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基本的な操作方法は、〔６．フィルタ設定説明書〕を参照ください。
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　記述を追加（1-1頁、2-1頁、3-1頁、3-3頁、4-1頁、5-1頁、6-1頁）
・「⑦ご依頼主情報を固定情報で取り込みする方法」のNoteを追加（7-2頁）

4 2016.9.27 ・「⑩Amazonデータ　フィルタ設定項目一覧」の代金引換データ取込設定、全項目データ取込設定で

　以下の項目の「ゆうプリR取込項目」に記載事項を修正（10-16頁、10-18頁）

　「payment-method」「cod-collectible-amount」

5 2016.11.15 ・「①楽天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（1-1頁）

・「⑨楽天データ　フィルタ設定項目一覧」の明細情報に補足情報として固定値優先の文言を追加

　（9-1頁、9-7頁～9-8頁、9-11頁、9-13頁、9-16頁）

6 2017.1.25 ・「⑩Amazonデータ　フィルタ設定項目一覧」　＜代金引換データ＞

　No30「payment-method」の補助情報の情報を修正（10-16頁）

・「⑩Amazonデータ　フィルタ設定項目一覧」　＜全項目データ＞

　No42「payment-method」の補助情報の情報を修正（10-18頁）

7 2017.2.10 ・「⑨楽天データ　フィルタ設定項目一覧」　下記Noの記載内容を修正

　　＜通常購入データ＞　No38、89　　＜オークションデータ＞　No34、64

　　＜共同購入データ＞　No33、99　　＜送り状データ＞　No24、29

・「⑩Amazonデータ　フィルタ設定項目一覧」　下記Noの記載内容を修正

　　<代金引換データ>　No30　　　<全項目データ>　No42

・「⑪Yahooデータ　フィルタ設定項目一覧」　下記Noの記載内容を修正

　　<Yahooデータ>　No51　　　<Yahoo Ver2.8データ>　No89

・「⑫みずほファクターデータ　フィルタ設定項目一覧」　No10の記載内容を修正

・「⑬ビッダーズデータ　フィルタ設定項目一覧」　No16の記載内容を修正

・「⑭e-決済データ　フィルタ設定項目一覧」　下記Noの記載内容を修正

　　<e-決済データ>　No4　　　<e-決済（PCS）データ>　No1

8 2017.2.22 ・「⑪Yahooデータ　フィルタ設定項目一覧」　商品情報の一覧を追加（11-3頁、11-7頁）。

9 2017.11.7 ・「①楽天データの取り込み設定」に受注番号の取り込みに関する説明を追加（1-1頁）

・「⑨楽天データ　フィルタ設定項目一覧」　下記NoのゆうプリR取込項目に「受注番号（楽天専用）」

　を追加（9-1頁、9-7頁、9-11頁、9-17頁）

　　＜通常購入データ＞　No1　　＜オークションデータ＞　No5

　　＜共同購入データ＞　No1　　＜送り状データ＞　No1

10 2018.5.29 ・「①楽天データの取り込み設定」　下記の記載内容を追加

　「１．取り込みが出来るデータ」に「楽天ペイ通常購入データ」の記載を追加（1-1頁）

　「２．お客様指定配送種類の設定」に「支払方法名」の記載を追加（1-1頁）

　「６．受注番号・レコードナンバーの取り込みについて」に追記修正（1-1頁）

　「お客様指定配送種類のバリエーション」に「支払方法名」の記載を追加（1-3頁）

・「⑨楽天データ　フィルタ設定項目一覧」　下記の記載内容を追加

　「１．楽天<通常購入データ取込設定>」内、レコードナンバーのゆうプリR取込項目に

　「送付先ID（楽天専用）」を追加（9-1頁）

  「５．楽天ペイ<通常購入データ取込設定>」を追加（9-19頁～9-23頁）

11 2018.11.13 ・「①楽天データの取り込み設定」に「同一顧客のデータを集約させる方法（ブレイク設定）」の記載を

　　追加（1-2頁）

・「⑨楽天データ　フィルタ設定項目一覧」の「４．楽天<送り状データ取込設定>」に追記修正（9-18頁）

12 2019.2.26 ・「⑨楽天データ　フィルタ設定項目一覧」の「５．楽天ペイ<通常購入データ取込設定>」に追記修正

　（9-23頁）

13 2020.10.1 ・「⑨楽天データ　フィルタ設定項目一覧」の消費税項目の記載内容を修正

　（9-4頁、9-13頁、9-20頁）

14 2023.3.22 ・「取込み時の変換設定」画面の差し替え（1-3頁、2-2頁、3-2頁、3-4頁、4-2頁、5-2頁、6-2頁）

・「③Yahooデータの取り込み設定」の「Yahoo（Ver2.8）データの取り込み設定」の一部修正（3-5頁）

・「⑪Yahooデータ　フィルタ設定項目一覧」　下記Noの記載内容を修正

　<Yahoo Ver2.8データ>　【商品情報データ】No3,4,5,6（11-7頁）

更新内容
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ゆうプリRでは、楽天様サイトからダウンロードされた以下のファイルについて、標準で取り込み設定を
ご用意してあります。

１．取り込みが出来るデータ
<通常購入データ>、<共同購入データ>、<オークションデータ>、<送り状データ>
<楽天ペイ通常購入データ>

２．お客様指定配送種類の設定
楽天データを取り込みする際、取り込みデータの値から<お客様指定配送種類>にプログラムにて
情報を変換して設定しております。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。
・ 取り込みデータ項目の<決済方法>または<支払方法名>が’代金引換’の場合、<お客様指定配送種類>に

’代引’として送り状種別を設定します。それ以外は’元払’として送り状種別を設定します。
・ 取り込みデータ項目の<配送区分>が<’2’冷蔵便>の場合、<お客様指定配送種類>には’チルド’が

付加されます。
・ 取り込みデータ項目の<配送区分>が<’3’冷凍便>の場合、<お客様指定配送種類>には’冷凍’が

付加されます。

３．ご依頼主情報の固定化
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、本マニュアル〔⑦ご依頼主情報を固定情報で
取り込みする方法〕または、別冊〔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、本マニュアル〔⑧お届け先の敬称を設定する方法〕を
参照ください。

５．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
※ 送り状データについては、品名のみとなります。

６．受注番号・レコードナンバーの取り込みについて

取り込みデータの受注番号に設定されている値は、ゆうプリRの「お客様側管理番号」および
「受注番号(楽天専用)」の項目に取り込みされます。
このうち「受注番号(楽天専用)」については、受注番号の全桁が取り込みされます。
また、レコードナンバーにつきましては「送付先ID(楽天専用)」の項目に取り込みされます。
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１ 楽天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。

<通常購入データ>の'受注番号'、<オークションデータ>の'入札番号'、<共同購入データ>の'共同購入受注番号'、

<送り状データ>の'受注番号'、<楽天ペイ通常購入データ>の'注文番号'が、<受注番号(楽天専用)>の項目に取り込まれます。

<通常購入データ>の'レコードナンバー'、<楽天ペイ通常購入データ>の'送付先ID'が<送付先ID(楽天専用)>の項目に取り込

まれます。



７．同一顧客のデータを集約させる方法（ブレイク設定）

「お客様管理番号」のブレイク欄にチェックを入れることで、楽天データで同一のお客様管理番号が
複数行存在している場合、ファイル取込時に1件分のデータとして取り込まれます。

８．フィルタ設定
(1) フォーマット種別の選択

※ <フィルタ名>、<フォーマット種別>、<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。

(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。
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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’楽天’

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。

⑥

「条件設定」ボタンをクリックします。

１ 楽天データの取り込み設定

『取込出力フィルタ詳細設定』画面の

ブレイク欄にチェックを付けることで、

ブレイク機能が働きます。



■ 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は、以下の値を設定出来ます。

【お客様指定配送種類】 【取り込みデータの値】
元払 <決済方法>または<支払方法名>が’代金引換’でない場合
元払チルド <決済方法>または<支払方法名>が’代金引換’でなく、

<配送区分>が’2（冷蔵便）’の場合
元払冷凍 <決済方法>または<支払方法名>が’代金引換’でなく、

<配送区分>が’3（冷凍便）’の場合
代引 <決済方法>または<支払方法名>が’代金引換’の場合
代引チルド <決済方法>または<支払方法名>が’代金引換’かつ

<配送区分>が’2（冷蔵便）’の場合
代引冷凍 <決済方法>または<支払方法名>が’代金引換’かつ

<配送区分>が’3（冷凍便）’の場合

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。
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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’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）’

Note

⑧

設定完了後「適用」ボタンを

クリックします。

１ 楽天データの取り込み設定



ゆうプリRでは、Amazon様サイトからダウンロードされた以下のファイルについて、標準で取り込み設定を
ご用意してあります。

１．取り込みが出来るデータ
<オプションなしデータ>、<複数購入データ>、<ギフトデータ>、<プロモーションデータ>、
<請求先情報データ>、<お届け日時指定データ>、<代金引換データ>、<全項目データ>

２．お客様指定配送種類の設定
Amazonデータを取り込みする際、取り込みデータの値から<お客様指定配送種類>にプログラムにて
情報を変換して設定しております。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。
・ 取り込みデータ項目の<支払い方法(payment-method)>に値ありの場合、<お客様指定配送種類>に

’代引’として送り状種別を設定します。それ以外は’元払’として送り状種別を設定します。

３．ご依頼主情報の固定化
Amazonデータ項目内にはご依頼主情報が無いため、必ずご依頼主情報を固定値で設定します。
本マニュアル〔⑦ご依頼主情報を固定情報で取り込みする方法〕または、
別冊〔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、本マニュアル〔⑧お届け先の敬称を設定する方法〕を
参照ください。

５．フィルタ設定
(1) フォーマット種別の選択

※ <フィルタ名>、<フォーマット種別>、<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。
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２ Amazon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’AMAZON’

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は、以下の値を設定出来ます。

【お客様指定配送種類】 【取り込みデータの値】
元払 <支払方法(payment-method)>に値なしの場合
代引 <支払方法(payment-method)>に値ありの場合

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。
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２ Amazon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’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



６．データ取り込み時のファイル選択について

データ取り込み時に、カンマ区切り（CSVファイル）または、タブ区切り（テキストファイル）を
選択して取り込みを行います。
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２ Amazonデータの取り込み設定

カンマ区切り：「CSV形式（*.csv）」を選択し、取り込みする

ファイルを選択します。

タブ区切り：「テキストファイル（*.txt）」を選択し、取り込みする

ファイルを選択します。



ゆうプリRでは、Yahoo様サイトからダウンロードされた以下のファイルについて、標準で取り込み設定を
ご用意してあります。

(1) ストアマネージャーからダウンロードした注文系情報ファイル
(2) ストアクリエイターProからダウンロードした注文系情報ファイル

１．取り込みが出来るデータ
ストアマネージャーからダウンロードした注文系情報ファイル

２．お客様指定配送種類の設定
Yahooデータを取り込みする際、取り込みデータの値から<お客様指定配送種類>にプログラムにて
情報を変換して設定しております。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。
・ 取り込みデータ項目の<お支払い方法種別(Card Type)>が’2’の場合、<お客様指定配送種類>に

’代引’として送り状種別を設定します。それ以外は’元払’として送り状種別を設定します。

３．ご依頼主情報の固定化
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、本マニュアル〔⑦ご依頼主情報を固定情報で
取り込みする方法〕または、別冊〔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、本マニュアル〔⑧お届け先の敬称を設定する方法〕を
参照ください。

５．フィルタ設定
(1) フォーマット種別の選択

※ <フィルタ名>、<フォーマット種別>、<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。

3-1

３ Yahooデータの取り込み設定

Yahooデータの取り込み設定1-1

①

「新規」ボタンをクリックします。

②

<フィルタの種類]>’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

’YAHOO’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は、以下の値を設定出来ます。
【お客様指定配送種類】 【取り込みデータの値】
元払 <お支払い方法種別(Card Type)>が’2’以外の場合
代引 <お支払い方法種別(Card Type)>が’2’の場合

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。

■ 商品情報を取り込みする場合
品名の明細情報を取り込みたい場合は、取り込むファイル（例：Default_All_Orders.csv）と
同じフォルダ内にファイル（例：Default_All_Items.csv）を置いてください。

3-2

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’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）’

３ Yahoo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。

⑧

設定完了後「適用」ボタンを

クリックします。

Note

Yahooデータの取り込み設定1-1



１．取り込みが出来るデータ
ストアクリエイターProからダウンロードした注文系情報ファイル

２．お客様指定配送種類の設定
Yahooデータを取り込みする際、取り込みデータの値から<お客様指定配送種類>にプログラムにて
情報を変換して設定しております。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。
・ 取り込みデータ項目の<お支払方法種別（Paymethod）>が’payment_d1(商品代引)’の場合、

<お客様指定配送種類>に’代引’として送り状種別を設定します。それ以外は’元払’として
送り状種別を設定します。

３．ご依頼主情報の固定化
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、本マニュアル〔⑦ご依頼主情報を固定情報で
取り込みする方法〕または、別冊〔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、本マニュアル〔⑧お届け先の敬称を設定する方法〕を
参照ください。

５．フィルタ設定
(1) フォーマット種別の選択

※ <フィルタ名>、<フォーマット種別>、<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。

3-3

３ Yahooデータの取り込み設定

Yahoo（Ver2.8）データの取り込み設定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

’YAHOO Ver2.8’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は、以下の値を設定出来ます。

【お客様指定配送種類】 【取り込みデータの値】
元払 <お支払方法種別（Paymethod）>が’payment_d1’以外の場合
代引 <お支払方法種別（Paymethod）>が’payment_d1’の場合

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。

■ 商品情報を取り込みする場合
品名の明細情報を取り込みたい場合は、取り込むファイル（例：Default_All_Orders.csv）と
同じフォルダ内にファイル（例：Default_All_Items.csv）を置いてください。

3-4

３ Yahooデータの取り込み設定

Yahoo（Ver2.8）データの取り込み設定1-2

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’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）’

⑥

「条件設定」ボタンをクリックします。

Note

⑧

設定完了後「適用」ボタンを

クリックします。



(3) 配達希望時間帯を取り込みする場合

取り込みデータの配達希望時間帯を取り込みする場合は、以下のように設定します。

■ サンプルデータ

■ フィルタ設定例

※ 他の配達時間帯についても、同様な操作で設定してください。

3-5

３ Yahooデータの取り込み設定

Yahoo（Ver2.8）データの取り込み設定1-2

取り込みデータの配達時間帯

（ShipRequestTime）が

’9:00-12:00’の場合

①

「条件設定」ボタンをクリックします。

④

「適用」ボタンをクリックします。

③

<お客様配達時間帯区分>に取り込みデータの

値を入力し、<配達時間帯区分>にゆうプリRの

時間帯を選択します。

②

「コード変換・マスタ登録」タブを

クリックします。



ゆうプリRでは、みずほファクター様サイトからダウンロードされた以下のファイルについて、
標準で取り込み設定をご用意してあります。

１．取り込みが出来るデータ
みずほファクター様サイトからダウンロードした送り状ＣＳＶデータ

２．お客様指定配送種類の設定
みずほファクターデータを取り込みする際、取り込みデータの値から<お客様指定配送種類>に
プログラムにて情報を変換して設定しております。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。
・ 取り込みデータ項目の<元／着払／代引>が’0（ゼロ）’の場合、<お客様指定配送種類>に

