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1. ご確認事項 
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1-1 注文自動処理で出来ること 

4 

1. 処理フェーズの変更 

注文確認  100件 

100件 

全ての注文を目視で確認、確認後に各処理フェーズへ振り分け 

要確認 20件 

20件 

注文取込時に自動で振り分けされます！ 

目視確認はたったの20件のみ！ 

入金待ち  30件 発送待ち  50件 

・クレジットカード 
・代引き 
・注文者コメントなし  .etc 

・備考有り 
・オーソリNG 
・在庫なし .etc 

・銀行振込 
・コンビニ払い 
                  .etc 

注文自動処理を導入すると・・・ 

自動処理とは、注文情報を各モールからCROSSMALLへ取り込む際に、 

日頃、店舗様にて手動で行っていただいている作業を自動で行う機能です。 

たとえば、朝の受注処理で確認すべき注文が100件であった場合 

※あくまでイメージです 
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このような処理を日々行っていませんか？ 

自動で注文情報が編集されます！ 

2. 注文情報編集 

注文検索 注文情報編集 
処理フェーズ 

変更 

■ 「後払い」の注文に手数料「300円」を登録する 

■ 商品Aが購入されている注文には、おまけ商品の商品Bの明細を追加する 

■ 合計金額が10000円以上の場合、送料を0円に変更する 

■ 沖縄の注文は配送便をヤマト運輸に変更する 

■ （楽天API連携を利用していて）オーソリ取得を手作業で行っている 

注文自動処理を導入すると・・・ 

1-1 注文自動処理で出来ること 
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   注文自動処理は必ず慎重にご設定ください。 

注文自動処理を設定すると、店舗様が操作せずに注文情報が変更されます。設定を誤ると、下記

のようなトラブルにつながる恐れがございます。 

店舗様の普段の受注フローを改めて確認していただき、どの受注処理を注文自動処理に用いるのか

をしっかり考えていただく必要がございます。必ず、P.10の設定手順通りに進めていただくようお願い

いたします。 

送料が必要ない注文に送料

がついてしまい、注文者様か

らクレームがきた。 

ある条件に当てはまる注文に、

送料を設定しよう 

条件設定ミス 

＜クレーム＞ 

急ぎで発送すべき注文がどこ

のフェーズに入っているのか見

つからず、発送が遅れてしまっ

た。 

処理フェーズがいくつもあるの

で、自動で注文が振り分けら

れるような設定をしよう 

条件設定ミス 

＜発送遅延＞ 

誤って、配送希望日の設定を

し、配送希望日を上書きして

しまった。正しい情報を各モー

ルに確認しなければいけなくな

った。 

発送日に自動で日付が入る

ように設定しよう 

処理設定ミス 

＜処理（増）＞ 

P.20～22に「自動処理設定で出来ないこと・注意が必要なこと」を 

記載していますので、必ずこちらもご確認ください。 

1-2 注意事項 
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＜自動処理の対象＞ 

 自動処理が実行されるのは、注文取込によって取り込んだ注文のみです。 

したがって、すでに取込が完了した注文には自動処理は実行されません。 

また、手入力で登録した注文にも自動処理は実行されません。 

 

「注文確認」のフェーズにある注文情報が、自動処理の対象というわけではありませんので、手動で

注文を「注文確認」フェーズへ移動しても自動処理は実行されません。 

 

＜自動処理のタイミング＞ 

 実行されるタイミングは、注文取込と同時です。自動処理完了後にCROSSMALLに注文情報が

登録されます。 

自動処理が実行されている間は、CROSSMALLにて注文情報を確認することが出来ませんのでご

注意ください。 

 支払方法変換・配送便変換が適用された後に、自動処理が適用されます。 

 

＜自動処理実行後＞ 

 自動処理実行前の注文情報（モールから送られてきたそのままの注文情報）はCROSSMALLの

画面上から確認することはできません。 

 

 自動処理の設定によって、「処理フェーズ」の移動も自動化することが可能になります。したがって、

「処理フェーズ」の移動を自動処理設定していると、今までのように、取込時にすべての注文が必ず

「注文確認」フェーズに存在するとは限りませんのでご注意ください。 

※自動処理が実行されるとき、処理フェーズは「注文確認」にあたります。 

 

 自動送信メール機能をご利用の場合は、自動処理が全て実行された状態の内容でメールが自動

で送信されます。 

自動処理設定に誤りがある場合、誤った注文情報のメールが送信されてしまいますので十分ご注

意ください。 

自動送信メール機能についての詳細は、FAQサイトをご確認ください。 

7 

1-3 仕様 
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＜自動処理の流れ＞ 

 注文エラー情報にある注文情報は、自動処理が実行されていません。 

「再取込」が出来たタイミングで自動処理が実行されます。 

 

