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商品 CSV 変更（商品変更） 

CSV ファイルのデータを元に商品変更を行う機能です。一度の作業で複数商品の変更ができます。 

商品 CSV 変更（商品変更）について、CSV ファイルの登録までの 3 段階に分けて説明します。 

  

STEP1 変更用の CSV ファイルをダウンロードします。 

STEP2 変更用の CSV ファイルを作成します。 

STEP3 
変更用の CSV ファイルをアップロードします。 

結果を確認します。 

 

なお、e-shops カート S 管理画面では、商品管理の以下箇所で商品 CSV 変更（商品変更）を行います。 

 

 

管理画面 ＞ 商品 CSV 変更 ＞ 「商品変更」タブ 画面 
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STEP1 

変更用 CSV ファイルを管理画面よりダウンロードします。 

ダウンロードの際は、文字コードと改行コードを合わせて指定ください。 

 

  

商品変更画面 STEP1 箇所 

 

「「変更用 CSV ファイルのダウンロード」をクリックすると全登録商品の変更用ファイルのダウンロードが行われます。 

なお、  ダウンロード条件を指定する をクリックすると、商品を選択して変更用 CSV ファイルをダウンロードすることが可能

です。 

 

 

「ダウンロード条件を指定する」をクリックした際に表示される画面 

選択欄にチェックをした商品のみ変更用 CSV ファイルに含まれます。 

詳細条件指定にて、一覧に表示される商品を絞り込むことが可能となっており、指定可能な条件は以下の通りです。 

商品名／商品コード／価格／在庫 

更新日／商品 ID／属性別在庫／ジャンル／グループ／送料設定／販売期間設定／公開状況／宅配便  

1 

2 
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STEP2 

 

ダウンロードした csv を編集します。 

項目内に半角カンマ(,)やダブルクォーテーション("）、改行が含まれる場合は、項目自体を必ずダブルクォーテーション(")で囲

みます。また、項目内に上述の文字列が含まれない場合に項目自体をダブルクォーテーション(")で囲っても登録時に問題はありま

せん。 

なお、ダウンロードした csvファイルの各項目は初期状態では全ての項目が(")で囲まれていますが、表計算ソフトでの保存時に削

除されることもあります。 

CSV ファイルの記述は 5 ページ以降の項目説明をご参考に行なってください。 

ファイルの作成後は csv ファイル（拡張子は「.csv」）にて保存ください。 

 

なお、以下の文字コードと改行コードでのファイル作成をお願い致します。 

文字コード：SJIS 、 EUC-JP 、 UTF-8 

 改行コード：CR+LF 、 CR 、 LF 

 

【ご注意事項】 

・ CSV ファイル容量が 2MB を超える場合は、登録が行えません。事前に 2MB 以下にしてご利用ください。 

・ 商品 CSV 操作では「18.在庫あり属性名 1」～「23.在庫あり属性値 3」の増加・削減は行えません。 

「18.在庫あり属性名 1」～「23.在庫あり属性値 3」の増加・削減は、管理画面の商品詳細にて商品毎に変更下さい。 

・ ダウンロードした csv ファイルは必ずバックアップとして保存してください。（意図せぬ変更を実行してしまった場合に、バ

ックアップから元の状態に戻すことができます。） 

・ エクセルなど表計算ソフトでの、csv ファイル編集はご注意下さい。並べ替えや自動整形の影響により、意図しない情報で上

書きされることが有ります。 

STEP3 

 

 

商品変更画面 STEP3 箇所 

 

 

「ファイルを選択」をクリックすると、コンピューター内のファイルを選択するウィンドウが立ち上が

ります。STEP2 で用意した CSV ファイルを指定してください。 

 

STEP2 で用意した CSV ファイルの文字コード、改行コードを選択ください。 

また、CSV ファイルの 1 行目に項目行を含まない場合「一行目にヘッダーを含む」の 

チェックを外してください 

 

