
Amazon在庫ファイル  
カタログ登録 

設定・運用資料  

Copyright © I’LL Ink. All Rights Reserved.  

 

CROSS MALLサポートダイヤル 
0120-537-963 

Ver.2.3.5 
最終更新日 2019/01/23 



 目次 

1. 申請前のご確認事項 

1-1 Amazon在庫ファイルについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

1-2 CROSS MALLの Amazonカタログ定義について ・・・・・  

1-3 Amazonカタログ定義の利用申し込みについて ・・・・・・・ 

 

2. 設定方法 

2-1 Amazonカタログ定義を設定する    ・・・・・・・・・・・・・・・ 

2-2 Amazonカタログ定義画面について  ・・・・・・・・・・・・・・・ 

2-3 置換設定について  

   1.置換設定画面詳細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   2.使用例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   3.税考慮機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 運用方法 

3-1 Amazonカタログデータの作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

3-2 作成されたデータのダウンロード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

3-3 セラーセントラルへ在庫ファイルをアップロード  ・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

P.8 

P.16 

P.18 

P.21 

P.23 

P.19 

P.24 

P.6 

P.5 

P.4 

P.9 



Copyright © I’LL Ink. All Rights Reserved.  3 

1. 申請前のご確認事項 
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1-1  Amazon在庫ファイルについて 

4 

在庫ファイルとは 

Amazon.co.jpのカタログ上に商品を登録し、 

サイト上で販売し、カスタマーが商品を購入する際に必要な情報を掲載した、 

タブ区切りのテキストファイルです。 

  

（Amazonセラーセントラル参考URL）

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-

page.html/ref=ag_581_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=581&language=jp_JP 

 

※在庫ファイルの入力方法、登録方法に関するご質問は、 
 直接Amazonセラーセントラルへお問い合わせください。 

在庫ファイルのテンプレートについて 
 
（Amazonセラーセントラル参考URL）   
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-
popup.html/?itemID=1641#categorytemplate 
 

上記、Amazonセラーセントラルのヘルプページ 
 

カテゴリー別在庫ファイルテンプレート(日本語) から、 
 

カテゴリー『服＆ファッション小物／シューズ＆バッグ』 
 

「在庫ファイルテンプレート」をダウンロードしてご確認下さい。 
 

※［データ定義 （在庫ファイルテンプレートの定義） ］ ・  
 ［テンプレート］・［推奨値］の詳細を 
   確認することができます。 

カテゴリー別在庫ファイルテンプレート(日本語)から 

カテゴリー『服＆ファッション小物／シューズ＆バッ
グ』 

「在庫ファイルテンプレート」をダウンロードしてご確
認下さい。 

 
かな？ 

修正済み 
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   ご利用前に必ずご確認ください。 
  

 「出品処理」による在庫ファイルの登録はできません。 

あくまでCROSS MALLに登録されている商品データを元に、 

  在庫ファイル用の形式として、ダウンロードできる補助機能です。 

 

現在『服＆ファッション小物／シューズ＆バッグ』にのみ対応しています。 

その他のカテゴリに関しては（現在）対応してませんので、ご注意ください。 

 

  在庫ファイルは、(Amazon側) 大口出品者様のみご利用いただけます。 

1-2 CROSS MALLの Amazonカタログ定義について 

CROSS MALLの『Amazon カタログ定義』とは、Amazonのカタログ上に商品を登録

する為の「在庫ファイル」をCROSS MALLに登録している商品（標準商品・他モール

商品）の情報から在庫ファイル用の形式でダウンロードできる機能です。 

Amazonカタログ定義はこんな方に便利です 
  

●在庫ファイルを使ってAmazon商品を登録しているが、 

 在庫ファイルの作成に時間を要して困っている 

 

●在庫ファイル作成する際、大半が楽天商品の情報を引っ張ってきて、 

 一部内容を変更して登録しているが、毎回同じような変更を加えているので、 

 フォーマットを作成したい。 
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④ 表示内容に問題なければ、「送信」をクリックし、 
    申請完了です。 
    ※申請確認メールが届きますので合わせてご確 
    認ください。 