 Amazonの仮注文明細 

仮注文明細（Amazonにて「保留中」の状態）から、Amazonにて入金が確認でき本注文とし

て取り込む際に、自動処理が行われます。 

 

 「あす楽」Markや、在庫警告フラグなどのフラグは自動処理が実行される前につきます。 

 

 上記図の「注文情報を登録」したタイミングでCROSSMALLの画面上で注文情報を確認できます。 

 注文情報内の在庫数を減らす 

注文エラーのチェック 

注文エラー情報として登録 
※自動処理は実行されていません。 

自動処理 

注文情報を登録 

自動処理中に 
エラーが発生した場合 

注文エラー情報の再取込 

エラーがある場合 エラーがない場合 

1-3 仕様 



2. 自動処理を登録する 
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現在の受注フローを確認します。 

 1.受注フローを確認する 

日頃行っている検索条件や処理内容を確認し、注文自動処理に置き換える
ことが出来る受注処理を確認します。 

 2.受注フローの中から自動処理が出来る箇所を確認する 

一度に複数の処理を設定すると、自動処理の動きを把握できなくなってしまう恐れ
がございます。基本は一つの自動処理設定を登録し、数日様子見、次の自動処
理設定を追加・・・というサイクルです。登録についての詳細は次頁以降をご確認く
ださい。 

 3.手順2で確認した内容を設定する（推奨:１自動処理設定ずつ） 

手順3にて設定した処理が想定通りに動いていることを確認出来たら、次に一
つ自動処理設定を登録します。想定通り動いていなければ設定を見直し、数
日間様子を見ていただきます。 

 4.問題がなければ、自動処理設定を追加する 

数日間、様子を見る 
※期間は注文パターン、件数によります 
手順3で設定した自動処理設定が 
想定通りに実行されているかを確認します。 

手順3と4を繰り返し、確認しながら自動処理を設定していただきます。 

10 

初めて自動処理を登録する際は、下記の手順に沿ってご登録をお願いいたします。 

2-1 設定手順 
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① メニュー一覧より、[自動処理]の[自動処理設定]をクリックします。 
＜手順＞ 

自動処理設定を一から新規登録する方法です。 
どの注文を自動処理させるのか？を設定する「条件」と 
その注文に対してどのような編集を行うのか？を設定する「処理」の二つをセットで登録します。 
 
自動処理の新規登録には「登録支援」という方法もあります。こちらの詳細はP.15をご確認ください。 

 

 

 

     

   メニューが表示されない時は？ 
 
権限がない可能性があります。 
【システム設定＞権限設定】画面にて、「自動処理設定」と「自動処理履歴」の権限を「なし」から「更
新」に変更します。 
 
【システム設定＞権限設定】画面の編集ができない場合は、管理者様へご確認をお願いいたします。 
 

今回は 

「届け先の住所が北海道・沖縄の場合、送料を800円に設定する」 
 
という処理を自動化したいという例を用いて説明いたします。 
 
※自動処理設定の登録数には上限はありません。 

1. 新規登録 

4.シミュレーション 

2.登録支援 

3.処理順の登録 5.実行と確認 

① 

2-2 自動処理を新規登録する 
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③ 「名称」「メモ」を登録します。 
 
名称 
自動処理設定の名称です。（２５６文字以内） 
 
メモ 
自動処理設定の説明書き等にご利用ください。（文字制限なし） 

 

② 画面左上の「新規登録」をクリックします。 

② 

③ 

（続き） 

2-2 自動処理を新規登録する 

＜設定のポイント＞ 

 既に自動処理を設定している場合、既存の自動処理設定をコピーして登録することが可能です。 
 
 「名称」「メモ」のテキストボックス右側の「▼既存の設定（名称）」のプルダウンにて 
 コピーしたい既存の自動処理設定を選択し「コピー」をクリックすることで既存の自動処理設定を 
 画面上に表示させることができます。 
  

注意点 

 ●新規登録時のみ「▼既存の設定（名称）」が表示されコピー機能のご利用が可能です。 
 ●「コピー」をクリックした際、「名称」と「メモ」は引き継がれません。 
 ●条件設定や処理設定を選択した状態でコピーを行うと、上書きされます。 
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どの注文に対して実行させるのかを【条件設定】にて登録します。 
 