2 

1 

1 

2 
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ファイルの選択と、文字コードなどの指定がすんだら「変更用 CSV ファイルのアップロード」を 

クリックして登録操作を行なってください。 

 

 

ファイルが読み込みが始まると、「処理中」画面が表示されます。 

「再読み込み」ボタンをクリックして表示を更新させてください。 

 

商品変更登録 処理中画面 

 

 

エラーが表示された場合は、エラー一覧をご参考に CSV ファイルを修正ください。 

 

 

 商品変更登録 エラー画面 
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商品 CSV変更の記述について 

CSV 操作では出来ないこと 

「18.在庫あり属性名１」～「23．在庫あり属性値３」の増加・削減は行えませんので、 管理画面の商品詳細にて商品毎に変更く

ださい。 

 

２０２０年６月２３日より、商品登録・商品変更（商品情報）・商品変更（価格情報）の CSV ファイル形式の項目数が変更

になりました。新たな形式となったファイルのダウンロードと登録が可能になり、前形式でのファイルはダウンロード頂け

なくなっております。前形式での登録・変更の操作は可能です。 

 

対象 変更前 変更後 変更箇所 

商品登録 66 項目 66 項目 66 項目の「予備 1」を「商品別コメント」に変更追加、 

67〜69 項目が予備 

商品変更（商品情報） 69 項目 69 項目 69 項目の「予備 1」を「商品別コメント」に変更追加、 

70〜72 項目が予備 

 

 

注意：機種依存文字はご利用いただけません。 

   入力が不要な箇所は、値を入力する必要はございません。 

   登録ファイルには 2MBの容量制限がございますので、大量の商品を登録する場合はご注意ください。 
   

補足：自作サイトとは、独自制作されたホームページに「カゴに入れる」ボタンの HTMLソースを設置してご利用されていることを

指します。 

   CMS とは、ビジネスプランまたはエキスパートプランで本稼働可能なページ自動生成機能（CMS）を指します。商品ページに

「カゴに入れる」ボタンの HTML 設置は不要。 

   WP プラグインとは、新タイプの WordPress プラグイン機能で生成されたホームページを指します。（ご利用に際しては別途

費用が発生します。） 

No 項目名 必須 説明（※は条件付きの必須項目です。） 

1 商品 ID 必須 
商品を特定するための数字です。 

この項目の変更は出来ません。 

2 公開・非公開フラグ 必須 

下記「0」～「4」の項目から、該当する数字を入力します。 

0：登録商品の購入を不可とする 

1：自作サイト購入可、CMS 購入不可 

2：自作サイト購入可、CMS 購入不可、WP プラグイン購入可 

3：自作サイト購入可、CMS 購入可、WP プラグイン購入不可 

4：登録商品の購入を可能とする 

（半角の 0～1 のみ入力可能） 例）1 

上記について○×で解説すると以下のようになります。 

 0：購入画面×、CMS ページ×、WP プラグイン× 

 1：購入画面◯、CMS ページ×、WP プラグイン× 

 2：購入画面◯、CMS ページ×、WP プラグイン◯ 

 3：購入画面◯、CMS ページ◯、WP プラグイン× 

 4：購入画面◯、CMS ページ◯、WP プラグイン◯ 
 

3 商品名 必須 商品名を入力します。（全半角 100 文字以内） 例）静岡産みかん 

4 商品コード 必須 
任意の商品コードを入力します。 

（半角英数と、- [ハイフン]のみ入力可 100 文字以内） 例）M-0001s 

5 売価 必須 
商品の売価を入力します。（税込価格） 

（半角数字のみ入力可、0～99999999 まで） 例）9800 

6 会員価格   商品の会員価格を設定できます。（不要な場合は空欄でも可） 
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（半角数字のみ入力可、0～99999999 まで） 例）9500 

