品は出力出来ません。

フォーマット種別 ： 新ＤＥＮＦＤ確定 文字コード ： Shift-JIS

データ形式 ： カンマ、タブ区切り 重量 ： g

列見出し ： なし データ種別 ： 単純明細

区切り文字 ： カンマ 明細分出力 ： しない

予約・確定識別コード 予約データ/確定データの識別コード ―（マッピング無し） 「DENKAKUTEI」固定

DENKAKUTEI:確定データ

発送(予定)日 確定データ：発送日(YYYYMMDD) 発送予定日／発送日／受付日 配達指定日により、発送予定日・発送日・受付日のいずれかを出力

発送時刻 確定データ:発送時刻(HHMM) ―（マッピング無し） Null固定

商品種別コード 元払：101　着払：201 ―（マッピング無し） 元着代・保冷などにより、マスタからコードを出力。

代引まとめ：601　一般代引：10107

重量ゆうパック：151

着払重量ゆうパック：251

代引まとめ重量ゆうパック：651

一般代引重量ゆうパック：15107

注意コード - ―（マッピング無し） 一般代引・セキュリティなどにより、マスタからコードを出力

伝票個数 複数個口数 個口数 複数個口時のみ

お問い合わせ番号 12桁のお問い合わせ番号 お問い合わせ番号 -

お客様側管理番号 お客さま側で運用されている受注番号等 お客様側管理番号 -

複数個口代表お問い合わせ番号 複数個口の場合、先頭のお問い合わせ番号 代表お問い合わせ番号 -

ゆうびんビズカードお客さま番号 32桁のゆうびんビズカードお客さま番号 顧客コード -

ご依頼主名 ご依頼主名 ご依頼主名称１ / ご依頼主名称２ 結合して出力

ご依頼主電話番号 ご依頼主の電話番号 ご依頼主 電話番号 -

ご依頼主郵便番号 ご依頼主の郵便番号 ご依頼主 郵便番号 -

ご依頼主住所 ご依頼主の住所 ご依頼主 住所１
～住所３ 結合して出力

お届け先名 お届け先名 お届け先 名称１ / お届け先名称２ 結合して出力

お届け先電話番号 お届け先の電話番号 お届け先 電話番号 -

お届け先郵便番号 お届け先の郵便番号 お届け先 郵便番号 局留めの場合、局留め郵便番号を出力

お届け先住所 お届け先の住所 お届け先 住所１
～住所３ 結合して出力

お届け希望年月日 お届け希望年月日 配達希望日 -
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新ＤＥＮＦＤ確定 ゆうプリＲ

項目名 出力形式 対応項目名 出力仕様

12 新DENFD確定 出力フィルタ設定項目一覧



お届け希望時間帯 お届け希望時間帯 配達希望時間帯 -

00:なし

51:午前中 　　52:12～14時

53:14～16時 　54:16～18時

55:18～20時   56:20～21時

57:19～21時

代金引換金額 代金引換金額（税込） 代金引換金額 -

消費税額等 代金引換金額にかかる消費税額等 代金引換消費税額 -

品名１ 全半角20文字まで 品名 -

品名２ 全半角20文字まで 品名 -

品名３ 全半角20文字まで 品名 -

損害要償額 セキュリティサービスの損害要償額 損害要償額 -

サイズ ゆうパックのサイズ サイズ -

 60サイズ…"060"　 80サイズ…"080"

100サイズ…"100"　120サイズ…"120"

140サイズ…"140"　160サイズ…"160"

170サイズ…"170"