今回例で設定する内容は「届け先の住所が北海道・沖縄の場合、送料を800円に設定する」なので、 
条件は「届け先住所が北海道・沖縄」になります。 
 
 
④ 上部のタブが「条件設定」になっていることを確認します。 

条件を設定したい項目をクリックすると、項目が赤くなり画面右側に設定内容を入力する行が追加
されます。 
 

⑤ 「条件設定」にて条件の詳細を設定します。 
 
選択した設定行を削除したいときは、「赤くなっている項目をもう一度クリックする」、 または「行の
右にある『削除』をクリックする」のいずれかで削除が可能です。 

④ 

④ 

⑤ 

13 

（続き） 

2-2 自動処理を新規登録する 



Copyright © I’LL Ink. All Rights Reserved.  14 

条件に合う注文に対してどのような編集を行うのかを【処理設定】にて登録します。 
 
今回例で設定する内容は「届け先の住所が北海道・沖縄の場合、送料を800円に設定する」なので、 
処理は「送料を800円に設定する」になります。 
 
 
⑥ 「処理設定」のタブを選択します。 

処理を行いたい項目をクリックすると、項目が赤くなり画面右側に設定内容を入力する行が追加
されます。 
 

⑦ 「処理設定」にて、処理の詳細を設定します。 
 
⑧ 【条件設定】と【処理設定】の設定が出来たら、画面下の「登録」をクリックします。 

 
選択した設定行を削除したいときは、「赤くなっている項目をもう一度クリックする」または「行の右
にある『削除』をクリックする」のいずれかで削除が可能です。 

（続き） 

⑥ 

⑥ 
⑦ 

⑧ 

2-2 自動処理を新規登録する 
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登録支援とは、普段行っている処理をしながら自動処理を設定することが出来る機能です。 

注文一括処理画面にて行っている注文の検索が自動処理設定の「条件設定」となり、 

「一括処理」または「一括項目変更」にて行う処理が自動処理設定の「処理設定」となります。 

2. 登録支援 

4.シミュレーション 

1.新規登録 

3.処理順の登録 5.実行 

 

 

 

     

   「発送日」「配送希望日」の登録は「直接日付指定」で登録されます。 
 
一括処理・一括項目変更にて「今日」「明日」「明後日」を選択した場合も、「直接日付指定」で
自動処理設定に登録されます。そのまま登録すると、すべての注文が指定した日付で登録されてし
まいます。 
「注文日の●日後」という設定をしたい場合は、自動処理設定の処理設定内のプルダウンを「注
文日基準」に変更し、日数の入力をして登録し直すようお願いいたします。 

普段の処理の際に、「□検索条件/処理を引き継いで、自動処理を登録する」のチェックを入れて 

処理を実行すると、自動処理設定画面に処理内容が反映され、すぐに設定が可能です！ 

2-3 登録支援で新規登録する 

 

 

 

     

   処理フェーズが「注文確認」の時のみ、利用が可能です。 
 
「注文確認」の処理フェーズに対して行う場合のみ、登録支援機能がご利用できます。 
処理フェーズを「注文確認」以外で注文を検索した場合は、こちらの機能はご利用いただけません。 
登録支援機能を使わずに、【自動処理＞自動処理設定＞新規登録】から登録します。 
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① メニュー一覧より、[注文処理]の[注文一括処理]をクリックします。 

＜手順＞ 

「一括項目変更」にて行っている処理を、自動処理として登録することが出来ます。 

2. 登録支援 

4.シミュレーション 

1.新規登録 

3.処理順の登録 

② 自動処理設定に登録したい検索条件を選択します。 

今回例で設定する内容は「届け先の住所が北海道・沖縄の場合、送料を800円に設定する」な

ので、「届け先の都道府県が北海道・沖縄県」の注文を検索します。 

配送先の「届け先」を選択します 都道府県を「北海道」「沖縄」を含むと選択します 

検索します 

③ 注文を検索し、実際に処理する注文を1伝票以上選択します。 

今回は「届け先の住所が北海道・沖縄の場合、送料を800円に設定する」という処理を自動化した
いという例を用いて説明いたします。 

5.実行 

① 

② ② 

② 

③ 

2-3-1 登録支援で新規登録する（一括項目変更） 
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④ 画面下の[一括項目変更]をクリックします 

⑤ 対象項目を選択し、処理を指定します。 

「検索条件 / 処理を引き継いで、自動処理を登録する」にチェックを入れます。 

 