’元払’として送り状種別を設定します。’2’の場合、<お客様指定配送種類>に’代引’として
送り状種別を設定します。

３．ご依頼主情報の固定化
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、本マニュアル〔⑦ご依頼主情報を固定情報で
取り込みする方法〕または、別冊〔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、本マニュアル〔⑧お届け先の敬称を設定する方法〕を
参照ください。

５．フィルタ設定
(1) フォーマット種別の選択

※ <フィルタ名>、<フォーマット種別>、<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。

4-1

４ みずほファクター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

’みずほファクター’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は、以下の値を設定出来ます。

【お客様指定配送種類】 【取り込みデータの値】
0 <元／着払／代引>の値が’0（ゼロ）’の場合
2 <元／着払／代引>の値が’2’の場合

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。

4-2

４ みずほファクター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’0（ゼロ）’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



ゆうプリRでは、ビッダーズ様サイトからダウンロードされた以下のファイルについて、標準で取り込み
設定をご用意してあります。

１．取り込みが出来るデータ
ビッダーズ様サイトからダウンロードした送り状ＣＳＶデータ

２．お客様指定配送種類の設定
ビッダーズデータを取り込みする際、取り込みデータの値から<お客様指定配送種類>にプログラムにて
情報を変換して設定しております。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。
・ 取り込みデータ項目の<【取引ナビ】希望取引方法>が’代金引換便’の文字列のみ存在した場合、

<お客様指定配送種類>に’代引’として送り状種別を設定します。
それ以外は、<お客様指定配送種類>に’元払’として送り状種別を設定します。

３．ご依頼主情報の固定化
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、本マニュアル〔⑦ご依頼主情報を固定情報で
取り込みする方法〕または、別冊〔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、本マニュアル〔⑧届け先の敬称を設定する方法〕を
参照ください。

５．フィルタ設定
(1) フォーマット種別の選択

※ <フィルタ名>、<フォーマット種別>、<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。

5-1

５ ビッダーズ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’ビッダーズ’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は、以下の値を設定出来ます。

【お客様指定配送種類】 【取り込みデータの値】
元払 <【取引ナビ】希望取引方法>が’代金引換便’以外の場合

代引 <【取引ナビ】希望取引方法>に’代金引換便’の文字列のみ
存在した場合

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。

5-2

５ ビッダーズ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’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



ゆうプリRでは、日通キャピタル様サイトからダウンロードされた以下のファイルについて、標準で
取り込み設定をご用意してあります。

１．取り込みが出来るデータ
日通キャピタル様サイトからダウンロードしたe-決済データ

２．お客様指定配送種類の設定
e-決済データを取り込みする際、取り込みデータの値から<お客様指定配送種類>にプログラムにて
情報を変換して設定しております。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。
・ 取り込みデータ項目の<送り状番号>の上２桁目から３桁目までが’77’の場合、

<お客様指定配送種類>に’元払’として送り状種別を設定します。
それ以外は、<お客様指定配送種類>に’代引’として送り状種別を設定します。

３．ご依頼主情報の固定化
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、本マニュアル〔⑦ご依頼主情報を固定情報で
取り込みする方法〕または、別冊〔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、本マニュアル〔⑧お届け先の敬称を設定する方法〕を
参照ください。

５．フィルタ設定
(1) フォーマット種別の選択

※ <フィルタ名>、<フォーマット種別>、<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。

6-1

６ e-決済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’e-決済’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は、以下の値を設定出来ます。

【お客様指定配送種類】 【取り込みデータの値】
元払 <送り状番号>の上２桁目から３桁目までが’77’の場合
代引 <送り状番号>の上２桁目から３桁目までが’77’以外の場合

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。

■ 複数個口データの作成
e-決済データは、１レコード１個口で取り込まれます。複数個口に設定する場合は、
取り込み後に集約処理で複数個口のデータに変更してください。
※ 集約処理の操作方法については、以下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〕

6-2

６ e-決済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’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



Yahoo、楽天等の注文データを取り込みする際、ご依頼主情報を取り込みファイルの情報ではなく、
顧客データに登録されている情報で固定する場合の設定について説明します。

１．顧客データの登録

ゆうプリRスタートメニュー　⇒　発送管理　⇒　顧客一覧

『顧客データ一覧』画面で「新規」ボタンをクリックします。『顧客データ編集』画面で固定値で
取り込みする顧客データを登録します。既に登録してある顧客データを使用する場合は、
新規に登録する必要はありません。

２．フィルタ設定画面への登録

(1) 登録した顧客データの顧客コードをフィルタ設定画面に登録します。

7-1

<ご依頼主種別>にチェックを付け、

顧客コード、顧客名、郵便番号、住所を

入力し登録します。

※この場合、顧客コードは必須です。

①

<ご依頼主検索キー>の固定値欄に

登録した顧客コードを直接入力します。

②

「条件設定」ボタンをクリック

します。

７ ご依頼主情報を固定情報で取り込みする方法



(2) 条件設定画面でマスタ参照設定を登録します。

(3) 登録した情報を更新します。

本手順によるご依頼主の固定設定を行った場合、取り込みするデータの全てが
同じご依頼主が設定されます。
コンビニ受取データのみでしたら、この設定でも問題ございませんが、
コンビニ受取以外のデータも同じご依頼主になってしまいます。
コンビニ受取以外のご依頼主は、取り込みデータの情報から設定する場合は、出店者情報を
設定いただくことで、取り込みデータから設定することが出来ます。
設定方法は、別冊〔４．初期設定機能説明書　1-1-6〕を参照してください。

7-2

③

ご依頼主のマスタ参照設定を

’マスタ参照する’にします。

④

「適用」ボタンをクリックします。

⑤

「更新」ボタンをクリックします。

７ ご依頼主情報を固定情報で取り込みする方法

Note



Yahoo、楽天等の注文データを取り込みする際、お届け先の敬称については設定が行われません。
このため、お届け先により敬称が異なる場合は、取り込み後に１件毎修正を行ってください。
お届け先の敬称を全て同じ設定にする場合は、フィルタ設定の固定値に設定してください。

１．フィルタ設定画面での敬称設定

※ 上記の例では、固定値で’0’を入力しております。（’0’⇒様）
設定出来る敬称区分のコード値については、別紙〔８．入出力インターフェース仕様書〕を
ご確認ください。

8-1

<お届け先敬称区分>の固定

値に’0’（半角ゼロ）を

入力します。

設定後、「更新」ボタンを

クリックして設定を保存し

てください。

８ お届け先の敬称を設定する方法



１．楽天<通常購入データ取込設定>

データ種類 ： 通常購入データ 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 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（1行） データ種別 ： 単純明細

区切り文字 ： カンマ データ項目数 ： 123以上

<通常購入データ>

受注番号

レコードナンバー 送付先ID（楽天専用） そのままセット

注文日

注文時間

商品名 品名 明細情報（固定値設定時は、固定値を優先）

商品番号 商品番号 明細情報（固定値設定時は、固定値を優先）

個数 個数 明細情報（固定値設定時は、固定値を優先）

単価

項目・選択肢

注文者名字 ご依頼主 名称 10．注文者名字 ＋ 11．注文者名前　で結合

注文者名前 ご依頼主 名称 10．注文者名字 ＋ 11．注文者名前　で結合

注文者名字フリガナ

注文者名前フリガナ

メールアドレス

注文者郵便番号１
ご依頼主 郵便番号

注文者郵便番号２
ご依頼主 郵便番号

注文者住所：都道府県
ご依頼主 住所

注文者住所：都市区

ご依頼主 住所２

注文者住所：町以降
ご依頼主 住所３

18
17．注文者住所：都道府県 + 18．注文者住
所：都市区 + 19．注文者住所：町以降　の自
動分割

19
17．注文者住所：都道府県 + 18．注文者住
所：都市区 + 19．注文者住所：町以降　の自
動分割

9-1

1

******-yyyymmdd-1111111
(※)重複することのない番号をランダムに発
行、桁数は変動する可能性があります。

お客様側管理番号
受注番号（楽天専用）

お客様側管理番号：右から15バイト分 ・お客様側管理番号：最初のハイフン以降の右詰め
　15桁をセット
・受注番号（楽天専用）：そのままセット
・見出し1項目が「受注番号」であること。

2

No 楽天データ項目 楽天データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

15
15．注文者郵便番号１ ＋ 16．注文者郵便番号
２　で結合

16
15．注文者郵便番号１ ＋ 16．注文者郵便番号
２　で結合

17
17．注文者住所：都道府県 + 18．注文者住
所：都市区 + 19．注文者住所：町以降　の自
動分割

9

10

11

12

13

14

3

4

5

6

7

8

９ 楽天データ フィルタ設定項目一覧



<通常購入データ>

注文者電話番号１

ご依頼主 電話番号

注文者電話番号２

ご依頼主 電話番号

注文者電話番号３

ご依頼主 電話番号

注文者性別

注文者誕生日

送付先名字 お届け先 名称 25．送付先名字 ＋ 26．送付先名前　で結合

送付先名前 お届け先 名称 25．送付先名字 ＋ 26．送付先名前　で結合

送付先名字フリガナ

送付先名前フリガナ

送付先郵便番号１
お届け先 郵便番号

送付先郵便番号２
お届け先 郵便番号

送付先住所：都道府県

お届け先 住所

送付先住所：都市区

お届け先 住所２

送付先住所：町以降

お届け先 住所３

送付先電話番号１

お届け先 電話番号

送付先電話番号２

お届け先 電話番号

送付先電話番号３
お届け先 電話番号

のし37

9-2

34
34．送付先電話番号１ ＋ '-' ＋  35．送付先
電話番号２ ＋ '-' ＋  36．送付先電話番号３
で結合

35
34．送付先電話番号１ ＋ '-' ＋  35．送付先
電話番号２ ＋ '-' ＋  36．送付先電話番号３
で結合

36
34．送付先電話番号１ ＋ '-' ＋  35．送付先
電話番号２ ＋ '-' ＋  36．送付先電話番号３
で結合

31
31．送付先住所：都道府県 + 32．送付先住
所：都市区 + 33．送付先住所：町以降　の自
動分割

32
31．送付先住所：都道府県 + 32．送付先住
所：都市区 + 33．送付先住所：町以降　の自
動分割

33
31．送付先住所：都道府県 + 32．送付先住
所：都市区 + 33．送付先住所：町以降　の自
動分割

27

28

29
29．送付先郵便番号１ ＋ 30．送付先郵便番号
２　で結合

30
29．送付先郵便番号１ ＋ 30．送付先郵便番号
２　で結合

22
20．注文者電話番号１ ＋ '-' ＋  21．注文者
電話番号２ ＋ '-' ＋  22．注文者電話番号３
で結合

23

24

25

26

備考欄

20

20．注文者電話番号１ ＋ '-' ＋  21．注文者
電話番号２ ＋ '-' ＋  22．注文者電話番号３
で結合

21
20．注文者電話番号１ ＋ '-' ＋  21．注文者
電話番号２ ＋ '-' ＋  22．注文者電話番号３
で結合

No 楽天データ項目 楽天データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報

９ 楽天データ フィルタ設定項目一覧



<通常購入データ>

決済方法

お客様指定配送種類

クレジットカード種類

クレジットカード番号

配送方法

コメント

合計 損害要償額 「-99999」ならセットしない。

送料(-99999=無効値)

9-3

51
ギフトチェック（0:な
し/1:あり）

52

53

49
ラッピング料金(包装
紙)

50
ラッピング料金(リボ
ン)

47
ラッピング種類(包装
紙)

48
ラッピング種類(リボ
ン)

43

クレジットカード分割
選択
（0:一括/1:リボ/2:分
割/3:その他）

44
クレジットカード分割
備考

45

46

40

41
クレジットカード名義
人

42
クレジットカード有効
期限

備考欄

38

選択した決済方法
--------------------
クレジットカード
楽天バンク決済
銀行振込
郵便振替
代金引換
現金書留
コンビニ
セブンイレブン前払
セブンイレブン後払
ローソン前払
ローソン後払
--------------------
店舗様が設定したその他決済については、設定
された決済名が入ります。

「代金引換」「代引」「コレクト」の場合、
「代引」としてお客様指定配送種類に取り込
み。それ以外は「元払」として取り込み。

39

No 楽天データ項目 楽天データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報

９ 楽天データ フィルタ設定項目一覧



<通常購入データ>

代引金額

ポイントステータス

yyyy-mm-dd 配達希望日

受注ステータス

カード決済ステータス

メールキャリアコード

メールフラグ

楽天会員フラグ

商品ID

送料込別

代引手数料込別

担当者

注文日時

76

77

78

9-4

72
メール差込文(お客様
へのメッセージ）)

73

74

75

68

69

70

71

66 お届け時間帯

[0]時間帯(なし）
[1]時間帯(午前）
[2]時間帯(午後）
[9]時間帯(その他）
[h1h2]h1時-h2時
半角数字
h1,h2ともに07～24までの数値
例1.コード:1012
内容:10時-12時
例2.コード:0709
内容:7時-9時

67 お届け日指定

64 ひとことメモ

65 お荷物伝票番号

61

62
合計金額(-99999=無効
値)

63 楽天バンク決済手数料

58 ポイント利用有無

59 ポイント利用条件

60 ポイント利用額

56
請求金額(-99999=無効
値)

「お客様指定配送種類」が「代引」の場合のみセッ
ト。「-99999」ならセットしない。

57 利用端末

54
消費税(-99999=無効
値)

55
代引料(-99999=無効
値)

No 楽天データ項目 楽天データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

９ 楽天データ フィルタ設定項目一覧



<通常購入データ>

同梱送料合計

お客様指定配送種類

ラッピング名(リボン)

102
購入履歴修正可否タイ
プ

9-5

99
楽天バンク振替手数料
負担区分

100
同梱楽天バンク振替手
数料

101
購入履歴修正アイコン
フラグ

96

97 ラッピング名(包装紙)

98
楽天バンク決済ステー
タス

93
モバイルキャリア決済
番号

94
ラッピングタイトル
(リボン)

95
ラッピングタイトル
(包装紙)

91 ポイントタイプ

92 ポイント倍率

89 配送区分

[0]選択なし
[1]通常配送
[2]冷蔵便
[3]冷凍便
[4]その他１
[5]その他２
[6]その他３
[7]その他４
[8]その他５

[2]なら「チルド」を付加してお客様指定配送
種類へ取り込み。
[3]なら「冷凍」を付加してお客様指定配送種
類へ取り込み。
それ以外は何もしない。

会員情報の「冷凍利用可否区分」が利用不可の場合
で、冷凍を取り込むとエラーになる。

90 配送日

86

87 同梱代引料合計

88 入金日

83 同梱商品合計金額

84 同梱消費税合計

85 同梱請求金額

81 同梱ポイント利用合計

82 同梱合計金額

79 同梱ID

80 同梱ステータス

No 楽天データ項目 楽天データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

９ 楽天データ フィルタ設定項目一覧



<通常購入データ>

送付先一致フラグ

123 配送会社

9-6

120
店舗発行クーポン利用
額

121
楽天発行クーポン利用
額

122
同梱注文クーポン利用
額

117 警告表示フラグ

118 あす楽希望

119 クーポン利用額

115 納期情報

116 複数送付先フラグ

113 送付先送料

114 送付先代引手数料

110

111 送付先商品合計金額

112 送付先消費税

107 税込別

108 税込別(リボン)

109 税込別(包装紙)