7 定価   
商品の定価を設定できます。（不要な場合は空欄でも可） 

（半角数字のみ入力可、0～99999999 まで） 例）12000 

8 宅配便 必須 
宅配便表 から 宅配便 ID を入力します。 

（登録されている 宅配便 ID 以外は入力できません） 例）630 

9 送料グループ ※ 

※「8.宅配便」で選択した宅配便に、送料グループを設定している場合のみ入力が必須に

なります。 

宅配便表 から 送料グループ ID を入力します。 

（登録されている 送料グループ ID 以外は入力できません） 例）831 

10 在庫管理フラグ 必須 

下記の「0」～「2」の項目から、該当する数字を入力します。 

0：在庫数を無制限にする（在庫管理しない） 

1：商品の属性単位で在庫管理する（※1）（「13」～「23」で設定を行います） 

2：商品単位で在庫管理する（「11」「12」で在庫の設定を行います） 

（半角の 0～2 のみ入力可能） 例）2  

11 在庫数 ※ 

※「10.在庫管理フラグ」が「2」の時のみ入力が必須となり、「0」と「1」の時には入力

できません。 

商品の在庫数を入力します。（半角数字、0～99999999 まで） 例）24 

※1 商品に、色違いやサイズの違いなどのパターンを「属性」として設定することができます。 

 

No 項目名 必須 説明（※は条件付きの必須項目です。） 

12 警告在庫数   

「10.在庫管理フラグ」が「2」の時のみ入力が可能です。 

警告を行う在庫数を設定できます。（不要な場合は空欄でも可） 

（半角数字、0～99999999 まで） 例）4 

13 
「在庫あり属性」用 

警告在庫フラグ 
必須 

下記の「0」と「1」のどちらか該当する数字を入力します。 

「10.在庫管理フラグ」が「1」以外の場合は「0」を入力してください。 

0：属性別に、警告在庫を設定しない 

1：属性別に、警告在庫を設定する 

（半角の 0 か 1 のみ入力可能） 例）0 

14 
「在庫あり属性」用 

価格フラグ 
必須 

下記の「0」と「1」のどちらか該当する数字を入力します。 

「10.在庫管理フラグ」が「1」以外の場合は「0」を入力してください。 

0：属性別に、価格を設定しない 

1：属性別に、価格を設定する 

（半角の 0 か 1 のみ入力可能） 例）0 

15 
「在庫あり属性」用 

会員価格フラグ 
必須 

下記の「0」と「1」のどちらか該当する数字を入力します。 

「10.在庫管理フラグ」が「1」以外の場合は「0」を入力してください。 

0：属性別に、会員価格を設定しない 

1：属性別に、会員価格を設定する 

（半角の 0 か 1 のみ入力可能） 例）0 

16 「在庫あり属性」用 必須 下記の「0」と「1」のどちらか該当する数字を入力します。 
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商品コードフラグ 「10.在庫管理フラグ」が「1」以外の場合は「0」を入力してください。 

０：属性別に、商品コードを設定しない 

1：属性別に、商品コードを設定する 

（半角の 0 か 1 のみ入力可能） 例）0 

17 
「在庫あり属性」用 

在庫表リンクフラグ 
必須 

下記の「0」と「1」のどちらか該当する方の数字を入力します。 

「10.在庫管理フラグ」が「1」以外の場合は「0」を入力してください。 

0：買い物カゴソースに属性別在庫表のリンクを表示しない 

1：買い物カゴソースに属性別在庫表のリンクを挿入す 

（半角の 0 か 1 のみ入力可能） 例）0 

18 在庫あり属性名 1 ※ 

※「10.在庫管理フラグ」が「1」の時のみ入力が必須になります。 

商品の属性名を入力します。 

（半角 0 のみの入力不可、全半角 50 文字以内） 例）サイズ 

値の追加・削除は行えません。値の変更のみ可能です。 

 

 