記事１ 全角25文字もしくは半角50文字 記事１ -

記事２ 全角25文字もしくは半角50文字 記事２ -

発送会社コード 発送会社コード 引受予定会社コード -

発送局コード 発送局コード 引受予定局支店コード -

お届け予定メールサービス お届け予定メールサービス申込み お届け予定メール利用区分 -

0：なし　1：あり

お届け完了メールサービス お届け完了メールサービス申込み お届け完了メール利用区分 -

0：なし　1：あり

ご不在連絡メールサービス ご不在連絡メールサービス申込み ご不在連絡メール利用区分 -

0：なし　1：あり

郵便局留めメールサービス 郵便局留め通知メールサービス申込み 郵便局留めメール利用区分 -

0：なし　1：あり

お届け予定メールアドレス お届け予定メール通知先メールアドレス お届け先メールアドレス１ お届け予定メール利用区分＝１の場合に出力

お届け完了メールアドレス お届け完了メール通知先メールアドレス ご依頼主メールアドレス１ お届け完了メール利用区分＝１の場合に出力

ご不在連絡通知先メールアドレス ご不在連絡メール通知先メールアドレス お届け先メールアドレス１ ご不在連絡メール利用区分＝１の場合に出力

郵便局留め通知メールアドレス 郵便局留め通知の通知先メールアドレス お届け先メールアドレス１ 郵便局留めメール利用区分＝１の場合に出力39
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配達希望日前倒し ―（マッピング無し） Null固定

商品表示 ―（マッピング無し） Null固定

自由使用欄 フリー項目01

フリー項目02

コンビニ等判別コード コンビニ等受取かを判別するコード コンビニ等判別コード コンビニ等受取かを判別するコード

指定場所ダイレクトを判別するコード

通販業者コード 当社から付定する通販業者コード コンビニ等受取　通販業者コード 当社から付定する通販業者コード

指定場所ダイレクト　指定場所第1希望

コンビニ等コード 引取店舗のコンビニ等コード コンビニ等受取　コンビニ等コード 引取店舗のコンビニ等コード

指定場所ダイレクト　指定場所第2希望

コンビニ事業者名 引取店舗のコンビニ名 コンビニ等受取　コンビニ事業者名 -

コンビニ店舗コード 引取店舗のコンビニ店舗コード コンビニ等受取　コンビニ店舗コード 引取店舗のコンビニ店舗コード

指定場所ダイレクト　チャイムの有無

コンビニ等店舗名 引取店舗のコンビニ等店舗名 コンビニ等受取　コンビニ等店舗名 -

認証番号 コンビニ等受取　認証番号 -

予備 （全半角100文字） ―（マッピング無し） Null固定

12-3

コンビニ端末等で受け取る際に必要な認証
番号

50

44

45

46

47

48

49

42 代金引換まとめ送金サービスをご利用の場
合にご精算書データに反映される項目

コンビニ等判別コード＝0の場合、フリー項目０１とフリー項目０２を結合して
出力。
コンビニ等判別コードが0以外の場合、フリー項目０１のみ出力。

43

40 お届け予定メールから配達希望日を変更す
る際に送達日数範囲内での前倒しを可能と
するフラグ 0：不可　1：可

41 お届け予定メールに商品名（品名１、品名
２、品名３の順で値が設定されているもの
１つ）の表示を可能とするフラグ
0：表示しない　1：表示する

No
新ＤＥＮＦＤ確定 ゆうプリＲ

項目名 出力形式 対応項目名 出力仕様

12 新DENFD確定 出力フィルタ設定項目一覧



１．<楽天ペイ発送完了報告出力設定>

フィルタの種類 ： 発送履歴データ 囲み文字 ： ダブルクォーテーション

フォーマット種別 ： 楽天ペイ発送完了報告 文字コード ： Shift-JIS

データ形式 ： カンマ、タブ区切り 重量 ： g

列見出し ： あり データ種別 ： 単純明細

区切り文字 ： カンマ 明細分出力 ： しない

注文番号 例：123456-20180223-00006701 受注番号（楽天専用）

送付先ID 半角数字10桁まで　例：10820262 送付先ID（楽天専用）

発送明細ID 5桁数値　例：19681 ヘッダのみ。値なしで出力。

お荷物伝票番号 ハイフン付12桁　例：1234-5678-9997 お問い合わせ番号 ハイフン無し　例：123456789997

配送会社 4桁数値　例：1003 ”1003”固定値。

発送日 yyyy-mm-dd 発送日 ハイフン区切り 例：2018-03-15

No
楽天ペイ発送完了報告 ゆうプリＲ

項目名 出力形式 対応項目名 出力仕様
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13 楽天ペイ発送完了報告 出力フィルタ設定項目一覧