105 初期購入合計金額

106 商品URL

103
購入履歴修正催促メー
ルフラグ

104 在庫タイプ

No 楽天データ項目 楽天データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

９ 楽天データ フィルタ設定項目一覧



２．楽天<オークションデータ取込設定> 【注意】
ご依頼主情報は取り込まれないため、予め

データ種類 ： オークションデータ 囲み文字 ： ダブルクォーテーション ご依頼主情報を固定設定する必要があります。

フォーマット種別 ： 楽天 文字コード ： Shift-JIS 詳しい設定方法は、本マニュアルの

データ形式 ： カンマ、タブ区切り 重量 ： g 〔⑦ご依頼主情報を固定情報で取り込みする方法〕を

列見出し ： あり（1行） データ種別 ： 単純明細 参照ください。

区切り文字 ： カンマ データ項目数 ： 94以上

<オークションデータ>

品名

商品番号

お届け先 名称 6．名字 ＋ ７．名前　で結合

お届け先 名称 6．名字 ＋ ７．名前　で結合

郵便番号１ お届け先 郵便番号 8．郵便番号１ ＋ 9．郵便番号２　で結合

お届け先 郵便番号 8．郵便番号１ ＋ 9．郵便番号２　で結合

お届け先 住所

お届け先 住所２

お届け先 住所３

お届け先 電話番号

お届け先 電話番号

お届け先 電話番号

9-7

19 入札個数

20
種別(0=入札者、1=落
札者)

21 ニックネーム

16 入札日

17 入札時間

18 入札価格

14 電話番号２
13．電話番号１ ＋ '-' ＋  14．電話番号２
＋ '-' ＋  15．電話番号３ で結合

15
電話番号３ 13．電話番号１ ＋ '-' ＋  14．電話番号２

＋ '-' ＋  15．電話番号３ で結合

12 住所：町以降
10．住所：都道府県 + 11．住所：都市区 +
12．住所：町以降　の自動分割

13 電話番号１
13．電話番号１ ＋ '-' ＋  14．電話番号２
＋ '-' ＋  15．電話番号３ で結合

10 住所：都道府県
10．住所：都道府県 + 11．住所：都市区 +
12．住所：町以降　の自動分割

11 住所：都市区
10．住所：都道府県 + 11．住所：都市区 +
12．住所：町以降　の自動分割

6 名字

7 名前

8

9 郵便番号２

5 入札番号

******-yyyymmdd-1111111-a(※)
重複することのない番号をランダムに発行、桁
数は変動する可能性があります。

お客様側管理番号
受注番号（楽天専用）

お客様側管理番号：右から15バイト分 ・お客様側管理番号：最初のハイフン以降の右詰め
　15桁をセット
・受注番号（楽天専用）：そのままセット
・見出し1項目が「受注番号」であること。

3 入札開始日時

4 入札終了日時

1 商品名 明細情報（固定値設定時は、固定値を優先） ・見出し1項目が「商品名」であること。

2 商品番号 明細情報（固定値設定時は、固定値を優先）

No 楽天データ項目 楽天データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

９ 楽天データ フィルタ設定項目一覧



<オークションデータ>

個数

引換金額

クレジットカード種類

クレジットカード

お客様指定配送種類

9-8

53 注文日時

54 同梱ID

50 送料込別

51 代引手数料込別

52 担当者

48 商品ID

49 商品URL

45
メール差込文(お客様
へのメッセージ)

46 楽天会員フラグ

47 受注ステータス

43 メールキャリアード

44 メールフラグ

40 ひとことメモ

41 受注ステータス

42 カード決済ステータス

37 ポイント利用条件

38 ポイント利用額

39 ポイントステータス

35
請求金額 (-99999=無
効値)

36 ポイント利用有無

33
クレジットカード有効
期限

34 決済方法
「代金引換」「代引」「コレクト」の場合、
「代引」としてお客様指定配送種類へ取り込
み。それ以外は「元払」として取り込み。

30

31 クレジットカード番号

32
クレジットカード名義
人

「お客様指定配送種類」が「代引」の場合のみセッ
ト。「-99999」ならセットしない。

28 送料・代金引換手数料

29 消費税

26 落札個数 明細情報（固定値設定時は、固定値を優先）

27 合計

24 オークションタイプ

25 落札価格

22 コメント

23 メールアドレス

No 楽天データ項目 楽天データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

９ 楽天データ フィルタ設定項目一覧



<オークションデータ>

配送区分

お客様指定配送種類

9-9

79 送付先電話番号３

80 送付先名字

81 送付先名字フリガナ

77 送付先電話番号１

78 送付先電話番号２

74 送付先住所：町以降

75 送付先住所：都市区

76 送付先住所：都道府県

71 結果発表日

72 姓カナ

73 名カナ

69
クレジットカード分割
選択

70 ビットID

67 お届け日指定

68 配送日

65 配送日

66 お届け時間帯

[0] 時間帯(なし）
[1] 時間帯(午前）
[2] 時間帯(午後）
[9] 時間帯(その他）
[h1h2] h1時-h2時

63 入金日

64

[0] 選択なし
[1] 通常配送
[2] 冷蔵便
[3] 冷凍便
[4] その他１
[5] その他２
[6] その他３
[7] その他４
[8] その他５

[2]なら「チルド」を付加してお客様指定配送
種類へ取り込み。
[3]なら「冷凍」を付加してお客様指定配送種
類へ取り込み。
それ以外は何もしない。

会員情報の「冷凍利用可否区分」が利用不可の場合
で、冷凍を取り込むとエラーになる。

61 同梱送料合計

62 同梱代引料合計

59 同梱消費税合計

60 同梱請求金額

57 同梱合計金額

58 同梱商品合計金額

55 同梱ステータス

56 同梱ポイント利用合計

No 楽天データ項目 楽天データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

９ 楽天データ フィルタ設定項目一覧



<オークションデータ>

送付先送料

9-10

93 送付先代引料

94 配送会社

90 利用端末

91 お荷物伝票番号

92

88 送料(-99999=無効値)

89
代引料(-99999=無効
値)

86
合計金額(-99999=無効
値)

87
消費税(-99999=無効
値)

84 送付先郵便番号１

85 送付先郵便番号２

82 送付先名前

83 送付先名前フリガナ

No 楽天データ項目 楽天データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

９ 楽天データ フィルタ設定項目一覧



３．楽天<共同購入データ取込設定>

データ種類 ： 共同購入データ 囲み文字 ： ダブルクォーテーション ＜固定明細＞

フォーマット種別 ： 楽天 文字コード ： Shift-JIS 開始位置 ：
データ形式 ： カンマ、タブ区切り 重量 ： g サイズ： ：
列見出し ： あり（1行） データ種別 ： 固定明細 明細数： ：
区切り文字 ： カンマ データ項目数 ： 124以上 一明細項目数 ：

<共同購入データ>

品名

商品番号

販売終了日時

ご依頼主 名称

ご依頼主 名称

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２

ご依頼主 住所３

ご依頼主 電話番号

9-11

16 注文者住所：町以降

14．注文者住所：都道府県 + 1５．注文者住
所：都市区 +  1６．注文者住所：町以降　の
自動分割

17 注文者電話番号１
17．注文者電話番号１ ＋ '-' ＋  18．注文者
電話番号２ ＋ '-' ＋  19．注文者電話番号３
で結合

14 注文者住所：都道府県

14．注文者住所：都道府県 + 1５．注文者住
所：都市区 +  1６．注文者住所：町以降　の
自動分割

15 注文者住所：都市区

14．注文者住所：都道府県 + 1５．注文者住
所：都市区 +  1６．注文者住所：町以降　の
自動分割

12 注文者郵便番号１
12．注文者郵便番号１ ＋ 13．注文者郵便番号
２　で結合

13 注文者郵便番号２
12．注文者郵便番号１ ＋ 13．注文者郵便番号
２　で結合

10 注文者名字 10．注文者名字 ＋ 11．注文者名前　で結合

11 注文者名前 10．注文者名字 ＋ 11．注文者名前　で結合

8

9 項目・選択肢

6 商品番号 明細情報（固定値設定時は、固定値を優先）

7 販売開始日時

4 受注時間

5 商品名 明細情報（固定値設定時は、固定値を優先）

2 受注番号

3 受注日

1 共同購入受注番号

******-yyyymmdd-1111111-g(※)
重複することのない番号をランダムに発行、桁
数は変動する可能性があります。

お客様側管理番号
受注番号（楽天専用）

お客様側管理番号：右から15バイト分 ・お客様側管理番号：最初のハイフン以降の右詰め
　15桁をセット
・受注番号（楽天専用）：そのままセット
・見出し1項目が「受注番号」であること。

1

No 楽天データ項目 楽天データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

53

20

９ 楽天データ フィルタ設定項目一覧



<共同購入データ>

注文者電話番号２

ご依頼主 電話番号

ご依頼主 電話番号

お届け先 名称

お届け先 名称

お届け先 郵便番号

送付先郵便番号２
お届け先 郵便番号

お届け先 住所

お届け先 住所２

お届け先 住所３

お届け先 電話番号

お届け先 電話番号

お届け先 電話番号

お客様指定配送種類

36
クレジットカード名義
人

9-12

34 クレジットカード種類

35 クレジットカード番号

32 送付先電話番号３

30．送付先電話番号１ ＋ '-' ＋  31．送付先
電話番号２ ＋ '-' ＋  32．送付先電話番号３
で結合

33 決済方法

「代金引換」「代引」「コレクト」の場合、
「代引」としてお客様指定配送種類へ取り込
み。それ以外は「元払」として取り込み。

30 送付先電話番号１
30．送付先電話番号１ ＋ '-' ＋  31．送付先
電話番号２ ＋ '-' ＋  32．送付先電話番号３
で結合

31 送付先電話番号２
30．送付先電話番号１ ＋ '-' ＋  31．送付先
電話番号２ ＋ '-' ＋  32．送付先電話番号３
で結合

28 送付先住所：都市区
27．送付先住所：都道府県 + 28．送付先住
所：都市区 +  29．送付先住所：町以降　の自
動分割

29 送付先住所：町以降

27．送付先住所：都道府県 + 28．送付先住
所：都市区 +  29．送付先住所：町以降　の自
動分割

26
25．送付先郵便番号１ ＋ 26．送付先郵便番号
２　で結合

27 送付先住所：都道府県

27．送付先住所：都道府県 + 28．送付先住
所：都市区 +  29．送付先住所：町以降　の自
動分割

24 送付先名前 23．送付先名字 ＋ 24．送付先名前　で結合

25 送付先郵便番号１
25．送付先郵便番号１ ＋ 26．送付先郵便番号
２　で結合

22 メールアドレス

23 送付先名字 23．送付先名字 ＋ 24．送付先名前　で結合

20 ニックネーム

21 コメント

18
17．注文者電話番号１ ＋ '-' ＋  18．注文者
電話番号２ ＋ '-' ＋  19．注文者電話番号３
で結合

19 注文者電話番号３
17．注文者電話番号１ ＋ '-' ＋  18．注文者
電話番号２ ＋ '-' ＋  19．注文者電話番号３
で結合

No 楽天データ項目 楽天データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

９ 楽天データ フィルタ設定項目一覧



<共同購入データ>

個数

損害要償額 「-99999」ならセットしない。

引換金額

63 商品内訳11:

9-13

61 商品内訳9:

62 商品内訳10:

59 商品内訳7:

60 商品内訳8:

57 商品内訳5:

58 商品内訳6:

56 商品内訳4:

54 商品内訳2:

55 商品内訳3:

52
目安請求金額(-99999=
無効値)

53 商品内訳1:

50
目安送料(-99999=無効
値)

51
目安代引料(-99999=無
効値)

「お客様指定配送種類」が「代引」の場合のみセッ
ト。「-99999」ならセットしない。

49
目安消費税(-99999=無
効値)

47
代引料(-99999=無効
値)

48
請求金額(-99999=無効
値)

45
消費税(-99999=無効
値)

46 送料(-99999=無効値)

43 販売価格

44 合計

41 備考欄

42 販売個数 明細情報（固定値設定時は、固定値を優先）

39
クレジットカード分割
備考

40 配送方法

37
クレジットカード有効
期限

38

クレジットカード分割
選択（0:一括/1:リボ
/2:分割/3:その他）

No 楽天データ項目 楽天データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

９ 楽天データ フィルタ設定項目一覧



<共同購入データ>

98 入金日

9-14

96 同梱送料合計

97 同梱代引料合計

94 同梱消費税合計

95 同梱請求金額

92 同梱合計金額

93 同梱商品合計金額

90 同梱ステータス

91 同梱ポイント利用合計

88 注文日時

89 同梱ID

87 担当者

85 送料込別

86 代引手数料込別

83 受注ステータス

84 商品ID

81
メール差込文(お客様
へのメッセージ)

82 楽天会員フラグ

80 メールフラグ

78 カード決済ステータス

79 メールキャリアコード

76 ひとことメモ

77 受注ステータス

74 注文者名前フリガナ

75 利用端末

72 商品内訳20:

73 注文者名字フリガナ

70 商品内訳18:

71 商品内訳19:

68 商品内訳16:

69 商品内訳17:

66 商品内訳14:

67 商品内訳15:

64 商品内訳12:

65 商品内訳13:

No 楽天データ項目 楽天データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

９ 楽天データ フィルタ設定項目一覧



<共同購入データ>

お客様指定配送種類

124 ポイント倍率

9-15

122 商品URL

123 ポイントタイプ

120
合計金額(-99999=無効
値)

121 取引条件

119 ポイントステータス

117 ポイント利用条件

118 ポイント利用額

115 配送会社

116 ポイント利用有無

113 送料(-99999=無効値)

114
代引料(-99999=無効
値)

112 送付先消費税

110 送付先送料

111 送付先代引料

109 送付先一致フラグ

107 商品単位

108 税込別

105 購入数

106 項目名

103 移行日時

104 商品内訳ID

101 モバイル商品名

102 移行済

99

配送区分 [0] 選択なし
[1] 通常配送
[2] 冷蔵便
[3] 冷凍便
[4] その他１
[5] その他２
[6] その他３
[7] その他４
[8] その他５

[2]なら「チルド」を付加してお客様指定配送
種類へ取り込み。
[3]なら「冷凍」を付加してお客様指定配送種
類へ取り込み。
それ以外は何もしない。

会員情報の「冷凍利用可否区分」が利用不可の場合
で、冷凍を取り込むとエラーになる。

100 配送日

No 楽天データ項目 楽天データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

９ 楽天データ フィルタ設定項目一覧



４．楽天<送り状データ取込設定>

データ種類 ： 送り状データ 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 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（1行） データ種別 ： 単純明細

区切り文字 ： カンマ データ項目数 ：

<送り状データ>

品名

ご依頼主 名称

ご依頼主 名称

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２

ご依頼主 住所３

ご依頼主 電話番号

ご依頼主 電話番号

ご依頼主 電話番号

お届け先 名称

お届け先 名称14 送付先名前 13．送付先名字 ＋ 14．送付先名前　で結合

9-16

12 注文者電話番号３
10．注文者電話番号１ ＋ '-' ＋  11．注文者
電話番号２ ＋ '-' ＋  12．注文者電話番号３
で結合

13 送付先名字 13．送付先名字 ＋ 14．送付先名前　で結合

11 注文者電話番号２

10．注文者電話番号１ ＋ '-' ＋  11．注文者
電話番号２ ＋ '-' ＋  12．注文者電話番号３
で結合

9 注文者住所：町以降

7．注文者住所：都道府県 + 8．注文者住所：
都市区 +  9．注文者住所：町以降　の自動分
割

10 注文者電話番号１
10．注文者電話番号１ ＋ '-' ＋  11．注文者
電話番号２ ＋ '-' ＋  12．注文者電話番号３
で結合

8 注文者住所：都市区
7．注文者住所：都道府県 + 8．注文者住所：
都市区 +  9．注文者住所：町以降　の自動分
割

6 注文者郵便番号２
5．注文者郵便番号１ ＋ 6．注文者郵便番号２
で結合

7 注文者住所：都道府県

7．注文者住所：都道府県 + 8．注文者住所：
都市区 +  9．注文者住所：町以降　の自動分
割

4 注文者名前 3．注文者名字 ＋ 4．注文者名前　で結合

5 注文者郵便番号１
5．注文者郵便番号１ ＋ 6．注文者郵便番号２
で結合

2 商品名 明細情報（固定値設定時は、固定値を優先）

3 注文者名字 3．注文者名字 ＋ 4．注文者名前　で結合

備考欄

1 受注番号

******-yyyymmdd-1111111-g
(※)重複することのない番号をランダムに発
行、桁数は変動する可能性があります。

お客様側管理番号
受注番号（楽天専用）

お客様側管理番号：右から15バイト分 ・お客様側管理番号：最初のハイフン以降の右詰め
　15桁をセット
・受注番号（楽天専用）：そのままセット
・見出し1項目が「受注番号」であること。