No 項目名 必須 説明（※は条件付きの必須項目です。） 

19 在庫あり属性値 1 ※ 

※「10.在庫管理フラグ」が「1」の時のみ入力が必須になります。 

商品の属性値を入力します。（半角 0 のみの入力不可、全半角 10 文字以内） 

下の行を利用した、値の増加・削減は行えません。値の変更のみ可能です。 

例） S サイズ 

      M サイズ 

      L サイズ 

      LL サイズ 

20 在庫あり属性名 2   

商品の属性が２つ以上ある場合に属性名を入力します。 

（半角 0 のみの入力不可、全半角 50 文字以内） 

値の追加・削除は行えません。値の変更のみ可能です。 

21 在庫あり属性値 2   

商品の属性が２つ以上ある場合に属性値を入力します。 

（半角 0 のみの入力不可、全半角 10 文字以内） 

下の行を利用した、値の増加・削減は行えません。値の変更のみ可能です。 

22 在庫あり属性名 3   

商品の属性が３つある場合に属性名を入力します。 

（半角 0 のみの入力不可、全半角 50 文字以内） 

値の追加・削除は行えません。値の変更のみ可能です。 

23 在庫あり属性値 3   

商品の属性が３つある場合に属性値を入力します。 

（半角 0 のみの入力不可、全半角 10 文字以内） 

下の行を利用した、値の増加・削減は行えません。値の変更のみ可能です。 
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24 送料設定フラグ 必須 