今回例で設定する内容は「届け先の住所が北海道・沖縄の場合、送料を800円に設定する」

なので、「送料を800円に設定する」の処理を指定します。 

⑥ [処理開始]をクリックすると下記メッセージが表示されます。「はい」をクリックすると自動処理登

録画面に移動します。※処理開始時点で、選択した注文は処理されます。 

「送料」を800円に設定します 

チェックを入れます 

処理開始をクリックします 
※処理が行われます 

※赤字で記載している項目は、 

自動処理登録の 

「条件」には存在しない項目のため、登録

されません。 

⑦ 遷移先の画面にて、「名称」やその他の必要な条件または処理を入力し、登録します。 

④ 

⑤ 

⑤ 

⑤ 

⑥ 

（続き） 

2-3-1 登録支援で新規登録する（一括項目変更） 
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2. 登録支援 

4.シミュレーション 

1.新規登録 

3.処理順の登録 

① メニュー一覧より、[注文処理]の[注文一括処理]をクリックします。 

＜手順＞ 

「一括処理」にて行っている処理を、自動処理設定として登録することが出来ます。 

今回は「支払方法が銀行振込の注文を処理フェーズ『入金待ち』に移動する」 
という処理を自動化したいという例を用いて説明いたします。 

② 自動処理に登録したい検索条件を選択します。 

今回例で設定する内容は「支払方法が銀行振込の注文を処理フェーズ『入金待ち』に移動する」

なので、「支払方法が銀行振込」の注文を検索します。 

支払方法「銀行振込」を選択します 

検索します 

③ 注文を検索し、実際に処理する注文を1伝票以上選択します。 

5.実行 

① 

② 

③ 

2-3-2 登録支援で新規登録する（一括処理） 
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④ 画面下の[一括処理]をクリックします 

⑥ [処理開始]をクリックすると下記メッセージが表示されます。「はい」をクリックすると自動処理設

定の登録画面に移動します。※処理開始時点で、選択した注文は処理されます。 

処理フェーズを「入金待ち」に設定します 

チェックを入れます 

「フェーズの移動を開始」をクリックします 
※処理が行われます 

⑦ 遷移先の画面にて、「名称」やその他の必要な条件または処理を入力し、登録します。 

⑤ 対象項目を選択し、処理を指定します。 

「検索条件 / 処理を引き継いで、自動処理を登録する」にチェックを入れます。 

 

今回例で設定する内容は「支払方法が銀行振込の注文を処理フェーズ「入金待ち」に移動す

る」なので、「処理フェーズ『入金待ち』に移動する」の処理を指定します。 

④ 

⑤ 

⑤ 

⑤ 

※赤字で記載している項目は、 

自動処理登録の 

「条件」には存在しない項目のため、登録

されません。 

⑥ 

（続き） 

2-3-2 登録支援で新規登録する（一括処理） 
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＜自動処理設定で出来ないこと＞ 
 

 「商品Aのブラックを2個以上購入したら・・・」「商品名に『●●』、商品備考に『◆◆』の商品を
購入したら・・・」という商品を特定をしながら条件設定することはできません。 
 
条件設定には「商品コード」や「購入数量」「単価」「属性1名」等の商品に関する設定が出来ます。 
商品情報内の条件設定はグループ分けされており、同一グループであれば組み合わせて条件として
指定することが可能です。右図のように、【自動処理＞自動処理設定】画面の 
「▼条件候補」にてグループ分けを確認することができます。 
グループ分け：商品グループ、属性1グループ、属性2グループ、 
          標準商品SKUグループ、標準商品グループ 
 
例1）商品Aを2個購入されたら、プレゼント商品を1個追加 
 （条件設定）商品コード：item-A 
          購入数量：2 以上 
 （処理設定）明細追加：present-a 1個 単価0円 
  →問題なく、動作します。 
 
別グループの条件同士は「注文伝票内に含まれているかどうか？」を 
見ているため、下記のような設定は出来ません。 
  

例2）商品Aのブラックを購入されたら、プレゼント商品を1個追加 
 （条件設定）商品コード：item-A 
          属性１名：ブラック 
 （処理設定）明細追加：present-a 1個 単価0円 
  →条件に設定した項目は、商品グループと属性１グループで別のグループとなり、 
   「注文伝票内に、商品Aで属性１名がブラックの商品があるか」ではなく 
   「注文伝票内に、商品Aがあるか」 「注文伝票内に、属性１名がブラックの商品があるか」を 
   それぞれ別の条件としてみています。 

注文（X） 

商品A ブラック 

商品B ブラウン 

商品C ホワイト 

注文（Y） 

商品A ブラウン 

商品B ブラック 

商品C ホワイト 

右図の、注文（X）だけが条件に当てはまってほしい
場合でも、 
注文（Y）のように、いずれかの明細で「商品コー
ド：item-A」と「属性１名:ブラック」が存在する場
合に、商品Aがブラックではなくても、条件に当てはま
ってしまい、誤発送の恐れがございます。 