29

No 楽天データ項目 楽天データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報

９ 楽天データ フィルタ設定項目一覧



<送り状データ>

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２

お届け先 住所３

お届け先 電話番号

お届け先 電話番号

お届け先 電話番号

お客様指定配送種類

配達希望日

配達希望日

配達希望日

9-17

26 お届け日（月）

25．お届け日（年） ＋ '/' ＋  26．お届け日
（月） ＋ '/' ＋  27．お届け日（日） で結
合

27 お届け日（日）

25．お届け日（年） ＋ '/' ＋  26．お届け日
（月） ＋ '/' ＋  27．お届け日（日） で結
合

25 お届け日（年）

25．お届け日（年） ＋ '/' ＋  26．お届け日
（月） ＋ '/' ＋  27．お届け日（日） で結
合

23 決済方法

24 配送方法
「代金引換」「代引」「コレクト」の場合、
「代引」としてお客様指定配送種類へ取り込
み。それ以外は「元払」として取り込み。

21 送付先電話番号２

20．送付先電話番号１ ＋ '-' ＋  21．送付先
電話番号２ ＋ '-' ＋  22．送付先電話番号３
で結合

22 送付先電話番号３
20．送付先電話番号１ ＋ '-' ＋  21．送付先
電話番号２ ＋ '-' ＋  22．送付先電話番号３
で結合

19 送付先住所：町以降

17．送付先住所：都道府県 + 18．送付先住
所：都市区 +  19．送付先住所：町以降　の自
動分割

20 送付先電話番号１

20．送付先電話番号１ ＋ '-' ＋  21．送付先
電話番号２ ＋ '-' ＋  22．送付先電話番号３
で結合

17 送付先住所：都道府県
17．送付先住所：都道府県 + 18．送付先住
所：都市区 +  19．送付先住所：町以降　の自
動分割

18 送付先住所：都市区

17．送付先住所：都道府県 + 18．送付先住
所：都市区 +  19．送付先住所：町以降　の自
動分割

15 送付先郵便番号１
15．送付先郵便番号１ ＋ '-' + 16．送付先郵
便番号２　で結合

16 送付先郵便番号２
15．送付先郵便番号１ ＋ '-' + 16．送付先郵
便番号２　で結合

No 楽天データ項目 楽天データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

９ 楽天データ フィルタ設定項目一覧



<送り状データ>

配達時間帯区分

お客様指定配送種類

9-18

28 お届け時間

空白または「なし」・・・「00」
「午前」・・・「51」
以下、先頭の開始時間を取得し、以下の区分を
セット
[8],[9]・・・「51」
[12]・・・「52」
[14]・・・「53」
[16]・・・「54」
[18]・・・「55」
[20]・・・「56」
[19]・・・「57」

29 配送区分

配送区分に「冷蔵」の文字が含まれていたら
「チルド」を付加してお客様指定配送種類へ取
り込み。
配送区分に「チルド」の文字が含まれていたら
「チルド」を付加してお客様指定配送種類へ取
り込み。
配送区分に「冷凍」の文字が含まれていたら
「冷凍」を付加してお客様指定配送種類へ取り
込み。
それ以外は何もしない。

No 楽天データ項目 楽天データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

９ 楽天データ フィルタ設定項目一覧



５．楽天ペイ<通常購入データ取込設定>

データ種類 ： 楽天ペイ通常購入データ 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 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（1行） データ種別 ： 単純明細

区切り文字 ： カンマ データ項目数 ： 107以上

<楽天ペイ通常購入データ>

注文番号

ステータス

サブステータスID

サブステータス

注文日時

注文日

注文時間

キャンセル期限日

注文確認日時

注文確定日時

発送指示日時

発送完了報告日時

支払方法名

お客様指定配送種類 「代金引換」「代引」「コレクト」の場合、
「代引」としてお客様指定配送種類に取り込
み。それ以外は「元払」として取り込み。

14
クレジットカード
支払い方法

9-19

9

10

11

12

13

選択した決済方法
--------------------
クレジットカード
楽天バンク決済
銀行振込
郵便振替
代金引換
現金書留
コンビニ
セブンイレブン前払
セブンイレブン後払
ローソン前払
ローソン後払
--------------------
店舗様が設定したその他決済については、設定
された決済名が入ります。

3

4

5

6

7

8

1

******-yyyymmdd-1111111
(※)重複することのない番号をランダムに発
行、桁数は変動する可能性があります。

お客様側管理番号
受注番号（楽天専用）

お客様側管理番号：右から15バイト分 ・お客様側管理番号：最初のハイフン以降の右詰め
　15桁をセット
・受注番号（楽天専用）：そのままセット
・見出し1項目が「注文番号」であること。

2

No 楽天データ項目 楽天データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

９ 楽天データ フィルタ設定項目一覧



<楽天ペイ通常購入データ>

配送方法

配送区分

お客様指定配送種類

注文種別

複数送付先フラグ

離島フラグ

楽天確認中フラグ

警告表示タイプ

楽天会員フラグ

商品合計金額 損害要償額

消費税合計

送料合計

代引料合計

請求金額 代引金額

合計金額

ポイント利用額

クーポン利用総額

注文者郵便番号1

注文者郵便番号2

注文者住所都道府県

ご依頼主 住所1

37
ご依頼主 郵便番号 36．注文者郵便番号１ ＋ 37．注文者郵便番号

２　で結合

38
38．注文者住所都道府県 + 39．注文者住所
都市区 + 40．注文者住所それ以降の住所
の自動分割

9-20

35
楽天発行クーポン
利用額

36
ご依頼主 郵便番号 36．注文者郵便番号１ ＋ 37．注文者郵便番号

２　で結合

32

33

34
店舗発行クーポン
利用額

29

30

31

26

27

28

23

24

25
購入履歴修正有無
フラグ

19

20 送付先一致フラグ

21

22

17

[0]選択なし
[1]通常配送
[2]冷蔵便
[3]冷凍便
[4]その他１
[5]その他２
[6]その他３
[7]その他４
[8]その他５

[2]なら「チルド」を付加してお客様指定配送
種類へ取り込み。
[3]なら「冷凍」を付加してお客様指定配送種
類へ取り込み。
それ以外は何もしない。

会員情報の「冷凍利用可否区分」が利用不可の場合
で、冷凍を取り込むとエラーになる。

18

備考欄

15
クレジットカード
支払い回数

16

No 楽天データ項目 楽天データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報

９ 楽天データ フィルタ設定項目一覧



<楽天ペイ通常購入データ>

注文者住所郡市区

ご依頼主 住所2

注文者姓 ご依頼主 名称

注文者名 ご依頼主 名称

注文者姓カナ

注文者名カナ

注文者電話番号1

ご依頼主 電話番号

注文者電話番号2
ご依頼主 電話番号

注文者電話番号3
ご依頼主 電話番号

注文者メールアドレス

注文者性別

申込番号

申込お届け回数

送付先ID 送付先ID（楽天専用） そのままセット

送付先送料

送付先代引料

送付先消費税合計

送付先商品合計金額

送付先合計金額

のし

送付先郵便番号1
お届け先 郵便番号

送付先郵便番号2
お届け先 郵便番号

送付先住所都道府県

お届け先 住所

9-21

59
59．送付先郵便番号１ ＋ 60．送付先郵便番号
２　で結合

60
59．送付先郵便番号１ ＋ 60．送付先郵便番号
２　で結合

61
61．送付先住所都道府県 + 62．送付先住所都
市区 + 63．送付先住所それ以降の住所
の自動分割

55

56

57

58

52

53

54

48

49

50

51

45
45．注文者電話番号１ ＋ '-' ＋  46．注文者
電話番号２ ＋ '-' ＋  47．注文者電話番号３
で結合

46
45．注文者電話番号１ ＋ '-' ＋  46．注文者
電話番号２ ＋ '-' ＋  47．注文者電話番号３
で結合

47
45．注文者電話番号１ ＋ '-' ＋  46．注文者
電話番号２ ＋ '-' ＋  47．注文者電話番号３
で結合

41 41．注文者性 ＋ 42．注文者名　で結合

42 41．注文者性 ＋ 42．注文者名　で結合

43

44

39
38．注文者住所都道府県 + 39．注文者住所
都市区 + 40．注文者住所それ以降の住所
の自動分割

40

注文者住所
それ以降の住所

ご依頼主 住所3 38．注文者住所都道府県 + 39．注文者住所
都市区 + 40．注文者住所それ以降の住所
の自動分割

No 楽天データ項目 楽天データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

９ 楽天データ フィルタ設定項目一覧



<楽天ペイ通常購入データ>

送付先住所郡市区

お届け先 住所2

お届け先 住所3

送付先姓 お届け先 名称 64．送付先性 ＋ 65．送付先名　で結合

送付先名 お届け先 名称 64．送付先性 ＋ 65．送付先名　で結合

送付先姓カナ

送付先名カナ

送付先電話番号1
お届け先 電話番号

送付先電話番号2

お届け先 電話番号

送付先電話番号3

お届け先 電話番号

商品明細ID

商品ID

商品名 品名 明細情報（固定値設定時は、固定値を優先）

商品番号 商品番号 明細情報（固定値設定時は、固定値を優先）

商品管理番号

単価

個数 個数

送料込別

税込別

代引手数料込別

項目・選択肢

ポイント倍率

納期情報

在庫タイプ

ラッピングタイトル1

ラッピング名1

ラッピング料金1

ラッピング税込別1

ラッピング種類1

ラッピングタイトル2

89

90

9-22

84

85

86

87

88

79

80

81

82

83

75

76

77 明細情報（固定値設定時は、固定値を優先）

78

70
68．送付先電話番号１ ＋ '-' ＋  69．送付先
電話番号２ ＋ '-' ＋  70．送付先電話番号３
で結合

71

72

73

74

65

66

67

68
68．送付先電話番号１ ＋ '-' ＋  69．送付先
電話番号２ ＋ '-' ＋  70．送付先電話番号３
で結合

69
68．送付先電話番号１ ＋ '-' ＋  69．送付先
電話番号２ ＋ '-' ＋  70．送付先電話番号３
で結合

62
61．送付先住所都道府県 + 62．送付先住所都
市区 + 63．送付先住所それ以降の住所
の自動分割

63
送付先住所
それ以降の住所

61．送付先住所都道府県 + 62．送付先住所都
市区 + 63．送付先住所それ以降の住所
の自動分割

64

No 楽天データ項目 楽天データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

９ 楽天データ フィルタ設定項目一覧



<楽天ペイ通常購入データ>

ラッピング名2

ラッピング料金2

ラッピング税込別2

ラッピング種類2

お届け時間帯

お届け日指定 配達希望日

担当者

ひとことメモ

ギフト配送希望

コメント

利用端末

メールキャリアコード

あす楽希望フラグ

医薬品受注フラグ

110 店舗負担金合計

9-23

楽天スーパーDEAL商品
受注フラグ

107
メンバーシップ
プログラム受注タイプ

108 決済手数料

109 注文者負担金合計

101

102

103

104

105

106

96

97

98

99
メール差込文(お客様
へのメッセージ)

100

91

92

93

94

95

[0]時間帯(なし） 
[1]時間帯(午前） 
[2]時間帯(午後） 
[9]時間帯(その他） 
[h1h2]h1時-h2時(*) 
*4桁(h1h2)の場合は、何時から何時までとの時
間帯を意味する。
07-24までの任意の数値が入る。
例)
値:1012
内容:10時-12時