下記の「0」～「3」の項目から、該当する数字を入力します。 

0：この商品の送料はショップの送料計算に従って算出する 

1：この商品の送料を無料にする 

2：この商品の送料は受注後に別途購入者に連絡する 

3：この商品は個別に全国一律の送料を設定する（「25」で設定を行います） 

（半角の 0～3 のみ入力可能） 例）0 

25 全国一律送料 ※ 

※「24.送料設定フラグ」が「3」の時のみ入力が必須になります。 

この商品に設定する一律の送料を入力します。 

（半角数字のみ入力可、0～99999999 まで） 例）500 

26 
メール便 

対応フラグ 
必須 

下記の「0」と「1」のどちらか該当する数字を入力します。 

0：メール便に非対応とする 

1：メール便に対応する 

（半角の 0 か 1 のみ入力可能） 例）0 

27 
メール便 

個別送料フラグ 
必須 

下記の「0」と「1」のどちらか該当する数字を入力します。 

0：個別にメール便の料金を設定しない 

1：個別にメール便の料金を設定する（「28」で設定を行います） 

（半角の 0 か 1 のみ入力可能） 例）0 

28 メール便個別送料 ※ 

※「27.メール便個別送料フラグ」が「１」の時のみ入力が必須になります。 

この商品個別のメール便送料を入力します。 

（半角数字、0～99999999 まで） 例）210 

※2 在庫あり属性の属性値は、第１属性が 50 個、第 2 属性と第 3 属性がそれぞれ 10 個まで入力できます。 

No 項目名 必須 説明（※は条件付きの必須項目です。） 

29 商品画像 URL   

商品の画像を設定できます。 

商品画像対応表 から設定したい画像の URL をコピーして入力してください。（※3） 

（画像ライブラリに商品画像として登録されている画像の URL のみ入力可能） 

例）http://pict2.ec-sites.jp/img/000/0000/000/201201010001.jpg 

30 ALT 商品画像説明   
商品画像の説明（ALT）を設定できます。（全半角 30 文字） 

例）新鮮な静岡産のみかん 

31 商品掲載ページ URL 必須 

「カゴに入れるボタン」を設置したページの URL を設定しておくと、商品検索や、 

関連商品表示のリンク先 URLとして利用されます。 

スタンダードプラン・ビジネスプラン・エキスパートプランにてご利用可能です。 

（登録したドメインの https://～や http://～始まる URLのみ入力可） 

例）http://kanmi-ya.com/mikan.html 

32 
携帯商品 

掲載ページＵＲL 
必須 

携帯（フィーチャーフォン）向けのサービスは 2018.12.04に廃止されましたので、携帯

関連の項目に情報登録されても、公開されるところはありません。 

33 
携帯サイト用 

商品名 
  

携帯（フィーチャーフォン）向けのサービスは 2018.12.04に廃止されましたので、携帯

関連の項目に情報登録されても、公開されるところはありません。 

34 
携帯サイト用 

商品説明文  
  

携帯（フィーチャーフォン）向けのサービスは 2018.12.04に廃止されましたので、携帯

関連の項目に情報登録されても、公開されるところはありません。 

 

https://shop0.ec-sites.jp/image-lib/index/pop/in/view/3/classid/1/
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35 商品検索用説明文   

PC サイトでの商品検索結果に表示される商品説明文を設定できます。 

ビジネスプランとエキスパートプランの場合は設定の必要はありません。 

（全半角 200 文字、改行可能） 

例）とってもおいしい静岡産みかんを特別価格で提供しています。 

36 属性利用フラグ   

在庫数や、価格を持たない属性の利用有無を設定します。 

下記の「0」と「1」のどちらか該当する数字を入力します。 

0：利用しない 

1：利用する（「37」「38」で属性の設定を行います） 

（半角の 0 か 1 のみ入力可能） 例）1 

属性を複数登録する場合には、「36」～「41」の各項目を下の行に入力してください。 

テキストタイプは 3 個、セレクタ 7 個まで設定可能です。 

  

※3 CSV で商品画像を登録する場合は、予め画像ライブラリに画像をアップロードする必要がございます。 

 

No 項目名 必須 説明（※は条件付きの必須項目です。） 

37 属性タイプフラグ ※ 

※「36.属性利用フラグ」が「1」の時のみ入力が必須になります。 

下記の「0」と「1」のどちらか該当する数字を入力します。 

0：文字の入力が出来るテキストタイプ（「40」「41」で設定を行います） 

1：予め用意した項目から選択するセレクタタイプ（「39」で設定を行います） 

（半角の 0 か 1 のみ入力可能） 例）1 

38 属性名 ※ 
※「36.属性利用フラグ」が「1」の時に入力が必須になります。 

属性名を入力します。（全半角 50 文字以内） 例）サイズ 

39 属性値 ※ 

※「37.属性タイプフラグ」が「1」の時のみ入力が必須になります。 

属性名に対する属性値を ,［半角カンマ］で値を区切って入力します。（※4） 

（全半角 500 文字以内、50 項目まで） 例）S サイズ,M サイズ,L サイズ 

40 
属性テキスト 

フォーム横幅 
※ 

※「37.属性タイプフラグ」が「0」の時のみ入力が必須になります。 

フォームの横幅を 「20」 「30」 「40」 「50」 「60」 の 5 種類のいずれかを 

入力します。（半角数字のみ入力可） 例）40 

41 
属性テキスト 

フォーム行数 
※ 

※「37.属性タイプフラグ」が「0」の時のみ入力が必須になります。 

フォームの行数を「1」～「5」の間で入力します。 

（半角数字のみ入力可） 例）1 

42 
オプション 

利用フラグ 
※ 

※「43.オプション名」に値が入っている場合のみ入力が必須になります。 

下記の「0」～「2」のいずれか該当する数字を入力します。 

0：オプションを利用しない 

1：オプションを利用する（「43」～「46」でオプションの設定を行います） 

2：オプションを削除する 

（半角の 0 ～ 2 のみ入力可能） 例）1 
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利用しない場合でもオプションの設定（「43」～「46」の入力）は可能です。 

43 オプション名   

オプション機能を利用する場合は、オプション名を入力します。 

（全半角 256 文字以内）  

オプションを複数登録する場合には、「42」～「46」の各項目を下の行に入力してくださ

い。オプションは 5 種類まで登録可能です。 

例）「お試しセット」と「箱」の 2 つのオプションを登録する場合 
 

オプション名が入っていない場合、オプションの設定は全て無効になります。 

  ※4 1 つの属性に対して、属性値は 50 個まで登録できます。 

 