 値の追加 
値は追加ではなく、全て上書きされます。 

 
 金額の加算 

金額は加算ではなく、上書きです。減算も出来ません。 
 
 明細追加・諸口追加の際の「項目選択肢」の情報の登録 

明細追加・諸口追加の際に、「項目選択肢」の項目名・選択肢名の登録は出来ません。 
したがって、諸口追加の場合は属性の情報は商品名に入れていただく必要がございます。 

2-4 自動処理設定で出来ないこと・注意が必要なこと 

＜自動処理設定で出来ないこと＞ 
 

 「商品Aを2個以上購入したら・・・」「商品Bのブラックを購入したら・・・」という 
商品の特定をしながら条件設定することはできません。 
 
条件設定には「商品コード」や「購入数量」「単価」「属性1名」等の商品に関する設定が出来ます。 
これらの条件は「注文伝票内に含まれているかどうか？」を見ているため、下記のような設定は出来
ません。 
 
例）商品Aを購入されたら、プレゼント商品を1個追加 
 （条件設定）商品コード：item-A 
 （処理設定）明細追加：present-a 1個 単価0円 
 
  →問題なく、動作します。 
 
例）商品Aを2個購入されたら、プレゼント商品を1個追加 
 （条件設定）商品コード：item-A 
          購入数量：2 以上 
 （処理設定）明細追加：present-a 1個 単価0円 
   
  →「購入数量2以上」は、「商品Aが2個以上であるか」という条件ではなく、 
    「注文伝票内に、２個以上の商品があるか」を見ています。 

同一グループであれば組み合わせて確認す
ることが可能です 

↓ 

組み合わせて条件として指定することが可能
です。 

 
かな？ 

この図の話は例の二つ目の話よね？ 
数量の話が図になくて、注文Xはブラック1個し

かないように見えてしまうからそもそも当ては
まらないと思っちゃう気がする。。。 

 
注文Yも数量のはなしがないから当てはまった

ことになってるのかどうかがわからないと思う
＞＜ 

 

スペースなくてきついのであれば、ページ増や
しても大丈夫です！ 
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注文（X） 

配送便 佐川急便 

配送時間帯 12時～14時 

注文（X） 

配送便 ヤマト運輸 

配送時間帯 （空白） 

▼ヤマト運輸に「12時～14時」の登録がない場合、配送時間帯の設定がクリアされます。 

＜注意が必要なこと＞ 
 

 配送便の変更時に配送時間帯が消えてしまう可能性がございます。 
 
【マスタ登録＞配送便】の画面にて、各配送便に対して「配送時間帯」の設定がされています。 
変更後の配送便に「配送時間帯」の設定がされていない場合は、変更後は「配送時間帯」の設定
がクリアされてしまいます。 

 「手数料1」「手数料2」の変更 
 
「手数料1」「手数料2」を自動処理で設定するためには、【システム設定＞店舗情報】にて各店舗
の「手数料1ラベル」「手数料2ラベル」に名称を登録する必要があります。 
設定がないと注文エラーになります。 

注文エラー文言 
「手数料ラベルが設定されていないため、手数料を設定できませんでした。自動処理設定をご
確認ください。」 

＜注文エラーになった場合＞ 
【システム設定＞店舗情報】の適切な店舗に対して、「手数料1ラベル」「手数料2ラベル」に名
称を登録します。（設定にはサービスの停止が必要です。） 
 
設定後、【注文登録＞注文エラー情報】にて「再取込」を行います。 

 「明細削除」は必ず在庫が戻ります。（在庫が増えます） 
 
自動処理設定の「処理設定」にて「明細削除」にて商品明細行を削除する設定を行った場合、削
除時に必ず在庫が戻ります。 
 
手動で明細を削除する際は、在庫を戻すか戻さないかを選択が出来ますが 
自動処理では選択できませんのでご注意ください。 

2-4 自動処理設定で出来ないこと・注意が必要なこと 
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 処理フェーズの移動 
 
【システム設定＞処理フェーズ】画面にて、各処理フェーズに対して「発送日設定」がされています。 
   - 必須：発送日の登録が必須です。 
   - 任意：発送日の登録は任意です。 
 