1-3 Amazonカタログ定義の利用申し込みについて 

6 

下記をご確認の上、 【契約関連＞各種申請】より、 
ご申請をお願いいたします。 
 
□注意点を読んだ 
□マニュアルを確認した 
http://www.crossmall-
faq.jp/amazon_catalog_settings.pdf 

▼申請後の流れ 

店舗様より画面上から申請 

アイルから申請確認メールを送信 

アイルにて発行（ 約５営業日） 

アイルから発行完了メールを送信 

店舗様にて設定（P.8～）を進める 

▼申請方法 

① CROSS MALLの【契約関連＞各種申請】画面を開きます。 
メニューが表示されない場合は、【システム設定＞権限設定】にて権限の登録をお願いいたします。 

② 「Amazonカタログ定義」
内の「申請」をクリックします。 

③ 注意事項を確認し、チェックボックスにチェックを入れます。 
※全てチェックし終わると「確認」がクリックできるようになります 

http://www.crossmall-faq.jp/amazon_catalog_settings.pdf
http://www.crossmall-faq.jp/amazon_catalog_settings.pdf
http://www.crossmall-faq.jp/amazon_catalog_settings.pdf
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2. 設定方法 
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2-1 Amazonカタログ定義を設定する 

出力したいデータに合わせて「Amazonカタログ定義」を作成することが出来ます。 

①メニュー一覧より、[システム設定]の[Amazonカタログ定義] 

  をクリックします。 

＜ 手順 ＞ 

②Amazonカタログ定義名の枠内の「新規登録」をクリックします。 

③定義の「名称」を入力します。 

④「カテゴリー」・「属性出力」・「税端数処理」を選択します。 

② ③ 

④ 

⑤「店舗」のプルダウンから、どの店舗を元にしてデータを作成するのかを選択します。 

⑥「項目」のプルダウンから、どの情報を元にしてデータを作成するのかを選択します。 

⑦プルダウンの選択が完了したら「登録」のボタンをクリックします。 

① 

⑤ ⑥ 

⑦ 

「ジャンル」→「カテゴリー」に変更 
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2-2 Amazonカタログ定義の画面について 

出力したいデータに対応できるよう、設定が可能です。 

①ジャンル 

 現在「服＆ファッション小物／シューズ＆バッグ」のみ対応しています。 

 ※その他のカテゴリに関しては（現在）対応してませんので、ご注意ください。 
 

②属性出力 

 「バリエーション」 または 「単品」のどちらで出力するか選択します。 

 また、バリエーションで出力する際はどの情報を基準として親子関係とするかを 

 プルダウンで設定することが可能です。 
   

※Amazonのバリエーションの仕様の詳細については、下記URLからご確認が可能です。  

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/8841/ref=ag_8841_cont_581 
  

 

「属性の有無」と「親SKUの選択」の組み合わせによって、商品の親子関係が決まります。   

 

① 

② 
③ 

④ 

１．「単品で出力」を選択 

 

                                      

                                         

例１）出力対象が単品商品の場合 

     商品名：靴下 商品コード：item    ※属性なし 

＜CROSS MALLから出力したＣＳＶデータ例＞            ＜Amazon側での表示例＞  

SKU:item 
 
 
 
 
 

商品名 出品者SKU 親子関係の 
指定 

親商品のSKU 
(商品管理番号) 

靴下 item 

２．「バリエーションとして出力」を選択 

 

                                   

                                         

                      

  ※「単品で出力」を選択時と出力結果は同じになります。 

SKU:item 
 
 
 
 
 

商品名 出品者SKU 親子関係の 
指定 

親商品のSKU 
(商品管理番号) 

靴下 item 

「服＆ファッション小物」 
↓ 

「服＆ファッション小物／シューズ＆バッグ」 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/8841/ref=ag_8841_cont_581
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/8841/ref=ag_8841_cont_581
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/8841/ref=ag_8841_cont_581
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2-2 Amazonカタログ定義の画面について 

例２）出力対象が属性1軸の商品の場合 

     商品名：靴下 商品コード：item   属性１：カラー[赤(-red),青(-blue)]  