No 項目名 必須 説明（※は条件付きの必須項目です。） 

44 オプション必須フラグ ※ 

※「43.オプション名」に値がある場合のみ入力が必須になります。 

下記の「0」と「1」のどちらか該当する数字を入力します。 

0：オプションの選択を必須にしない 

1：オプションの選択を必須とする 

（半角の 0 か 1 のみ入力可能） 例）0 

45 オプション値名 ※ 

※「43.オプション名」に値がある場合のみ入力が必須になります。 

オプションで選択できる値を入力します。（全半角 100 文字） 

値が複数ある場合には、下の行を利用して複数の値を入力できます。（※5） 

例） 緑茶セット 

      わさびセット 

      桜エビセット 

46 オプション金額 ※ 

※「43.オプション値名」に値がある場合のみ入力が必須になります。 

オプション値に対する追加金額を入力します。（半角数字、-99999999～99999999 まで） 

値が複数ある場合には、下の行を利用して複数の値を入力できます。（※5） 

例） 500 

      300 

      500 

47 ジャンル ID   

商品にジャンルを設定できます。（設定しない場合は空欄で可） 

設定する場合は、ジャンル一覧 から ジャンル ID をコピー して入力します。 

（登録されている ジャンル ID 以外は入力できません）（※6） 

,［半角カンマ］で区切れば複数指定可能です。 

例）GEN001,GEN002,GEN003 

48 関連商品 ID   

商品に関連商品グループを設定できます。（設定しない場合は空欄で可） 

設定する場合は、関連商品グループ一覧からグループ ID をコピーして入力します。 

（登録されている 関連商品グループ 以外は入力できません）（※6） 

例）GRP001 
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49 ポイントフラグ 必須 

下記の「0」と「1」のどちらか該当する数字を入力します。 

0：ショップのポイント設定に従う 

1：商品個別に設定する（「50」でポイントの設定を行います） 

（半角の 0 か 1 のみ入力可能） 例）0 

50 個別ポイント数 ※ 

※「49.ポイントフラグ」が「1」の場合のみ入力が必須になります。 

商品個別のポイント数を入力します。 

（半角数字、0～99999999 まで） 例）100 

※5 １つのオプションに対してオプション値、オプション金額は１０個まで設定できます。 

※6 ジャンル・関連商品を登録する場合は、予めジャンル・関連商品グループの登録が必要です。 

 

 

 

 

No 項目名 必須 説明（※は条件付きの必須項目です。） 

51 販売期間フラグ 必須 

下記の「0」と「1」のどちらか該当する数字を入力します。 

0：販売期間を設定しない 

1：販売期間を設定する（「52」「53」で販売期間の設定を行います） 

（半角の 0 か 1 のみ入力可能） 例）0 

52 販売開始年月日 

※ 

※「51.販売期間フラグ」が「1」の場合のみ「52.販売開始年月日」及び 「53.販売終了

年月日」のどちらかの入力が必須になります。 （両方設定することも可能） 

販売開始・終了を行う年月日を入力します。 

（ yyyy-mm-dd または、yyyy/mm/dd の形式で入力） 例）2012/1/23 
53 販売終了年月日 

54 購入数量制限フラグ 必須 

下記の「0」と「1」のどちらか該当する数字を入力します。 

0：購入数量に制限をかけない 

1：購入数量に制限を設ける（「55」「56」で制限数の設定を行います） 

（半角の 0 か 1 のみ入力可能） 例）0 

55 購入数量下限値 

※ 

※「54.購入数量制限フラグ」が「1」の場合のみ、「55.購入数量制限上限値」 及び「56.