No 楽天データ項目 楽天データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

９ 楽天データ フィルタ設定項目一覧



１．Amazon<オプションなしデータ取込設定>

データ種類 ： オプションなしデータ 囲み文字 ： ダブルクォーテーション ※ 区切り文字

フォーマット種別 ： AMAZON 文字コード ： Shift-JIS フィルタ設定上は「カンマ」固定ですが、

データ形式 ： カンマ、タブ区切り 重量 ： g データを取り込みする際にCSVまたはTXTファイルを

列見出し ： あり（1行） データ種別 ： 単純明細 選択出来ます。

区切り文字 ： カンマ、タブ（※） データ項目数 ： 28以上

<オプションなしデータ>

10-1

27 delivery-end-date 配送予定期間のうち、もっとも遅い日時

26 delivery-start-date 配送予定期間のうち、もっとも早い日時

25 ship-phone-number 受け取り手の電話番号 お届け先電話番号

24 ship-country ISO 3166 標準規格の2桁の国別コード

23 ship-postal-code 配送先住所の郵便番号 お届け先郵便番号

22 ship-state 配送先住所の市区町村 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

21 ship-city 配送先住所の3行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

20 ship-address-3 配送先住所の2行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

19 ship-address-2 配送先住所の2行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

18 ship-address-1 配送先住所の1行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

17 recipient-name 配送先住所の受け取り手の氏名 お届け先名称1、2 お届け先名称1、2に自動分割で取込

16
ship-service-level 出品者が使用するフルフィルメントサービスを

示す列挙型の値

15 shipping-tax 購入者が支払った配送料の税額

14 shipping-price 購入者が支払った配送料の金額

13 item-tax 購入者が支払った商品の税金の金額

12 item-price 購入した商品に対して購入者が支払った金額

11 currency 決済が行われる通貨

10 quantity-purchased 購入された商品の個数 個数（明細）

9 product-name 商品の簡潔な名称 品名（明細）

8 sku 商品を特定する出品者固有の識別子

7 buyer-phone-number 購入者の電話番号

6 buyer-name 購入者のフルネーム

5 buyer-email 購入者のEメールアドレス

1

order-id 注文を特定するAmazon.co.jp 固有の識別子。
19桁の数値から構成され、3桁-7桁-7桁で区切
られる。

お客様側管理番号 19桁ある場合は頭３桁は取り込まないず、5バ
イト目から15バイト分取り込む

No Amazonデータ項目 Amazonデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

4
payments-date 購入者のクレジットカードに請求が行われ、注

文プロセスが完了した日付

3 purchase-date 注文を受注した日付

2
order-item-id 注文内の商品を特定する、Amazon.co.jp 固有

の識別子。14桁の数値。
商品番号（明細）

10 Amazonデータ フィルタ設定項目一覧



<オプションなしデータ>

10-2

29
delivery-
Instructions

購入者が入力した、配送に関する指示および特
記事項

28 delivery-time-zone 配送日時のタイムゾーン

No Amazonデータ項目 Amazonデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

10 Amazonデータ フィルタ設定項目一覧



２．Amazon<複数購入データ取込設定>

データ種類 ： 複数購入データ 囲み文字 ： ダブルクォーテーション ※ 区切り文字

フォーマット種別 ： AMAZON 文字コード ： Shift-JIS フィルタ設定上は「カンマ」固定ですが、

データ形式 ： カンマ、タブ区切り 重量 ： g データを取り込みする際にCSVまたはTXTファイルを

列見出し ： あり（1行） データ種別 ： 単純明細 選択出来ます。

区切り文字 ： カンマ、タブ（※） データ項目数 ： 28以上

<複数購入データ>

10-3

27 delivery-end-date 配送予定期間のうち、もっとも遅い日時

26 delivery-start-date 配送予定期間のうち、もっとも早い日時

25 ship-phone-number 受け取り手の電話番号 お届け先電話番号

24 ship-country ISO 3166 標準規格の2桁の国別コード

23 ship-postal-code 配送先住所の郵便番号 お届け先郵便番号

22 ship-state 配送先住所の市区町村 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

21 ship-city 配送先住所の3行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

20 ship-address-3 配送先住所の2行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

19 ship-address-2 配送先住所の2行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

18 ship-address-1 配送先住所の1行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

17 recipient-name 配送先住所の受け取り手の氏名 お届け先名称1、2 お届け先名称1、2に自動分割で取込

16
ship-service-level 出品者が使用するフルフィルメントサービスを

示す列挙型の値

15 shipping-tax 購入者が支払った配送料の税額

14 shipping-price 購入者が支払った配送料の金額

13 item-tax 購入者が支払った商品の税金の金額

12 item-price 購入した商品に対して購入者が支払った金額

11 currency 決済が行われる通貨

10 quantity-purchased 購入された商品の個数 個数（明細）

9 product-name 商品の簡潔な名称 品名（明細）

8 sku 商品を特定する出品者固有の識別子

7 buyer-phone-number 購入者の電話番号

6 buyer-name 購入者のフルネーム

5 buyer-email 購入者のEメールアドレス

4
payments-date 購入者のクレジットカードに請求が行われ、注

文プロセスが完了した日付

3 purchase-date 注文を受注した日付

2
order-item-id 注文内の商品を特定する、Amazon.co.jp 固有

の識別子
商品番号（明細）

1
order-id 注文を特定するAmazon.co.jp 固有の識別子。

19桁の数値から構成され、3桁-7桁-7桁で区切
られる。

お客様側管理番号 19桁ある場合は頭３桁は取り込まないず、5バ
イト目から15バイト分取り込む

No Amazonデータ項目 Amazonデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

10 Amazonデータ フィルタ設定項目一覧



<複数購入データ>

10-4

29
delivery-
Instructions

購入者が入力した、配送に関する指示および特
記事項

28 delivery-time-zone 配送日時のタイムゾーン。文字列

No Amazonデータ項目 Amazonデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

10 Amazonデータ フィルタ設定項目一覧



３．Amazon<ギフトデータ取込設定>

データ種類 ： ギフトデータ 囲み文字 ： ダブルクォーテーション ※ 区切り文字

フォーマット種別 ： AMAZON 文字コード ： Shift-JIS フィルタ設定上は「カンマ」固定ですが、

データ形式 ： カンマ、タブ区切り 重量 ： g データを取り込みする際にCSVまたはTXTファイルを

列見出し ： あり（1行） データ種別 ： 単純明細 選択出来ます。

区切り文字 ： カンマ、タブ（※） データ項目数 ： 28以上

<ギフトデータ>

10-5

26 ship-country ISO 3166 標準規格の2桁の国別コード

25 ship-postal-code 配送先住所の郵便番号 お届け先郵便番号

24 ship-state 配送先住所の市区町村 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

23 ship-city 配送先住所の3行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

22 ship-address-3 配送先住所の2行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

21 ship-address-2 配送先住所の2行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

20 ship-address-1 配送先住所の1行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

19 recipient-name 配送先住所の受け取り手の氏名 お届け先名称1、2 お届け先名称1、2に自動分割で取込

18
ship-service-level 出品者が使用するフルフィルメントサービスを

示す列挙型の値

17 gift-wrap-tax 購入者が支払ったギフト包装代金の税額

16 gift-wrap-price 購入者が支払ったギフト包装代金

15 shipping-tax 購入者が支払った配送料の税額

14 shipping-price 購入者が支払った配送料の金額

13 item-tax 購入者が支払った商品の税金の金額

12 item-price 購入した商品に対して購入者が支払った金額

11 currency 決済が行われる通貨

10 quantity-purchased 購入された商品の個数 個数（明細）

9 product-name 商品の簡潔な名称 品名（明細）

8 sku 商品を特定する出品者固有の識別子

7 buyer-phone-number 購入者の電話番号

6 buyer-name 購入者のフルネーム

5 buyer-email 購入者のEメールアドレス

4
payments-date 購入者のクレジットカードに請求が行われ、注

文プロセスが完了した日付

3 purchase-date 注文を受注した日付

2
order-item-id 注文内の商品を特定する、Amazon.co.jp 固有

の識別子
商品番号（明細）

1

order-id 注文を特定するAmazon.co.jp 固有の識別子。
19桁の数値から構成され、3桁-7桁-7桁で区切
られる。

お客様側管理番号 19桁ある場合は頭３桁は取り込まないず、5バ
イト目から15バイト分取り込む

No Amazonデータ項目 Amazonデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

10 Amazonデータ フィルタ設定項目一覧



<ギフトデータ>

10-6

33
delivery-
Instructions

購入者が入力した、配送に関する指示および特
記事項

32 delivery-time-zone 配送日時のタイムゾーン

31 delivery-end-date 配送予定期間のうち、もっとも遅い日時

30 delivery-start-date 配送予定期間のうち、もっとも早い日時

29
gift-message-text ギフトメッセージを添えることを選択した場合

に、購入者が入力したギフトメッセージ

28 gift-wrap-type 出品者固有のギフト包装ID

27 ship-phone-number 受け取り手の電話番号 お届け先電話番号

No Amazonデータ項目 Amazonデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

10 Amazonデータ フィルタ設定項目一覧



４．Amazon<プロモーション(無料商品)データ取込設定>

データ種類 ： プロモーション(無料商品)データ 囲み文字 ： ダブルクォーテーション ※ 区切り文字

フォーマット種別 ： AMAZON 文字コード ： Shift-JIS フィルタ設定上は「カンマ」固定ですが、

データ形式 ： カンマ、タブ区切り 重量 ： g データを取り込みする際にCSVまたはTXTファイルを

列見出し ： あり（1行） データ種別 ： 単純明細 選択出来ます。

区切り文字 ： カンマ、タブ（※） データ項目数 ： 28以上

<プロモーション(無料商品)データ>

10-7

27 ship-phone-number 受け取り手の電話番号 お届け先電話番号

26 ship-country ISO 3166 標準規格の2桁の国別コード

25 ship-postal-code 配送先住所の郵便番号 お届け先郵便番号

24 ship-state 配送先住所の市区町村 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

23 ship-city 配送先住所の3行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

22 ship-address-3 配送先住所の2行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

21 ship-address-2 配送先住所の2行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

20 ship-address-1 配送先住所の1行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

19 recipient-name 配送先住所の受け取り手の氏名 お届け先名称1、2 お届け先名称1、2に自動分割で取込

18
ship-service-level 出品者が使用するフルフィルメントサービスを

示す列挙型の値

17 gift-wrap-tax 購入者が支払ったギフト包装代金の税額

16 gift-wrap-price 購入者が支払ったギフト包装代金

15 shipping-tax 購入者が支払った配送料の税額

14 shipping-price 購入者が支払った配送料の金額

13 item-tax 購入者が支払った商品の税金の金額

12 item-price 購入した商品に対して購入者が支払った金額

11 currency 決済が行われる通貨

10 quantity-purchased 購入された商品の個数 個数（明細）

9 product-name 商品の簡潔な名称 品名（明細）

8 sku 商品を特定する出品者固有の識別子

7 buyer-phone-number 購入者の電話番号

6 buyer-name 購入者のフルネーム

5 buyer-email 購入者のEメールアドレス

4
payments-date 購入者のクレジットカードに請求が行われ、注

文プロセスが完了した日付

3 purchase-date 注文を受注した日付

2
order-item-id 注文内の商品を特定する、Amazon.co.jp 固有

の識別子
商品番号（明細）

1

order-id 注文を特定するAmazon.co.jp 固有の識別子。
19桁の数値から構成され、3桁-7桁-7桁で区切
られる。

お客様側管理番号 19桁ある場合は頭３桁は取り込まないず、5バ
イト目から15バイト分取り込む

No Amazonデータ項目 Amazonデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

10 Amazonデータ フィルタ設定項目一覧



<プロモーション(無料商品)データ>

10-8

37
delivery-
Instructions

購入者が入力した、配送に関する指示および特
記事項

36 delivery-time-zone 配送日時のタイムゾーン

35 delivery-end-date 配送予定期間のうち、もっとも遅い日時

34 delivery-start-date 配送予定期間のうち、もっとも早い日時

33
ship-promotion-id 配送に適用される出品者固有のプロモーション

ID

32
ship-promotion-
discount

配送に適用されるプロモーション割引額

31
item-promotion-id 商品に適用される出品者固有のプロモーション

ID

30
item-promotion-
discount

注文商品に適用されるプロモーション割引額

29
gift-message-text ギフトメッセージを添えることを選択した場合

に、購入者が入力したギフトメッセージ

28 gift-wrap-type 出品者固有のギフト包装ID

No Amazonデータ項目 Amazonデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

10 Amazonデータ フィルタ設定項目一覧



５．Amazon<プロモーションデータ取込設定>

データ種類 ： プロモーションデータ 囲み文字 ： ダブルクォーテーション ※ 区切り文字

フォーマット種別 ： AMAZON 文字コード ： Shift-JIS フィルタ設定上は「カンマ」固定ですが、

データ形式 ： カンマ、タブ区切り 重量 ： g データを取り込みする際にCSVまたはTXTファイルを

列見出し ： あり（1行） データ種別 ： 単純明細 選択出来ます。

区切り文字 ： カンマ、タブ（※） データ項目数 ： 28以上

<プロモーションデータ>

10-9

25 ship-phone-number 受け取り手の電話番号 お届け先電話番号

24 ship-country ISO 3166 標準規格の2桁の国別コード

23 ship-postal-code 配送先住所の郵便番号 お届け先郵便番号

22 ship-state 配送先住所の市区町村 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

21 ship-city 配送先住所の3行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

20 ship-address-3 配送先住所の2行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

19 ship-address-2 配送先住所の2行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

18 ship-address-1 配送先住所の1行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

17
recipient-name 配送先住所の受け取り手の氏名 お届け先名称1、2 お届け先名称1、2に自動分割で取込

16
ship-service-level 出品者が使用するフルフィルメントサービスを

示す列挙型の値

15 shipping-tax 購入者が支払った配送料の税額

14 shipping-price 購入者が支払った配送料の金額

13 item-tax 購入者が支払った商品の税金の金額

12 item-price 購入した商品に対して購入者が支払った金額

11 currency 決済が行われる通貨

10 quantity-purchased 購入された商品の個数 個数（明細）

9 product-name 商品の簡潔な名称 品名（明細）

8 sku 商品を特定する出品者固有の識別子

7 buyer-phone-number 購入者の電話番号

6 buyer-name 購入者のフルネーム

5 buyer-email 購入者のEメールアドレス

4
payments-date 購入者のクレジットカードに請求が行われ、注

文プロセスが完了した日付

3 purchase-date 注文を受注した日付

2
order-item-id 注文内の商品を特定する、Amazon.co.jp 固有

の識別子
商品番号（明細）

1
order-id 注文を特定するAmazon.co.jp 固有の識別子。

19桁の数値から構成され、3桁-7桁-7桁で区切
られる。

お客様側管理番号 19桁ある場合は頭３桁は取り込まないず、5バ
イト目から15バイト分取り込む