変更後の処理フェーズの発送日設定が「必須」であるけれど、注文情報に「発送日」の登録がない
場合は、注文エラーになります。 

注文エラー文言 
「発送日が空値のため、発送日必須フェーズに移動できませんでした。」 

＜注文エラーになった場合＞ 
 
1.自動処理設定の処理設定に発送日の登録がなかった場合 
 
移動先の処理フェーズの発送日設定を「任意」にする。 
もしくは、発送日が登録されるように自動処理設定を追加する。 
 
 
2.発送日の自動処理設定はしていたが、発送日の値が算出できず(過去日になり)空値になっ
た場合。（発送日警告注文） 
 
移動先の処理フェーズの発送日設定を「任意」にする。 
もしくは、発送日の自動処理設定を警告がつかないよう自動処理設定を修正する。 

＜注意が必要なこと＞ 

2-4 自動処理設定で出来ないこと・注意が必要なこと 

 複数入力することが可能な項目について 
 
【自動処理＞自動処理設定】の、条件候補にて複数入力することが可能な項目がございます。 
項目によって確認対象が異なりますのでご注意ください。 

項目 確認対象 

備考 
一言メモ 

注文伝票内の１つの項目を対象に確認します。 

商品名 
商品コード 
属性1・2コード 
属性1・2名 

注文伝票内の商品明細１行ごとに確認します。 
１行目： 

取引オプションラベル 注文伝票内の全ての取引オプションをまとめて確認します。 

項目選択肢 注文伝票内の商品明細１行ごとに確認します。 

項目 確認対象 

備考内容 
一言メモ 
取引オプション 

注文伝票内の情報を対象に確認します。 
※備考内容/一言メモ については、 
 「完全一致」「前方一致」のANDは利用できません。 

商品名 
商品コード 
属性1・2コード 
属性1・2名 
項目選択肢 

注文伝票内の商品明細１行ごとに確認します。 
※商品名/商品コード/属性1・2コード/属性1・2名 については、 
 「完全一致」「前方一致」のANDは利用できません。 
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自動処理設定を複数登録した場合、どの順番で処理するか？を設定します。 

3.処理順の登録 4.シミュレーション 

1.新規登録 

2.登録支援 

   自動処理設定を複数登録する際、処理順は必ず慎重にご設定ください。 

処理順を誤ると想定通りの処理が行われない可能性がございます。 

詳細は、P.26の「処理順の注意点」をご確認ください。 

② 
③ 

① 処理順を設定します。変更の際は処理行の右の「≡」をドラッグアンドドロップにて上下移動させま

す。 

② 「使用」「一致終了」のチェックを入れます。それぞれの意味は次頁をご確認ください。 

 

③ 画面左上の「シミュレーション」をクリックします。シミュレーションの方法に関してはP.28をご確認下

さい。 

 

※画面下の「更新」は「シミュレーション」にて設定に問題がないことの確認が出来てから行ってくださ

い。 

確認が出来ないまま「更新」を行うと、次の注文が取り込まれるタイミングで間違った自動処理が実行

されてしまう可能性があります。 

5.実行 

① 

＜手順＞ 

2-5 処理順を設定する  

「使用」のチェックが 
入っていない場合は 

背景色がグレーになります 
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① 処理順 
自動処理設定が実行される順番を登録します。 
順番を変更するときは、行の右端の三本線の部分    をドラッグすることで変更が可能です。 
 

② 更新日時 
自動処理を最後に更新した日時と担当者を確認することができます。 
 

③ 名称 
    をクリックすると、メモ・条件設定・処理設定の内容が確認できます。 
 

④ 全表示 
全自動処理設定の詳細を一度に確認することが出来ます。 
    を全てクリックした状態となります。 
 

⑤ シミュレーション 
設定した自動処理によって、注文がどのように動くのかを実際に確認することが可能です。 
詳細はP.28をご確認ください。 
 

⑥ 更新 
「処理順」「使用」「一致終了」を変更した場合は、こちらの「更新」をクリックして、 
保存する必要がございます。 

24 

① 
② 

④ ⑤ 

⑦ ③ 

⑥ 

※「更新」は「シミュレーション」にて設定に問題がないことの確認が出来てから行ってください。 
確認が出来ないまま「更新」を行うと、次の注文が取り込まれるタイミングで間違った自動処理が実行さ
れてしまう可能性があります。 

2-5 処理順を設定する  
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⑦ 

使用 

自動処理設定を使用するかどうか（実行させるかかどうか）を選択できます。 

チェックを入れると自動処理設定が行われます。チェックを外すと自動処理設定は行われません。 

 

※自動処理設定を新規登録する際は、必ず「使用」のチェックはつきません。 

設定内容・処理順にお間違いがなければ、「使用」のチェックをつけて画面下の「更新」をクリックします。 

 

 