購入数量制限下限値」のどちらかの入力が必須になります。（両方設定することも可能） 

顧客が購入できる商品の上限数量または、下限数量を入力します。 

（半角数字、0～99999999 まで） 例）1 
56 購入数量上限値 

57 メモ襴   
メモとしてご自由にお使いください。 

（全半角 1000 文字以内）  例）冬場のみ販売する商品 

58 商品登録日時   
商品を登録した日時です。 

この項目の変更は出来ません。 

59 商品更新日時   
商品を更新した日時です。 

この項目の変更は出来ません。 

60 クール区分   

下記の「0」～「2」の項目から、該当する数字を入力します。 

0：通常 

1：クール冷凍 

2：クール冷蔵 

（半角の 0～ 2 のみ入力可能） 例）0 

61 送料ポイント   
商品の送料ポイントを入力します。 

（半角数字のみ入力可、0〜99999999 まで） 例）100 
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62 
定期購入 

対応フラグ 
 

スタンダードプラン・ビジネスプラン・エキスパートプランにてご利用可能です。 

下記の「0」〜「1」の該当する数字を入力します。 

0：定期購入に対応しない 

1：定期購入に対応する 

（半角の 0〜1 のみ入力可） 例）1 

63 
定期購入 

専用商品フラグ 
※ 

※「62.定期購入対応フラグ」に入力がある場合のみ入力が必須になります。 

スタンダードプラン・ビジネスプラン・エキスパートプランにてご利用可能です。 

下記の「0」〜「1」の該当する数字を入力します。 

0：定期購入専用商品にしない 

1：定期購入専用商品にする 

（半角の 0〜1 のみ入力可） 例）1 

64 
定期購入 

初回購入価格 
※ 

※「62.定期購入対応フラグ」に入力がある場合のみ入力が必須になります。 

スタンダードプラン・ビジネスプラン・エキスパートプランにてご利用可能です。 

初回の定期購入価格を入力します。（税込価格） 

（半角数字のみ入力可、0〜99999999 まで）例）100 

No 項目名 必須 説明（※は条件付きの必須項目です。） 

65 
定期購入 

２回目以降購入価格 
※ 

※「62.定期購入対応フラグ」に入力がある場合のみ入力が必須になります。 

スタンダードプラン・ビジネスプラン・エキスパートプランにてご利用可能です。 

2 回目以降の定期購入価格を入力します。（税込価格） 

（半角数字のみ入力可、0〜99999999 まで）例）2000 

66 
定期購入 

配送回数設定フラグ 
※ 

※「62.定期購入対応フラグ」に入力がある場合のみ入力が必須になります。 

スタンダードプラン・ビジネスプラン・エキスパートプランにてご利用可能です。 

下記の「0」〜「1」の該当する数字を入力します。 

0：配送回数を制限しない 

1：配送回数を制限する 

（半角の 0〜1 の入力可）例）1 

67 
定期購入 

配送回数 
※ 

※「66.定期購入配送回数設定フラグ」が１の場合のみ入力が必須になります。 

スタンダードプラン・ビジネスプラン・エキスパートプランにてご利用可能です。 

定期購入での配送回数を入力します。 

（半角数字のみ入力可、2〜99999999 まで）例）10 

68 
軽減税率対象品目フラ

グ 
 

下記の「0」〜「1」の該当する数字を入力します。 

0：軽減税率非対象品目（消費税 10%の商品） 

1：軽減税率対象品目（消費税 8%の商品） 

（半角の 0〜1 の入力可）例）1 

69 商品別コメント  

サンクスメールや注文確認・配送通知メール内に記載することの出来るコメントを設定で

きます。（全半角 150 文字、改行可能） 

例）商品到着後は 2 日以内を目安に召し上がってください。 

70 予備１  設定不可 

71 予備２  設定不可 

72 予備３   設定不可 

73 終端マーク 必須 
終端を認識するための目印として「EOM」と半角で入力してください。 

例）EOM 
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