No Amazonデータ項目 Amazonデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

10 Amazonデータ フィルタ設定項目一覧



<プロモーションデータ>

10-10

33
delivery-
Instructions

購入者が入力した、配送に関する指示および特
記事項

32 delivery-time-zone 配送日時のタイムゾーン

31 delivery-end-date 配送予定期間のうち、もっとも遅い日時

30 delivery-start-date 配送予定期間のうち、もっとも早い日時

29
ship-promotion-id 配送に適用される出品者固有のプロモーション

ID

28
ship-promotion-
discount

配送に適用されるプロモーション割引額

27
item-promotion-id 商品に適用される出品者固有のプロモーション

ID

26
item-promotion-
discount

注文商品に適用されるプロモーション割引額

No Amazonデータ項目 Amazonデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

10 Amazonデータ フィルタ設定項目一覧



６．Amazon<請求先情報データ取込設定>

データ種類 ： 請求先情報データ 囲み文字 ： ダブルクォーテーション ※ 区切り文字

フォーマット種別 ： AMAZON 文字コード ： Shift-JIS フィルタ設定上は「カンマ」固定ですが、

データ形式 ： カンマ、タブ区切り 重量 ： g データを取り込みする際にCSVまたはTXTファイルを

列見出し ： あり（1行） データ種別 ： 単純明細 選択出来ます。

区切り文字 ： カンマ、タブ（※） データ項目数 ： 28以上

<請求先情報データ>

10-11

27 bill-address-2 請求先住所の2行目

26 bill-address-1 請求先住所の1行目

25 ship-phone-number 受け取り手の電話番号 お届け先電話番号

24 ship-country ISO 3166 標準規格の2桁の国別コード

23 ship-postal-code 配送先住所の郵便番号 お届け先郵便番号

22 ship-state 配送先住所の市区町村 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

21 ship-city 配送先住所の3行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

20 ship-address-3 配送先住所の2行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

19 ship-address-2 配送先住所の2行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

18 ship-address-1 配送先住所の1行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

17 recipient-name 配送先住所の受け取り手の氏名 お届け先名称1、2 お届け先名称1、2に自動分割で取込

16
ship-service-level 出品者が使用するフルフィルメントサービスを

示す列挙型の値

15 shipping-tax 購入者が支払った配送料の税額

14 shipping-price 購入者が支払った配送料の金額

13 item-tax 購入者が支払った商品の税金の金額

12 item-price 購入した商品に対して購入者が支払った金額

11 currency 決済が行われる通貨

10 quantity-purchased 購入された商品の個数 個数（明細）

9 product-name 商品の簡潔な名称 品名（明細）

8 sku 商品を特定する出品者固有の識別子

7 buyer-phone-number 購入者の電話番号

6 buyer-name 購入者のフルネーム

5 buyer-email 購入者のEメールアドレス

4
payments-date 購入者のクレジットカードに請求が行われ、注

文プロセスが完了した日付

3 purchase-date 注文を受注した日付

2
order-item-id 注文内の商品を特定する、Amazon.co.jp 固有

の識別子
商品番号（明細）

1

order-id 注文を特定するAmazon.co.jp 固有の識別子。
19桁の数値から構成され、3桁-7桁-7桁で区切
られる。

お客様側管理番号 19桁ある場合は頭３桁は取り込まないず、5バ
イト目から15バイト分取り込む

No Amazonデータ項目 Amazonデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

10 Amazonデータ フィルタ設定項目一覧



<請求先情報データ>

10-12

36
delivery-
Instructions

購入者が入力した、配送に関する指示および特
記事項

35 delivery-time-zone 配送日時のタイムゾーン

34 delivery-end-date 配送予定期間のうち、もっとも遅い日時

33 delivery-start-date 配送予定期間のうち、もっとも早い日時

32 bill-country ISO 3166 標準規格の2桁の国別コード

31 bill-postal-code 請求先住所の郵便番号

30 bill-state 請求先住所の都道府県

29 bill-city 請求先住所の市区町村

28 bill-address-3 請求先住所の3行目

No Amazonデータ項目 Amazonデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

10 Amazonデータ フィルタ設定項目一覧



７．Amazon<お届け日時指定データ取込設定>

データ種類 ： お届け日時指定データ 囲み文字 ： ダブルクォーテーション ※ 区切り文字

フォーマット種別 ： AMAZON 文字コード ： Shift-JIS フィルタ設定上は「カンマ」固定ですが、

データ形式 ： カンマ、タブ区切り 重量 ： g データを取り込みする際にCSVまたはTXTファイルを

列見出し ： あり（1行） データ種別 ： 単純明細 選択出来ます。

区切り文字 ： カンマ、タブ（※） データ項目数 ： 28以上

<お届け日時指定データ>

10-13

25 ship-phone-number 受け取り手の電話番号 お届け先電話番号

24 ship-country ISO 3166 標準規格の2桁の国別コード

23 ship-postal-code 配送先住所の郵便番号 お届け先郵便番号

22 ship-state 配送先住所の市区町村 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

21 ship-city 配送先住所の3行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

20 ship-address-3 配送先住所の2行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

19 ship-address-2 配送先住所の2行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

18 ship-address-1 配送先住所の1行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

17 recipient-name 配送先住所の受け取り手の氏名 お届け先名称1、2 お届け先名称1、2に自動分割で取込

16
ship-service-level 出品者が使用するフルフィルメントサービスを

示す列挙型の値

15 shipping-tax 購入者が支払った配送料の税額

14 shipping-price 購入者が支払った配送料の金額

13 item-tax 購入者が支払った商品の税金の金額

12 item-price 購入した商品に対して購入者が支払った金額

11 currency 決済が行われる通貨

10 quantity-purchased 購入された商品の個数 個数（明細）

9 product-name 商品の簡潔な名称 品名（明細）

8 sku 商品を特定する出品者固有の識別子

7 buyer-phone-number 購入者の電話番号

6 buyer-name 購入者のフルネーム

5 buyer-email 購入者のEメールアドレス

4
payments-date 購入者のクレジットカードに請求が行われ、注

文プロセスが完了した日付

3 purchase-date 注文を受注した日付

2
order-item-id 注文内の商品を特定する、Amazon.co.jp 固有

の識別子
商品番号（明細）

1

order-id 注文を特定するAmazon.co.jp 固有の識別子。
19桁の数値から構成され、3桁-7桁-7桁で区切
られる。

お客様側管理番号 19桁ある場合は頭３桁は取り込まないず、5バ
イト目から15バイト分取り込む

No Amazonデータ項目 Amazonデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

10 Amazonデータ フィルタ設定項目一覧



<お届け日時指定データ>

10-14

28
scheduled-delivery-
end-date

購入者が選択したお届け指定の終了日時

27
scheduled-delivery-
start-date

購入者が選択したお届け指定の開始日時 配達希望日 YYYYMMDDに変換して取り込む

26
delivery-
Instructions

購入者が入力した、配送に関する指示および特
記事項

No Amazonデータ項目 Amazonデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

10 Amazonデータ フィルタ設定項目一覧



８．Amazon<代金引換データ取込設定>

データ種類 ： 代金引換データ 囲み文字 ： ダブルクォーテーション ※ 区切り文字

フォーマット種別 ： AMAZON 文字コード ： Shift-JIS フィルタ設定上は「カンマ」固定ですが、

データ形式 ： カンマ、タブ区切り 重量 ： g データを取り込みする際にCSVまたはTXTファイルを

列見出し ： あり（1行） データ種別 ： 単純明細 選択出来ます。

区切り文字 ： カンマ、タブ（※） データ項目数 ： 28以上

<代金引換データ>

10-15

25 ship-phone-number 受け取り手の電話番号 お届け先電話番号

24 ship-country ISO 3166 標準規格の2桁の国別コード

23 ship-postal-code 配送先住所の郵便番号 お届け先郵便番号

22 ship-state 配送先住所の市区町村 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

21 ship-city 配送先住所の3行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

20 ship-address-3 配送先住所の2行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

19 ship-address-2 配送先住所の2行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

18 ship-address-1 配送先住所の1行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

17 recipient-name 配送先住所の受け取り手の氏名 お届け先名称1、2 お届け先名称1、2に自動分割で取込

16
ship-service-level 出品者が使用するフルフィルメントサービスを

示す列挙型の値

15 shipping-tax 購入者が支払った配送料の税額

14 shipping-price 購入者が支払った配送料の金額

13 item-tax 購入者が支払った商品の税金の金額

12 item-price 購入した商品に対して購入者が支払った金額

11 currency 決済が行われる通貨

10 quantity-purchased 購入された商品の個数 個数（明細）

9 product-name 商品の簡潔な名称 品名（明細）

8 sku 商品を特定する出品者固有の識別子

7 buyer-phone-number 購入者の電話番号

6 buyer-name 購入者のフルネーム

5 buyer-email 購入者のEメールアドレス

4
payments-date 購入者のクレジットカードに請求が行われ、注

文プロセスが完了した日付

3 purchase-date 注文を受注した日付

2
order-item-id 注文内の商品を特定する、Amazon.co.jp 固有

の識別子
商品番号（明細）

1

order-id 注文を特定するAmazon.co.jp 固有の識別子。
19桁の数値から構成され、3桁-7桁-7桁で区切
られる。

お客様側管理番号 19桁ある場合は頭３桁は取り込まないず、5バ
イト目から15バイト分取り込む

No Amazonデータ項目 Amazonデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

10 Amazonデータ フィルタ設定項目一覧



<代金引換データ>

10-16

33 payment-method-fee 支払い方法によって徴収する手数料。

32
already-paid 代金引換の際、Amazonギフト券で支払った前払

額。

31
cod-collectible-
amount

代金引換で回収すべき金額。 代引金額

30

payment-method 支払い方法を表すコード。代金引換の場合は
COD、コンビニ決済の場合はCVS、その他の支払
い方法の場合は空白。

お客様指定配送種類 値があり、かつ値が「COD」の場合、「お客様
指定配送種類」に「代引」として取り込み。
それ以外は「元払」として取り込みする。

送り状種別の条件設定にて設定することで、送り状種
別の振り分けが可能となる。

29
delivery-
Instructions

購入者が入力した、配送に関する指示および特
記事項

28 delivery-time-zone 配送日時のタイムゾーン

27 delivery-end-date 配送予定期間のうち、もっとも遅い日時

26 delivery-start-date 配送予定期間のうち、もっとも早い日時

No Amazonデータ項目 Amazonデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

10 Amazonデータ フィルタ設定項目一覧



９．Amazon<全項目データ取込設定>

データ種類 ： 全項目データ 囲み文字 ： ダブルクォーテーション ※ 区切り文字

フォーマット種別 ： AMAZON 文字コード ： Shift-JIS フィルタ設定上は「カンマ」固定ですが、

データ形式 ： カンマ、タブ区切り 重量 ： g データを取り込みする際にCSVまたはTXTファイルを

列見出し ： あり（1行） データ種別 ： 単純明細 選択出来ます。

区切り文字 ： カンマ、タブ（※） データ項目数 ： 28以上

<全項目データ>

10-17

27 ship-phone-number 受け取り手の電話番号 お届け先電話番号

26 ship-country ISO 3166 標準規格の2桁の国別コード

25 ship-postal-code 配送先住所の郵便番号 お届け先郵便番号

24 ship-state 配送先住所の市区町村 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

23 ship-city 配送先住所の3行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

22 ship-address-3 配送先住所の2行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

21 ship-address-2 配送先住所の2行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

20 ship-address-1 配送先住所の1行目 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

19 recipient-name 配送先住所の受け取り手の氏名 お届け先名称1、2 お届け先名称1、2に自動分割で取込

18
ship-service-level 出品者が使用するフルフィルメントサービスを

示す列挙型の値

17 gift-wrap-tax 購入者が支払ったギフト包装代金の税額

16 gift-wrap-price 購入者が支払ったギフト包装代金

15 shipping-tax 購入者が支払った配送料の税額

14 shipping-price 購入者が支払った配送料の金額

13 item-tax 購入者が支払った商品の税金の金額

12 item-price 購入した商品に対して購入者が支払った金額

11 currency 決済が行われる通貨

10 quantity-purchased 購入された商品の個数 個数（明細）

9 product-name 商品の簡潔な名称 品名（明細）

8 sku 商品を特定する出品者固有の識別子

7 buyer-phone-number 購入者の電話番号

6 buyer-name 購入者のフルネーム

5 buyer-email 購入者のEメールアドレス

4
payments-date 購入者のクレジットカードに請求が行われ、注

文プロセスが完了した日付

3 purchase-date 注文を受注した日付

2
order-item-id 注文内の商品を特定する、Amazon.co.jp 固有

の識別子
商品番号（明細）

1

order-id 注文を特定するAmazon.co.jp 固有の識別子。
19桁の数値から構成され、3桁-7桁-7桁で区切
られる。

お客様側管理番号 19桁ある場合は頭３桁は取り込まないず、5バ
イト目から15バイト分取り込む

No Amazonデータ項目 Amazonデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

10 Amazonデータ フィルタ設定項目一覧



<全項目データ>

10-18

47
scheduled-delivery-
end-date

購入者が選択したお届け指定の終了日時

46
scheduled-delivery-
start-date

購入者が選択したお届け指定の開始日時 配達希望日 YYYYMMDDに変換して取り込む

45 payment-method-fee 支払い方法によって徴収する手数料。

44
already-paid 代金引換の際、Amazonギフト券で支払った前払

額。

43
cod-collectible-
amount

代金引換で回収すべき金額。 代引金額

42

payment-method 支払い方法を表すコード。代金引換の場合は
COD、コンビニ決済の場合はCVS、その他の支払
い方法の場合は空白。

お客様指定配送種類 値があり、かつ値が「COD」の場合、「お客様
指定配送種類」に「代引」として取り込み。
それ以外は「元払」として取り込みする。

送り状種別の条件設定にて設定することで、送り状種
別の振り分けが可能となる。

41
delivery-
Instructions

購入者が入力した、配送に関する指示および特
記事項

40
ship-promotion-id 配送に適用される出品者固有のプロモーション

ID

39
ship-promotion-
discount

配送に適用されるプロモーション割引額

38
item-promotion-id 商品に適用される出品者固有のプロモーション

ID

37
item-promotion-
discount

注文商品に適用されるプロモーション割引額

36
gift-message-text ギフトメッセージを添えることを選択した場合

に、購入者が入力したギフトメッセージ

35 gift-wrap-type 出品者固有のギフト包装ID

34 bill-country ISO 3166 標準規格の2桁の国別コード

33 bill-postal-code 請求先住所の郵便番号

32 bill-state 請求先住所の都道府県

31 bill-city 請求先住所の市区町村

30 bill-address-3 請求先住所の3行目

29 bill-address-2 請求先住所の2行目

28 bill-address-1 請求先住所の1行目

No Amazonデータ項目 Amazonデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

10 Amazonデータ フィルタ設定項目一覧



１．Yahoo<ストアマネジャ　ショッピングデータ取込設定>

データ種類 ： ストアマネジャからのダウンロードデータ 囲み文字 ： ダブルクォーテーション

フォーマット種別 ： YAHOO 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（1行） データ種別 ： 単純明細