一致終了 

実行後に以降の自動処理設定を実行させるかどうかを選択できます。 

一致終了を使う場合 

一致 
終了 

処理1のみ 
当てはまる注文 

処理2のみ 
当てはまる注文 

どちらにも 
当てはまる注文 

処理1 
チェック 
あり 

処理2 □ 

処理 

処理 処理 

処理 

一致終了を使わない場合 

一致 
終了 

処理1のみ 
当てはまる注文 

処理2のみ 
当てはまる注文 

どちらにも 
当てはまる注文 

処理1 □ 

処理2 □ 

処理 

処理 

処理 

処理 処理 

処理 

処理 
自動処理が 
終了します 

2-5 処理順を設定する  

（続き） 
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（A）処理順が後ろの自動処理で上書きされます。 

処理順：1 合計金額が10000円以上→送料を0円へ変更 

処理順：2 送付先の住所が沖縄・北海道→送料800円に変更 

 

どちらの条件にも当てはまる注文は 

処理順1にて送料が「0円」になりますが、処理順2にて送料が「800円」になります。 

「合計金額が10000円以上だと、送料０円になる」と案内している場合、送料を請求してしまい、 

クレームにつながる恐れがあります。 

 

「合計金額が10000円以上→送料を0円へ変更」を優先させたい場合、下記のいずれかの対応を行います。 

・ 処理順を入れ替える 

・ 処理順はそのままにし、処理順１に「一致終了」のチェックをつける。 

＜基本ルール＞ 

A) 処理順が後ろの自動処理設定の処理で上書きされます。 

B) 「一致終了」の自動処理設定が実行されたら、以後の処理は行われません。 

C) 条件設定は、ひとつ前の自動処理実行後の注文情報が条件に該当するかどうかを判断します。 

D) 処理フェーズの移動後も条件に当てはまると自動処理設定は実行されます。 

自動処理を複数登録した場合、どの順番で処理するか？を設定します。 

（B）「一致終了」の自動処理設定が実行されたら、以後の処理は行われません。 

処理順：1 備考有無が「有」→処理フェーズ「確認必要」へ移動  ※一致終了のチェックあり 

処理順：2 商品Aを含む → 付箋色「赤」をつける 

 

どちらの条件にも当てはまる注文は、処理順1にて処理フェーズが「確認必要」になりますが、そのあと処理２は

行われません。 

 

「備考あり」フェーズへ移動し、かつ付箋色「赤」をつけたい場合は、下記のいずれかの対応を行います。 

・ 処理順を入れ替える 

・ 処理順はそのままにし、処理順１に「一致終了」のチェックをはずす。 

2-6 処理順の注意点  
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（D）処理フェーズの移動後も条件に当てはまると処理は実行されます。 

自動処理にて処理フェーズの移動を行っても、条件に当てはまれば引き続き自動処理は実行されます。 

処理順：1 備考有無が「有」の注文→処理フェーズ「確認必要」へ移動 

処理順：2 クレジットカードであす楽の注文→処理フェーズ「発送待ち」へ移動 

 

どちらの条件にも当てはまる注文は 

処理順1にて「確認必要」の処理フェーズとなりますが、処理順2にて「発送待ち」の処理フェーズになってしまい

ます。備考の確認が出来ないまま発送してしまい、クレームにつながる恐れがあります。 

 

「備考有無が「有」の注文は、必ず「確認必要」へ入れたい」場合は、下記のいずれかの対応を行います。 

・処理順を入れ替える 

・処理順1に「一致終了」のチェックを入れる 

・処理順2の条件設定に「備考有無『無』」を追加する 

・処理順2の条件設定に「処理フェーズ『注文確認』」を追加する。※一度も処理フェーズの移動がされていない

注文は「注文確認」の処理フェーズになります。 

（C）条件設定は、ひとつ前の自動処理実行後の注文情報が条件に該当するかど

うかを判断します。 

もともとの注文情報：合計金額が9500円・送付先が沖縄 

処理順：1 送付先の住所が沖縄・北海道→送料800円に変更 

処理順：2 合計金額が10000円以上→おまけ商品の商品明細追加 

 

どちらにも当てはまる注文は、処理順1にて合計金額が「10300円」となります。そのあと、処理順２の「合計金

額が10000円以上」という条件に該当することになります。 

 

もし、送料を加える前の金額が10000円以上の方のみ送料を０円にしたい場合、下記のいづれかの対応を行

います。 

・ 処理順を入れ替える。 

・ 「合計金額」ではなく「小計」（商品の単価の合計金額）の設定に変更する。（送料や手数料などを含め

ずに10000円以上という条件でも問題がない場合）等 

2-6 処理順の注意点  
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① 画面左上の「シミュレーション」をクリックします。 