１．「単品で出力」を選択 

 

                                      

                                       

＜CROSS MALLから出力したＣＳＶデータ例＞            ＜Amazon側での表示例＞  

商品名 出品者SKU 親子関係の 
指定 

親商品のSKU 
(商品管理番号) 

靴下 赤 item-red 

靴下 青 item-blue 

２．「バリエーションとして出力(店舗商品コード)」を選択 

 

                                   

                                       

                                      

商品名 出品者SKU 親子関係の 
指定 

親商品のSKU 
(商品管理番号) 

靴下 item parent 

靴下 赤 item-red child 

靴下 青 item-blue child 

カラー：青 
 
 
 
 

カラー：赤 
 
 
 
 

親ＳＫＵ：item 
カラー：赤   カラー青 
 
 
 
 

３．「バリエーションとして出力(店舗商品コード+属性1)」または 

   「バリエーションとして出力(店舗商品コード+属性2)」を選択 

                                      

                                       

 

 

 

 

 

 ※「単品で出力」 「バリエーションとして出力(店舗商品コード+属性1)」 

   「バリエーションとして出力(店舗商品コード+属性2コード)」を選択時の 

  出力結果は全て同じになります。 

商品名 出品者SKU 親子関係の 
指定 

親商品のSKU 
(商品管理番号) 

靴下 赤 item-red 

靴下 青 item-blue 

カラー：青 
 
 
 
 

カラー：赤 
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2-2 Amazonカタログ定義の画面について 

例３）出力対象が属性２軸の商品の場合 

     商品名：靴下 商品コード：item 

     属性１：カラー[赤(-red),青(-blue)] 属性２：サイズ[S(-s),Ｍ(-m)]             

     ※この時、出力データのパターンは4種類となります。 

  １．「単品で出力」を選択 

＜CROSS MALLから出力したＣＳＶデータ例＞                                         

商品名 出品者SKU 親子関係の 
指定 

親商品のSKU 
(商品管理番号) 

靴下 赤 Ｓ item-red-s 

靴下 赤 Ｍ item-red-m 

靴下 青 S item-blue-s 

靴下 青 M item-blue-m 

カラー：赤 
サイズ：Ｓ 
 
 
 
 

カラー：青 
サイズ：Ｍ 
 
 
 
 

カラー：赤 
サイズ：Ｍ 
 
 
 
 

カラー：青 
サイズ：Ｓ 
 
 
 
 

＜Amazon側での表示例＞    

 

                                      

                                       

２．「バリエーションとして出力(店舗商品コード)」を選択 

＜CROSS MALLから出力したＣＳＶデータ例＞   

 

 

 

 

 

                            ＜Amazon側での表示例＞    

 

                                      

                                       

商品名 出品者SKU 親子関係の 
指定 

親商品のSKU 
(商品管理番号) 

靴下 item parent 

靴下 赤 Ｓ item-red-s child item 

靴下 赤 Ｍ item-red-m child item 

靴下 青 S item-blue-s child item 

靴下 青 M item-blue-m child item 

＜Amazon側での表示例＞    

 

                                      

                                       

親ＳＫＵ：item 
カラー：赤 
サイズ：Ｓ 
 
 
 
 

 
カラー：青 
サイズ：Ｍ 
 
 
 
 

 
カラー：赤 
サイズ：Ｍ 
 
 
 
 

 
カラー：青 
サイズ：Ｓ 
 
 
 
 

商品名 出品者SKU 親子関係の 
指定 

親商品のSKU 
(商品管理番号) 

靴下 赤 Ｓ item-red-s 

靴下 赤 Ｍ item-red-m 

靴下 青 S item-blue-s 

靴下 青 M item-blue-m 

商品名 出品者SKU 親子関係の 
指定 

親商品のSKU 
(商品管理番号) 

靴下 item parent 

靴下 赤 Ｓ item-red-s child item 

靴下 赤 Ｍ item-red-m child item 

靴下 青 S item-blue-s child item 

靴下 青 M item-blue-m child item 
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2-2 Amazonカタログ定義の画面について 