区切り文字 ： カンマ データ項目数 ： 79以上（注文情報データ）

【注文情報データ】 <Yahooデータ>

Order ID 注文番号 お客様側管理番号

Order Site 注文サイト

Order Kind 注文種別

Is Mobile モバイル注文種別

Is Affiliate アフィリエイト経由注文種別

Date 注文日時

Numeric Time 注文日時（Time値）

Ship Name お届け先氏名

Ship Address 1 お届け先住所1行目

Ship Address 2 お届け先住所2行目

Ship City お届け先市区町村 お届け先住所1、2、3

Ship State お届け先都道府県 お届け先住所1、2、3

Ship Country お届け先国

Ship Zip お届け先郵便番号

Ship Phone お届け先電話番号

Ship Name Kana お届け先氏名カナ

Ship Address 1 Kana お届け先住所1行目のカナ

Ship Address 2 Kana お届け先住所2行目のカナ

Ship City Kana お届け先市区町村のカナ

Ship Section 1 Key お届け先所属1フィールド名

Ship Section 1 Value お届け先所属1フィールドの入力内容 お届け先名称1、2

Ship Section 2 Key お届け先所属2フィールド名

Ship Section 2 Value お届け先所属2フィールドの入力内容 お届け先名称1、2

Ship Contact Phone お届け先電話番号（緊急）

Ship State Kana お届け先都道府県のカナ

Bill Name ご請求先氏名 ご依頼主名称1、2

Bill Address 1 ご請求先住所1行目 ご依頼主住所1、2、3

Bill Address 2 ご請求先住所2行目 ご依頼主住所1、2、3

Bill City ご請求先市区町村 ご依頼主住所1、2、3

Bill State ご請求先都道府県 ご依頼主住所1、2、3

Bill Country ご請求先国

15

No ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

4

5

6

1

2

3

7

8

9

16

17

18

10

11

12

13

14

19

11-1

20

25

26

21

22

23 お届け先名称1、2に自動分割で取込

ご依頼主住所1、2、3に自動分割で取込

31

ご依頼主名称1、2に自動分割で取込

24

お届け先名称1、2に自動分割で取込

お届け先住所1、2、3

お届け先名称1、2

お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

お届け先名称1、2に自動分割で取込

27 ご依頼主住所1、2、3に自動分割で取込

28 ご依頼主住所1、2、3に自動分割で取込

29 ご依頼主住所1、2、3に自動分割で取込

30

Yahooデータ補足Yahooデータ項目

11 Yahooデータ フィルタ設定項目一覧



<Yahooデータ>
【注文情報データ】

Bill Zip ご請求先郵便番号 ご依頼主郵便番号

ご請求先電話番号

ご請求先メールアドレス

ご要望

ご請求先氏名カナ

ご請求先住所1行目のカナ

ご請求先住所2行目のカナ

ご請求先市区町村のカナ

ご請求先所属1フィールド名

ご請求先所属1フィールドの入力内容

ご請求先所属2フィールド名

ご請求先所属2フィールドの入力内容

ご請求先電話番号（緊急

ご請求先都道府県のカナ

注文ステータス

参照元URL

入力ポイント

調査用リンク

いたずら注文警告

お支払い方法種別

クレジットカードお支払い回数

クレジットカードお支払い区分 

Shipping Req Date 配送希望日

Shipping Req Time 配送希望時間

Shipping Number お問い合わせ伝票番号

Shipping Method お届け方法

お支払い方法

注文商品の数量

送料

手数料

Gift Wrap ギフト包装料

値引き

利用ポイント合計

付与ポイント合計

請求金額合計
（注文合計金額-利用ポイント）

55

56

57

58

59

66

43

44

45

33

34

Total

配達希望時間帯

No ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

50

51

40

41

64

65

Use Point

60

61

62

63

Payment Charge

Shipping

Get Point

11-2

54

Bill Phone ご依頼主電話番号

Email

Comments

46

47

48

49

42

39

Bill Address 1 Kana

Bill City Kana

Bill Section 2 Value

32

53

35

36

37

ご依頼主名称1、2 ご依頼主名称1、2に自動分割で取込

Bill Contact Phone

Bill Section 1 Value ご依頼主名称1、2 ご依頼主名称1、2に自動分割で取込

Bill Section 2 Key

Bill Name Kana

52

Bill Address 2 Kana

Bill Section 1 Key

38

「2」の場合、「お客様指定配送種類」に「代
引」として取り込み。それ以外は「元払」とし
て取り込みする。

送り状種別の条件設定にて設定することで、送り状種
別の振り分けが可能となる。

Card Installments

Link From

Warning

Referring Page

Entry Point

Bill State Kana

Status

損害要賞額
代引金額

Discount

Payment Method

Quantity Detail

Card Pay Type

配達希望日

Card Type お客様指定配送種類

Yahooデータ補足Yahooデータ項目

11 Yahooデータ フィルタ設定項目一覧



<Yahooデータ>
【注文情報データ】

注文金額合計

ギフト包装の種類

Noshi Type のし

Noshi Name のし名入れ

Receipt Statement 領収書 同梱有無

Detailed Statement 明細書 同梱有無

Bill Statement 請求書 同梱有無

年齢確認

Option Field 1 Key オプションフィールド2-1の名前

Option Field 1 Value オプションフィールド2-1の入力内容

Option Field 2 Key オプションフィールド2-2の名前

Option Field 2 Value オプションフィールド2-2の入力内容

Gift Message ギフトメッセージ

【商品情報データ】 <Yahooデータ>

Order ID 注文番号

Line ID Line（明細）ID

Quantity 数量 個数（明細）

Product Code 商品コード

Product ID 商品番号（明細）

Description 商品名 品名（明細）

Option Name 商品オプション名

Option Value 商品オプション内容

Unit Price 商品の販売価格または、特別販売価格

Unit Get Point 価格に対する注文による付与ポイント

Line Sub Total 商品（Line）ごとの小計

Line Get Point 商品（Line）ごとの付与ポイント小計

Point Code 商品に付与したポイントコード

Condition 商品の状態

Coupon ID クーポンID

Coupon Discount クーポン利用値引額

Original Price 値引き前の単価17

8

9

10

11

12

13

14

15

16

67

68

73

74

4

Proven Age

75

71

72

69

70

No ゆうプリR取込項目 補助情報

Gift Wrap Kind

Sale Total

備考欄

11-3

76

77

78

79

No ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

1

2

3

5

6

7

Yahooデータ補足Yahooデータ項目

Yahooデータ補足Yahooデータ項目
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２．Yahoo<ストアクリエイターPro　ショッピングデータ取込設定>

データ種類 ： ストアクリエイターProからのダウンロードデータ 囲み文字 ： ダブルクォーテーション

フォーマット種別 ： YAHOO Ver2.8 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（1行） データ種別 ： 単純明細

区切り文字 ： カンマ データ項目数 ： 規定なし

【注文情報データ】 <Yahoo Ver2.8データ>

注文ID　（※削除不可）

ParentOrderId 分割元注文ID

DeviceType 注文媒体

IsAffiliate アフィリエイト経由注文種別

FspLicenseCode スタークラブランクコード

FspLicenseName スタークラブランク名

OrderTime 注文日時

OrderTimeUnixEpoch 注文日時（UnixTime値）

UsePointType 利用ポイント種別

OrderStatus 注文ステータス

StoreStatus ストアカスタムステータス

Referer 参照元URL

EntryPoint 入力ポイント

Clink 調査用リンク

SuspectMessage いたずら注文警告

IsItemCoupon 定率・定額クーポン利用フラグ

IsShippingCoupon 送料無料クーポン利用フラグ

ShipName お届け先氏名

お届け先名字

お届け先名前

お届け先住所1行目

お届け先住所2行目

お届け先市区町村

お届け先都道府県

お届け先郵便番号

ShipNameKana お届け先氏名カナ

ShipLastNameKana お届け先名字カナ

ShipFirstNameKana お届け先名前カナ

ShipAddress1Kana お届け先住所1行目のカナ

ShipAddress2Kana お届け先住所2行目のカナ

ShipCityKana お届け先市区町村のカナ

ShipPrefectureKana お届け先都道府県のカナ

8

9

10

11

12

26

27

28

29

ShipAddress1

ShipAddress2

ShipFirstName お届け先名称1、2

お届け先名称1、2 お届け先名称1、2に自動分割で取込

ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

お客様側管理番号

No

1

19 ShipLastName

OrderId

5

6

7

13

14

15

16

17

18

23 ShipCity

お届け先名称1、2に自動分割で取込20

21

22

25 ShipZipCode お届け先郵便番号

24 ShipPrefecture お届け先住所1、2、3

お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

Yahooデータ補足Yahooデータ項目

2

3

4

11-4

30

31

32

お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

11 Yahooデータ フィルタ設定項目一覧



【注文情報データ】 <Yahoo Ver2.8データ>

ShipSection1Field お届け先所属1フィールド名

ShipSection1Value お届け先所属1フィールドの入力内容

ShipSection2Field お届け先所属2フィールド名

ShipSection2Value お届け先所属2フィールドの入力内容

お届け先電話番号

ShipEmgPhoneNumber お届け先電話番号（緊急）

ShipMethod お届け方法

ShipMethodName お届け方法名称

配送希望日（Date型）

配送希望時間

配送希望メモ

ArriveType 着荷種別

ShipInvoiceNumber1 配送伝票番号1

ShipInvoiceNumber2 配送伝票番号2

ShipUrl 配送会社URL

ShipDate 出荷日

GiftWrapType ギフト包装の種類

GiftWrapPaperType のし

GiftWrapName のし名入れ

NeedBillSlip 請求書 同梱有無

NeedDetailedSlip 明細書 同梱有無

NeedReceipt 領収書 同梱有無

Option1Field オプションフィールド1の名前

Option1Value オプションフィールド1の入力内容

Option2Field オプションフィールド2の名前

Option2Value オプションフィールド2の入力内容

GiftWrapMessage ギフトメッセージ

BillName ご請求先氏名

ご請求先名字

ご請求先名前

ご請求先住所1行目

ご請求先住所2行目

ご請求先市区町村

ご請求先都道府県

ご請求先郵便番号

BillNameKana ご請求先氏名カナ

BillLastNameKana ご請求先名字カナ

BillFirstNameKana ご請求先名前カナ

67

64 BillAddress2

65 BillCity

66 BillPrefecture

BillZipCode

ご依頼主名称1、2に自動分割で取込

ご依頼主名称1、2に自動分割で取込

ご依頼主郵便番号

ご依頼主住所1、2、3 ご依頼主住所1、2、3に自動分割で取込

35

No ゆうプリR取込項目

36

備考欄補助情報

ご依頼主名称1、2

ご依頼主名称1、2

ご依頼主住所1、2、3 ご依頼主住所1、2、3に自動分割で取込

42 ShipRequestTime 配達希望時間帯

62 BillFirstName

63 BillAddress1

61 BillLastName

43 ShipNotes 記事1、2 記事1、２それぞれに桁数指定で取込

44

45

46

47

53

54

ご依頼主住所1、2、3 ご依頼主住所1、2、3に自動分割で取込

11-5

ご依頼主住所1、2、3 ご依頼主住所1、2、3に自動分割で取込

Yahooデータ補足Yahooデータ項目

48

49

50

51

52

41 ShipRequestDate 配達希望日

37 ShipPhoneNumber お届け先電話番号

38

40

39

33

34

55

56

57

58

59

60

68

69

70
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【注文情報データ】 <Yahoo Ver2.8データ>

BillAddress1Kana ご請求先住所1行目のカナ

BillAddress2Kana ご請求先住所2行目のカナ

BillCityKana ご請求先市区町村のカナ

BillPrefectureKana ご請求先都道府県のカナ

BillSection1Field ご請求先所属1フィールド名

BillSection1Value ご請求先所属1フィールドの入力内容

BillSection2Field ご請求先所属2フィールド名

BillSection2Value ご請求先所属2フィールドの入力内容

ご請求先電話番号

BillEmgPhoneNumber ご請求先電話番号（緊急）

BillMailAddress ご請求先メールアドレス

お支払い方法

PayMethodName お支払方法名称

PayKind お支払い方法種別

CardPayCount クレジットカードお支払い回数

CardPayType クレジットカードお支払い区分

SettleStatus 決済ステータス

SettleId 決済ID

PayNo 支払番号

PayNoIssueDate 支払番号発行日時

PayDate 入金日

BuyerComments ご要望

AgeConfirm 年齢確認

QuantityDetail 注文商品の数量

ShipCharge 送料

PayCharge 手数料

GiftWrapCharge ギフト包装料

Discount 値引き

Adjustments 調整額

UsePoint 利用ポイント合計

GetPoint 付与ポイント合計

請求金額合計

TotalPrice 注文金額合計

ShippingCouponDiscount 送料無料クーポン値引額

ItemCouponDiscount 定額・定率クーポン値引額

TotalMallCouponDiscount モールクーポン値引き金額

73

79 BillPhoneNumber

74

75

76

77

105

102

97

98

99

100

101

103

104

106

86

87

88

89

「payment_d1（商品代引）」の場合、「お客様
指定配送種類」に「代引」として取り込み。そ
れ以外は「元払」として取り込みする。

ご依頼主電話番号

ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

Total

91

82

PayMethod

90

92

93

94

95

96

お客様指定配送種類 送り状種別の条件設定にて設定することで、送り状種
別の振り分けが可能となる。

引換金額

11-6

Yahooデータ補足Yahooデータ項目

71

72

78

81

83

84

85

80

No
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【商品情報データ】 <Yahoo Ver2.8データ>

OrderId 注文ID　（※削除不可）

LineId LineID 　（※削除不可）

数量

ItemId 商品コード 商品番号（明細）

商品サブコード

商品名

ItemOptionName 商品オプション名

ItemOptionValue 商品オプション内容

SubCodeOption 商品サブコードオプション内容文字列

InscriptionName インスクリプション名

InscriptionValue インスクリプション内容

UnitPrice 商品の販売価格または、特別販売価格

UnitGetPoint 価格に対する注文による付与ポイント

LineSubTotal 商品（Line）ごとの小計

LineGetPoint 商品（Line）ごとの付与ポイント小計

PointFspCode 商品に付与したポイントコード

Condition 商品の状態

CouponId クーポンID

CouponDiscount クーポン利用値引額

OriginalPrice 値引き前の単価

IsGetPointFix ポイント確定状態

GetPointFixDate ポイント確定予定日

ReleaseDate 発売日

GetPointType 付与ポイント種別

Jan JANコード

製品ID

1

5 SubCode

22

26 ProductId

No

11-7

ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

個数（明細）

2

4

3 Quantity

6 Title 品名（明細）

Yahooデータ補足Yahooデータ項目

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25
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１．<みずほファクターデータ取込設定>

データ種類 ： みずほファクターデータ 囲み文字 ： ダブルクォーテーション

フォーマット種別 ： みずほファクター 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（1行） データ種別 ： 単純明細

区切り文字 ： カンマ データ項目数 ： 120以上

<みずほファクターデータ>

12-1

23
お届け先 メールアド
レス１

注文．購入者メールアドレス お届け先 メールアド
レス１

22 お届け先 電話番号 配送情報．配送先電話番号 お届け先電話番号

21 お届け先 敬称区分

20 お届け先 名称2 お届け先名称1、2 お届け先名称1、2に自動分割で取込

19 お届け先 名称1 お届け先名称1、2 お届け先名称1、2に自動分割で取込

18 お届け先 住所3 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

17 お届け先 住所2 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

16 お届け先 住所1 お届け先住所1、2、3 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込

15 お届け先 郵便番号 お届け先郵便番号

14 お届け先 コード

13 送り状種別

12
配達時間帯指定郵便種
別

11
書留／セキュリティ種
別

10

元／着払／代引 注文．決済方法区分が「代引き」の場合、
「2：代引き」を設定する。

お客様指定配送種類 「2」の場合、「お客様指定配送種類」に「代
引」として取り込み。それ以外は「元払」とし
て取り込みする。

送り状種別の条件設定にて設定してもらうことで、送
り状種別の振り分けが可能となる。

9 保冷種別

8 郵便種別 「0:ゆうﾊﾟｯｸ」を設定 郵便種別

7 到着期限日

6 出荷期限日

5 発送予定時間区分

4
発送予定日 配送情報．発送日 発送予定日

3 代表お問い合わせ番号

2 お問い合わせ番号

1
お客様側管理番号 お客様側管理番号調整中注文.注文番号 + "-"

+ 配送情報．配送番号（左0埋め2
お客様側管理番号

No
みずほファクター

データ項目
みずほファクターデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

12 みずほファクターデータ フィルタ設定項目一覧



<みずほファクターデータ>

12-2

52 集荷先 名称1

51 集荷先 住所3

50 集荷先 住所2

49 集荷先 住所1

48 集荷先 郵便番号

47 集荷先 依頼先店所

46 集荷先 会社コード

45 集荷先連携可否区分

44 集荷先 コード

43
ご依頼主 お届け通知
はがき使用区分

42
ご依頼主 お届け通知
メール使用区分

41
ご依頼主 荷送人指図
区分

40
ご依頼主 メールアド
レス１

ご依頼主 メールアド
レス１

39 ご依頼主 電話番号 ご依頼主電話番号

38 ご依頼主 敬称

37 ご依頼主 名称2 ご依頼主名称1、2 ご依頼主名称1、2に自動分割で取込

36 ご依頼主 名称1 ご依頼主名称1、2 ご依頼主名称1、2に自動分割で取込

35 ご依頼主 住所3 ご依頼主住所1、2、3 ご依頼主住所1、2、3に自動分割で取込

34 ご依頼主 住所2 ご依頼主住所1、2、3 ご依頼主住所1、2、3に自動分割で取込

33 ご依頼主 住所1 ご依頼主住所1、2、3 ご依頼主住所1、2、3に自動分割で取込

32 ご依頼主 郵便番号 ご依頼主郵便番号

31
ご依頼主 集荷先と同
一区分

30 ご依頼主 コード

29
お届け先 再配達予告
メール使用区分

28
お届け先 配達予告
メール使用区分

27
お届け先 局留め郵便
番号

26
お届け先 局留めメー
ル使用区分

25
お届け先 局留め郵便
局名

24 お届け先 局留め区分

No
みずほファクター

データ項目
みずほファクターデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

12 みずほファクターデータ フィルタ設定項目一覧



<みずほファクターデータ>

12-3

86 フリー項目１０

85 フリー項目０９

84 フリー項目０８

83 フリー項目０７

82 フリー項目０６

81 フリー項目０５

80 フリー項目０４

79 フリー項目０３ フリー項目０３

78
フリー項目０２ "配送番号：" + 配送情報．配送番号（左0埋め

2桁）
フリー項目０２

77 フリー項目０１ "販売店利用番号：" + 注文．販売店利用番号 フリー項目０１

76 記事名２

75 記事名１ 記事名１

74

複数個口数 注文．決済方法区分が「代引き」以外の場合、
配送情報．個数を設定する。
注文．決済方法区分が「代引き」の場合、空白
を設定する

複数個口数

73
セット品名ラベル印字
区分

72 セット商品コード

71 ゆうパック同一割引

70 ゆうパック複数個割引

69 差出方法区分

68 配達時間帯区分 配達希望時間帯

67 配達指定日／希望日 配達希望日

66 速達・配達日指定種別

65 損害要償額

64 25kg超重量物区分

63 重量（ｇ）

62 商品サイズ区分 配送情報．サイズ 商品サイズ／厚さ区分

61 下積み厳禁区分

60 逆さま厳禁区分

59 ビン類区分

58 なまもの区分

57 こわれもの区分

56 受注番号

55 集荷先 電話番号

54 集荷先 敬称

53 集荷先 名称2

No
みずほファクター

データ項目
みずほファクターデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

12 みずほファクターデータ フィルタ設定項目一覧



<みずほファクターデータ>

12-4

120 お客様指定配送種類

119 商品備考１０（明細）

118 商品備考０９（明細）

117 商品備考０８（明細）

116 商品備考０７（明細）

115 商品備考０６（明細）

114 商品備考０５（明細）

113 商品備考０４（明細）

112 商品備考０３（明細）

111 商品備考０２（明細）

110 商品備考０１（明細）

109
金額（明細） 品代金（商品情報．金額の合計）を設定する。 金額（明細）

108 単価（明細）

107 重量（ｇ）　（明細）

106 個数（明細） 配送情報．個数 個数（明細）

105 品名（明細） 配送情報．品名を50ﾊﾞｲﾄで切って設定する。 品名（明細）

104 商品番号（明細） 配送情報．商品コード 商品番号（明細）

103 送り状発行年月日

102 代引消費税金額

101
代引金額 注文．決済方法区分が「代引き」の場合、品代

金（商品情報．金額の合計）を設定する。
代引金額

100 支店連携先選択用名称

99 集荷時間帯区分

98 集荷日付

97 集荷希望区分

96 出荷先登録名

95 復路集貨日

94 クラブ本数

93 プレー・搭乗時間

92 プレー・搭乗日

91 レジャー区分

90 利用便名

89 航空会社名

88 空港・局／支店名

87 空港利用区分

No
みずほファクター

データ項目
みずほファクターデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

12 みずほファクターデータ フィルタ設定項目一覧



１．<ビッダーズデータ取込設定>

データ種類 ： ビッダーズデータ（Ver6.3） 囲み文字 ： ダブルクォーテーション

フォーマット種別 ： ビッダーズ 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（1行） データ種別 ： 単純明細