３．「バリエーションとして出力(店舗商品コード+属性1コード)」を選択 

＜CROSS MALLから出力したＣＳＶデータ例＞                                         

商品名 出品者SKU 親子関係の 
指定 

親商品のSKU 
(商品管理番号) 

靴下 赤 item-red parent 

靴下 赤 Ｓ item-red-s child item-red 

靴下 赤 Ｍ item-red-m child item-red 

靴下 青 item-blue parent 

靴下 青 S item-blue-s child item-blue 

靴下 青 M item-blue-m child item-blue 

＜Amazon側での表示例＞    

 

                                      

                                       

親ＳＫＵ：item-red 
カラー：赤 
サイズ：Ｓ 
 
 
 
 

 
 
サイズ：Ｍ 
 
 
 
 

 
 
サイズ：Ｍ 
 
 
 
 

親ＳＫＵ：item-blue 
カラー：青 
サイズ：Ｓ 
 
 
 
 

４．「バリエーションとして出力(店舗商品コード+属性2コード)」を選択 

＜CROSS MALLから出力したＣＳＶデータ例＞                                         

商品名 出品者SKU 親子関係の 
指定 

親商品のSKU 
(商品管理番号) 

靴下 Ｓ item-s parent 

靴下 赤 Ｓ item-red-s child item-s 

靴下 青 Ｓ item-blue-s child item-s 

靴下 Ｍ item-m parent 

靴下 赤 Ｍ item-red-m child item-m 

靴下 青 M item-blue-m child item-m 

 ※出品者ＳＫＵは、店舗商品コード＋属性1コード＋属性２コード 

                                                     ＜Amazon側での表示例＞    

 

                                      

                                       

親ＳＫＵ：item-s 
サイズ：Ｓ 
カラー：赤 
 
 
 
 

 
カラー：青 
 
 
 

 
カラー：青 
 
 
 

親ＳＫＵ：item-m 
サイズ：Ｍ 
カラー：赤 
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2-2 Amazonカタログ定義の画面について 

③税端数処理 

 販売価格や表示価格の価格に関する項目で置換設定内で、□ 内税／外税を考慮に 

 チェックが入っている場合のみ有効。※Amazonは税込です 

 

 

④コピー 

 既に作成した定義をコピーして新しい定義を作成することが出来ます。 

 ※画面上で編集中の内容はコピー先に引き継がれます。 

 コピーのボタンをクリックすると、下記画面が表示されますので「Amazonカタログ定義名」を 

 入力し[処理開始]をクリックすることで選択した定義のコピーが生成されます。 

  

  

 

 

•   
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2-2 Amazonカタログ定義の画面について 

⑤ ⑦ ⑧ ⑨ 

⑩ 

⑤Amazon項目名 

 Amazonの在庫ファイルに存在する項目名です。 

 

⑥必須・任意 

 Amazon側が指定している『必須/任意』の項目です。 

 

⑦店舗 

 CROSS MALLに登録している「店舗」と「固定」から選択できます。 

 ※固定 ： 必ず指定した値を出力したい場合に利用します。 

 

⑧項目 

 左列で指定した店舗のCROSS MALLにある項目から選択できます。 

 ※出品者SKUの場合は、SKUコードしか選択できません。 

 

⑨置換設定 ※次頁参照 

 【システム設定＞商品複製定義】と【システム設定＞項目置換定義】と同様の仕様です。 

 ※文字項目・テキスト項目・選択項目・数値項目 

 

⑩在庫数 

 必ず『0』の値で出力されます 

⑥ 

「推奨」を削除 
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2-3 置換設定について 

[文字項目]：IDやコードなど 

[テキスト項目]：商品名や説明文など 

[文字項目][テキスト項目][選択項目][数値項目]の場合に設定可能です。 

[]の項目は【システム設定＞商品複製定義】内のタブに記載のある名称です。 

※置換モードの詳細は次頁をご確認下さい。 

[選択項目]：チェックボックスで選択する項目 

[数値項目]：価格や個別送料や表示順序など 
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「置換設定」画面についての説明です。 
置換設定の「無し」もしくは「有り」をクリックすると、置換設定画面が表示されます。 

「置換モード」「置換内容01～08」の設定を行い、保存ボタンで設定内容を確定します。 

※置換内容に設定された内容は、上から順番（０１～０８の順番）に、処理されます。 

 

2-3 置換設定について 

2-3-1 置換設定画面詳細 

注文エラー情報を再取込する際、在庫数が変
動します。 

一部の注文エラーを除き、在庫数は引かれる。 

① 
② 
③ 

④ 

①単一行・全ての設定行を対象に置換 

 単一行： 

 ０１～０８までの間に、該当する置換内容があればそこで置換処理を完了。 

 それ以降の置換設定は処理されません。 

 ⇒０１の設定に当てはまった場合、０２以降の置換の処理は行わない場合にこちらを選択します。 
  

 全ての設定行を対象に置換：  

 ０１～０８の全ての設定内容を置換します。 

 ⇒０１～０８に設定した全ての内容を置換したいという場合は、こちらを選択します。 
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2-3 置換設定について 

②「*」は１文字以上の任意文字にマッチ 

  置換したい値の文頭・末尾は決まっているが、その間の値は様々なパターンがある。 

  例：楽天商品名の【送料無料】、【あす楽】 等 

  

  その間の値がどんな場合でも、まとめて置換したいという場合にチェックを入れます。 

  例：楽天商品名の【送料無料】、【あす楽】等の、「【」で始まり「】」で終わる値はかっこ内の 

     値に関係なく削除したい。 等 

 

③完全に一致した場合に置換 

  置換内容の「前」に入力した内容と完全一致の時だけ置換したいという場合は、 

  チェックを入れます。部分一致でも置換したい場合は、チェックを外してください。 

 

  例．値が「111」と完全に一致した場合、「222」に置換する。 等 

     ※チェックを外した場合、値が「1111」の時、置換後は「2221」となってしまいます。 

      

④【置換内容 01～08】【追加置換定義】 

  置換設定画面には、置換内容の入力枠を最大８個まで用意しています。 

  置換したい内容が、８枠では足りない時、または【システム設定＞項目置換定義】画面にて 

  登録した定義を使用したい時は「追加置換定義」を使用します。 

 

  追加置換定義とは、 【システム設定＞項目置換定義】で事前に設定した置換内容も 

  置換させることができる機能です。こちらの画面からの登録であれば500個まで登録可能です。 
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「置換設定」の使用例を紹介します。 

2-3 置換設定について 

2-3-2 使用例 

注文エラー情報を再取込する際、在庫数が変
動します。 

一部の注文エラーを除き、在庫数は引かれる。 
＜ 使用例 ＞ 

 楽天市場の商品をベースに商品名をAmazon店舗用に置換する一例 

  ▼ 削除したい値 

   <br>,<BR>, 【送料無料】 

       その他の「【」で始まり「】」で終わる値全て（例：【楽天限定】等） 

＜ イメージ ＞ 

1.商品複製定義編集画面で「テキスト項目」をクリックし 

  置換設定「有り（もしくは無し）」をクリックします。 

 

2.置換モードは、 

  「全ての設定行を対象に置換」を選択します。 

  「*」は１文字以上の任意文字にマッチはチェックをつけ 

  完全に一致した場合に置換にはチェックをしない。 

 

3.置換内容には、下記を設定し、保存します。 

  01前には「<br>」、後は空欄。 

  02前には「<BR>」、後は空欄。 

  03前には「【*】」、後は空欄。 

 

4.商品複製定義編集画面下部の「更新」をクリックし、 

  設定完了です。 

＜ 設定方法 ＞ 
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「置換設定」の税考慮機能についてご案内します。 
 
置換機能の中には、価格項目を複製する際に複製元商品と複製先商品それぞれの 
税区分 （外税／内税）を考慮して価格を複製することのできる「税考慮機能」を 
ご用意しています。 
 
 

2-3 置換設定について 

2-3-3 税考慮機能 

注文エラー情報を再取込する際、在庫数が変
動します。 

一部の注文エラーを除き、在庫数は引かれる。 

＜ 設定 ＞ 

 価格を「税抜価格」から「税込価格」に計算して複製したい時に使用します。 

 ※税対応の置換複製を行う際には、“価格項目を複製する時点での税区分設定”を 

  元に、内税／外税を判別します 

 