区切り文字 ： カンマ データ項目数 ： 規定なし

<ビッダーズデータ>

13-1

17 【取引ナビ】コメント 記事１

16

【取引ナビ】希望取引
方法

取引ナビ・購入フローで落札・購入者が選択し
た希望の取引方法。

お客様指定配送種類 「代金引換便」の文字列のみが存在した場合、
「代引」として取り込み。それ以外はすべて
「元払」として取り込みする。文字列長も
チェックして、例えば「代金引換便（イオンレ
ジ）」などは「元払」として取り込みする。

15
【取引ナビ】電話番号 取引ナビ・購入フローで落札・購入者が記入し

たもの
ご依頼主 電話番号

14
【取引ナビ】住所 取引ナビ・購入フローで落札・購入者が記入し

たもの
ご依頼主 住所

13
【取引ナビ】名前 取引ナビ・購入フローで落札・購入者が記入し

たもの
ご依頼主 名称

12
【取引管理】電話番号 取引管理で貴店舗が記入されたもの

11
【取引管理】住所 取引管理で貴店舗が記入されたもの

10

【取引管理】名前 取引管理で貴店舗が記入されたもの

9 Eメールアドレス 落札・購入者のEメールアドレス

8 ニックネーム ニックネーム（評価）

7 落札日 落札・購入日

6 個数

5 落札価格 小計と同じ値が入る。

4
タイトル 商品タイトル（管理用商品名） 品名

3 ロットNo.

No
ビッダーズ
データ項目

ビッダーズデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

2 管理No. 購入決定時の管理No. お客様側管理番号

1
取引No. 同一カートで購入された取引は同じ値

13 ビッダーズデータ フィルタ設定項目一覧



<ビッダーズデータ>

13-2

43 販売総数

42
販売総額 同一カートで購入され、成約しているものの小

計の合計

41
【取引ナビ】送付先日
中連絡先

取引ナビ・購入フローで落札・購入者が記入し
たもの

40
【取引ナビ】送付先カ
ナ

取引ナビ・購入フローで落札・購入者が記入し
たもの

39
【取引ナビ】落札者
メールアドレス

取引ナビ・購入フローで落札・購入者が記入し
たもの

38
【取引ナビ】落札者日
中連絡先

取引ナビ・購入フローで落札・購入者が記入し
たもの

37
【取引ナビ】落札者カ
ナ

取引ナビ・購入フローで落札・購入者が記入し
たもの

36
【取引ナビ】送付先電
話番号

取引ナビ・購入フローで落札・購入者が記入し
たもの

お届け先　電話番号

35
【取引ナビ】送付先住
所

取引ナビ・購入フローで落札・購入者が記入し
たもの

お届け先　住所

34
【取引ナビ】送付先氏
名

取引ナビ・購入フローで落札・購入者が記入し
たもの

お届け先　名称

33 取引メモ 取引管理で貴店舗が記入されたもの

32

請求金額 同一カートで購入され、成約しているものの商
品代金小計の合計＋消費税＋送料＋手数料－ポ
イント利用分- auポイント利用分

代引金額

31 送料

30 手数料

29 消費税

28 小計 26の販売単価×27の販売個数 単価

27 販売個数 取引管理で貴店舗が記入されたもの 品名個数

26 販売単価 取引管理で貴店舗が記入されたもの

25 発送日 取引管理で貴店舗が記入されたもの

24 発送済み 取引管理で貴店舗が記入されたもの

23 入金確認日 取引管理で貴店舗が記入されたもの

22 入金確認済み 取引管理で貴店舗が記入されたもの

21 連絡日 取引管理で貴店舗が記入されたもの

20 連絡済み 取引管理で貴店舗が記入されたもの

19
【取引管理】実際の取
引方法

取引管理で貴店舗が記入された取引方法。

18
【出品時設定】希望取
引方法

出品時に貴店舗が登録された全ての取引方法。

No
ビッダーズ
データ項目

ビッダーズデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

13 ビッダーズデータ フィルタ設定項目一覧



<ビッダーズデータ>

13-3

76
非暗号化Eメールアド
レス

75
利用auポイントキャン
セル状況

74 利用auポイント

73
auポイント利用分（金
額）

72 割引額

71 割引前単価

70 キャリア決済請求額

69
サービス提供者側注文
ID

68 結果事由コード

67 結果コード

66
キャリア決済ステータ
ス

65
クレジットカードオプ
ション

64 取引オプション

63 付与ポイント状況

62
付与ポイント確定(予
定)日

61 CB原資付与ポイント数

60 付与ポイント数

59 利用キャンセル状況

58 ポイント利用分

57 総合計

56 商品コード

55 ホームサイト

54 オークションタイプ

53 名義人生年月日

52 カード名義人

51 有効期限・月

50 有効期限・年

49 カード番号

48 カード種類

47 (旧)取引No.

46 アイテムオプション

45 キャンセル

44 消費税区分

No
ビッダーズ
データ項目

ビッダーズデータ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

13 ビッダーズデータ フィルタ設定項目一覧



１．<e-決済データ取込設定>

データ種類 ： e-決済データ 囲み文字 ： ダブルクォーテーション

フォーマット種別 ： e-決済 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（1行） データ種別 ： 単純明細

区切り文字 ： カンマ データ項目数 ：

<e-決済データ>

G1（送り状情報）

14-1

21 記事 配送情報の備考を設定します。 記事名１

20 品名 商品情報の品名を設定します。 品名

19 荷送人名 ご依頼主名称

18 荷送人住所 ご依頼主住所

17 荷送人電話番号 ご依頼主電話番号

16 荷送人郵便番号 ご依頼主郵便番号

15 荷送人区分

14 届け先名 注文情報の配送先氏名 お届け先名称

13 届け先住所 注文情報の配送先住所 お届け先住所

12 届け先電話番号 注文情報の配送先電話番号 お届け先電話番号

11 届け先郵便番号 注文情報の配送先郵便番号 お届け先郵便番号

10 配達店コード

9 仕分番号

8 サイズ入力 商品サイズ区分

7 商品区分

6
発送日 データ作成時に入力された発送日を設定しま

す。
発送予定日

5 販売店利用番号

4

送り状番号 自動採番された送り状番号 お問い合わせ番号
お客様指定配送種類

＜お問い合わせ番号＞
ブレイクキー項目とする
キーとしてソートする
＜お客様指定配送種類＞
先頭２～３桁目が「77」の場合は「元払」とし
て取り込み。それ以外の場合は「代引」として
取り込みする。

3
配送行番号 該当する注文で登録された配送情報の行番号を

設定します。

2
注文番号 該当する注文に振り分けられた番号を設定しま

す。
お客様側管理番号

備考欄

1 識別 送り状情報の識別（G1)を表します。

134

No e-決済データ項目 e-決済データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報

14 e-決済データ フィルタ設定項目一覧



<e-決済データ>

S1（商品情報）

C1（注文情報）

14-2

41 注文番号

40 注文分類名称

39 注文分類

38 注文日

37 システム登録日

36 識別 注文情報の識別（C1)を表します。

35 金額

34 単価

33
数量 該当する注文で登録された商品明細の数量を設

定します。
個数

32
商品名 該当する注文で登録された商品明細の商品名を

設定します。
品名

31
商品コード 該当する注文で登録された商品明細の商品コー

ドを設定します。
商品番号

30 商品行番号

29 配送行番号

28 注文番号

27 識別 商品情報の識別（S1)を表します。

26 総個数

25 個数

24

配達指定日 配達指定日と時間帯を設定します。
6桁は「月(2）＋日(2）＋時間指定(2）」
で設定します。
「2012｝＋「月(2)」＋「日(2)」
⇒　お届け指定年月日
「時間指定(2）」
⇒　お届け指定時間帯

配達希望日
配達時間帯区分

＜配達希望日＞
先頭１～４桁目を「MMDD」とする
「YYYY」を補正する

＜配達時間帯区分＞
先頭５～６桁目とする
以下のように変換する
　60 ⇒ 51　（午前中）
　62 ⇒ 52　（１２～１４時）
　63 ⇒ 53　（１４～１６時）
　64 ⇒ 54　（１６～１８時）
　65 ⇒ 55　（１８～２０時）
　66 ⇒ 56　（２０～２１時）

23
消費税(内税） 代引消費税金額

22
荷物価格（税込） 商品情報の品代金を設定します。 損害要償額

代引金額

No e-決済データ項目 e-決済データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

14 e-決済データ フィルタ設定項目一覧



<e-決済データ>

14-3

80 カード会社名

79 カード入力依頼区分

78 送り状枚数

77 決済方法区分

76 内訳金額１０

75 内訳名称１０

74 内訳金額９

73 内訳名称９

72 内訳金額８

71 内訳名称８

70 内訳金額７

69 内訳名称７

68 内訳金額６

67 内訳名称６

66 内訳金額５

65 内訳名称５

64 内訳金額４

63 内訳名称４

62 内訳金額３

61 内訳名称３

60 内訳金額２

59 内訳名称２

58 内訳金額１

57 内訳名称１

56 決済金額

55 購入者メールアドレス

54 購入者連絡先

53 購入者番地

52 購入者市区町村

51 購入者都道府県

50 購入者郵便番号２

49 購入者郵便番号１

48 購入者氏名カナ２

47 購入者氏名カナ１

46 購入者氏名漢字２

45 購入者氏名漢字１

44 ユーザーＩＤ

43 販売店利用番号

42 代引管理番号

No e-決済データ項目 e-決済データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

14 e-決済データ フィルタ設定項目一覧



<e-決済データ>

H1（配送情報）

14-4

119 品名

118 商品コード

117 配送行番号

116 注文番号

115 識別 配送情報の識別（H1)を表します。

114 返金金額

113 返金先口座名義人カナ

112 返金先口座名義人漢字

111 返金先口座番号

110 返金先口座種別

109 返金先支店名

108 返金先支店コード

107 返金先銀行名

106 返金先銀行コード

105 手数料負担元区分

104 返金事務手数料

103 注文状態区分

102 精算予定日

101 発送日

100 入金金額

99 入金日

98 振込日

97 決済支店名

96 決済支店

95 決済銀行名

94 決済銀行

93 請求先連絡先

92 請求先番地

91 請求先市区町村

90 請求先都道府県

89 請求先郵便番号２

88 請求先郵便番号１

87 請求先氏名カナ２

86 請求先氏名カナ１

85 請求先氏名漢字２

84 請求先氏名漢字１

83 承認番号

82 承認日

81 カード支払区分

No e-決済データ項目 e-決済データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

14 e-決済データ フィルタ設定項目一覧



<e-決済データ>

14-5

134 配送先連絡先

133 配送先番地

132 配送先市区町村

131 配送先都道府県

130 配送先郵便番号２

129 配送先郵便番号１

128 配送先氏名カナ２

127 配送先氏名カナ１

126 配送先氏名漢字２

125 配送先氏名漢字１

124 輸送ルート区分

123 重量

122 個数

121 出荷元コード

120 品代金

No e-決済データ項目 e-決済データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

14 e-決済データ フィルタ設定項目一覧



２．<e-決済（PCS）データ取込設定>

データ種類 ： e-決済（PCS）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 ： e-決済 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（1行） データ種別 ： 単純明細

区切り文字 ： カンマ データ項目数 ：

<e-決済（PCS）データ>

14-6

19 消費税(内税） 商品情報の品代金の消費税額（内税）を設定 代引消費税金額

18
荷物価格（税込） 商品情報の品代金を設定 損害要償額

代引金額

17 記事 配送情報の備考を設定 記事名１

16 品名 商品情報の品名を設定 品名

15 荷送人名 ご依頼主名称

14 荷送人住所 ご依頼主住所

13 荷送人電話番号 ご依頼主電話番号

12 荷送人郵便番号 ご依頼主郵便番号

11 届け先名 注文情報の配送先氏名 お届け先名称

10 届け先住所 注文情報の配送先住所 お届け先住所

9 届け先電話番号 注文情報の配送先電話番号 お届け先電話番号

8 届け先郵便番号 注文情報の配送先郵便番号 お届け先郵便番号

7 配達店コード

6 仕分番号

5 サイズ入力 商品サイズ区分

4 商品区分

3 発送日 データ作成時に入力された発送日を設定 発送予定日

2 販売店利用番号 注文情報の販売店利用番号を設定します お客様側管理番号

1

送り状番号 自動採番された送り状番号（ハイフンなし）を
設定します

お問い合わせ番号
お客様指定配送種類

＜お問い合わせ番号＞
ブレイクキー項目とする
キーとしてソートする
＜お客様指定配送種類＞
先頭２～３桁目が「77」の場合は「元払」とし
て取り込み。それ以外の場合は「代引」として
取り込みする。

22

No
e-決済（PCS）
データ項目

e-決済（PCS）データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

14 e-決済データ フィルタ設定項目一覧



14-7

22 総個数

21 個数 個数

20

配達指定日 配達指定日、時間を設定します
月日時で指定
時間指定は
　60：午前中
　62：１２～１４時
　63：１４～１６時
　64：１６～１８時
　65：１８～２０時
　66：２０～２１時

配達希望日
配達時間帯区分

＜配達希望日＞
先頭１～４桁目を「MMDD」とする
「YYYY」を補正する

＜配達時間帯区分＞
先頭５～６桁目とする
以下のように変換する
　60 ⇒ 51　（午前中）
　62 ⇒ 52　（１２～１４時）
　63 ⇒ 53　（１４～１６時）
　64 ⇒ 54　（１６～１８時）
　65 ⇒ 55　（１８～２０時）
　66 ⇒ 56　（２０～２１時）

No
e-決済（PCS）
データ項目

e-決済（PCS）データ補足 ゆうプリR取込項目 補助情報 備考欄

14 e-決済データ フィルタ設定項目一覧