 例．Amazonは税込設定となっている。 

    複製元店舗が『税抜』の価格で表示させている。 

    複製時に、複製元店舗の金額を基準に税込金額に変換して複製を行う場合に使います。 

＜ 利用方法 ＞ 

 CROSS MALL（置換設定）の税対応「内税／外税を考慮して複製」を選択 
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3. 運用方法 
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3-1 Amazonカタログデータの作成 

Amazonカタログ定義を登録後、実際に在庫ファイルのデータを作成します 

＜ 手順 ＞ 

①メニュー一覧より、[出品処理]の[商品一括処理] 

  をクリックします 

②検索条件を指定し、出力した商品を検索をクリックします。 

 編集対象：任意（標準商品でもかまいません） 

 商品登録：有 
 ※但しAmazonカタログ定義で選択している店舗に該当の商品がない場合は、 
   値が空欄で出力されます。 
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3-1 Amazonカタログデータの作成 

（ 続き ） 

③出力したい商品全てにチェックを入れ、『Amazonカタログダウンロード』のアイコンをクリックします。 

  ※編集対象はどの店舗でもクリック可能です 

④「Amazonカタログ出品用ファイルダウンロード」の 

  画面に事前に作成した定義が表示されています。  

  出力したい定義名称をクリックします。 

⑤在庫ファイル用のデータが作成されます。 

 ※『商品情報出力画面』の青文字をクリックすると、 

   [出品処理]-[商品情報出力]の画面に遷移することができます。 

22 
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3-2 作成されたデータのダウンロード 

作成された在庫ファイル用のデータをダウンロードします 

＜ 手順 ＞ 

①メニュー一覧より、[出品処理]の[商品情報出力] 

  をクリックします 

②ダウンロード履歴に、ファイルの出力結果が表示されています。 

  ダウンロードの青文字よりデータをダウンロードします。 

 ※既にデータは作成されている為、「CSVファイル生成」をおこなう必要はありません。 

 

  

※ダウンロードされた在庫ファイルは、Amazon側の仕様に合わせており、 

 タブ区切りのテキストファイルとして出力されます。 

 データ出力後に修正・変更した際は、同じくタブ区切りのテキストファイルで保存して 

 Amazon側にアップロードし登録してください。 
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3-3 セラーセントラルへ在庫ファイルをアップロード 

CROSS MALLにて生成したデータをAmazonのセラーセントラル画面にてアップロードします。 

＜ 手順 ＞ 

①セラーセントラルへログインし、[在庫]のタブをクリックします。 

  次に、[アップロードによる一括商品登録]をクリックします。  

②在庫ファイルのアップロードにて、ファイルのチェックを行います。 

 ※こちらの作業は必須ではありませんが、ご利用いただくことで、よくあるエラーの大半を事前に検証す 

  ることが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ファイルの種類：カテゴリー別在庫ファイル/出品ファイル（L）/価格と数量変更ファイル（汎用版） 

            を選択します。 

・チェックするファイル：アップロードする在庫ファイルを選択します。 

・Eメールの通知：送信先をご設定いただくことで、メールにて処理結果を確認できます。 

・ファイルをチェック：クリックすることでチェックが開始されます。 
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3-3 セラーセントラルへ在庫ファイルをアップロード 

（ 続き ） 

③在庫ファイルのアップロードにて、ファイルをアップロードします。 

 

・ファイルの種類：「カテゴリー別在庫ファイル/出品ファイル（L）/価格と数量変更ファイル（汎 

           用版）」を選択します。 

・ファイルをアップロード：アップロードする在庫ファイルを選択します。 

・Eメール通知：送信先にメールアドレスを設定をしておくと、 

          メールにて処理結果を確認することが出来ます。 

・処理レポートの形式：「テキスト」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④[アップロード]をクリックします。 

 

 

作業手順は以上です。 

正常に反映されたかどうかのご確認をお願い致します。 

③ 

④ 