② 「使用」「一致終了」「処理順」を編集し、シミュレーションで確認したい状態にします。 
画面右上の「シミュレーションする注文を選択」をクリックします。 

4.シミュレーション 3.処理順の登録 

1.新規登録 

5.実行 

2.登録支援 

自動処理設定・処理順など設定した自動処理が正しく設定できているかを確認できます。 
設定を誤るとトラブルにつながる恐れがございますので、必ずシミュレーションを行っていただくようお願
いいたします。 

※ 「使用」「一致終了」「処理順」 を変更しても、シミュレーションなので実際の自動処理には影
響しません。 
※シミュレーションで使用した「使用」「一致終了」「処理順」 はシミュレーション終了時に、実際の
自動処理へ反映することが可能です。 

① 

② 

＜手順＞ 

2-7 シミュレーションを行い動作を確認する  
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④ 右上の「シミュレーション開始」をクリックします 

⑤ シミュレーションが処理されると、画面右側に処理後の注文情報が表示されます。 
変更が行われた項目は背景が黄色になります。 
※あくまでシミュレーションなので、実際には注文情報は変更されていません。 

変更が行われた項目は背景が黄色になります。 

③ シミュレーションをする注文情報を選択します。 
注文を選択すると、注文情報が画面左側に表示されます。 
 
条件に当てはまる注文を選択する。  
自動処理設定の条件に当てはまる注文を選択します。 
自動処理設定を選択し、その条件に当てはまる注文を選択します。 
※プルダウンが空白である場合は、選択した自動処理設定の条件に当てはまる注文が現在存
在しないことを意味します。 
 
処理フェーズに存在する注文を選択する 
処理フェーズを選択し、その処理フェーズ内にある注文を選択します。 

④ 

⑤ 

おすすめ! 

③ 

プルダウンにて選択できる注文は、直近の50件（注文管理番号降順で50件）までです。 

③ 

（続き） 

2-7 シミュレーションを行い動作を確認する  
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⑥ 画面右上の「適用された自動処理を確認」をクリックすると、どの処理が適用されたのかを確認す
ることが可能です。適用された自動処理の処理順と名称が表示されます。 

⑦ 手順⑥で自動処理の設定が問題ないと確認が出来たら、シミュレーションを終了します。 

⑥ 

⑦ 

• 「反映」をクリックすると、シミュレーションにて設定した内容が実際の処理設定に反映されます。 
次の注文取込のタイミングで自動処理が実行されます。 
 

• 「終了」をクリックすると、シミュレーションの設定は反映されずもとの設定が保持されます。 

（続き） 

2-7 シミュレーションを行い動作を確認する  

 

 

 

     

   [オーソリ処理後にフェーズを移動]のフェーズ移動はシミュレーションできません。 
 

処理候補から「楽天APIオーソリ取得」を 
選択し[オーソリ処理後にフェーズを移動] 
のチェックが入っている場合でも、 
フェーズ移動はシミュレーションされません。 
あらかじめご了承ください。 

【自動処理登録画面】 
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取り込んだ注文情報は、左図の流
れで自動処理が実行されます。 
 
注文エラー情報として登録された注
文情報も再取込時に自動処理が
実行されます。 

4.シミュレーション 

1.新規登録 

2.登録支援 

3.処理順の登録 5.実行 

自動処理 編集中 既存の自動処理  

取
込 

取
込 

取
込 

取
込 

取
込 

取
込 

自動処理編集中に取り込まれた注文情報は、 

既存の自動処理が実行されます。 

更新後、次の注文取込から新しい自

動処理が実行されます。 

「更新」ボタンクリック 

自動処理を更新すると、次に取り込まれる注文情報から自動処理を実行します。 

自動処理の設定をしている最中に注文情報取込が行われたときに、設定途中の自動処理が実行さ
れてしまわないように次の仕様となっています。 

2-8 自動処理の実行 



3. 処理履歴を確認する 
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検索条件 

  管理番号、自動処理名称、処理日時から処理履歴の検索が可能です。 

  

検索結果 

  「管理番号」をクリックすると、注文情報の確認画面が開きます。 

  「処理条件／処理結果」の詳細をクリックすると、それぞれの情報を確認できます。 

 

※履歴は該当の注文情報が削除されるまで残ります。 

自動処理によって、注文情報が変更された際の履歴を確認することが出来ます。 

   自動処理が行われる前の注文情報はCROSSMALL画面上では確認出来ま

せん。 
 

自動処理が行われる前の注文情報を確認したい場合は、下記の方法でご確認いただけます。 
 ・ 各モールの管理画面にて注文情報を確認する。 
 ・ 注文確認メールを確認する。（注文情報がメールで送られるモールのみ） 

3-1 自動処理履歴 
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【システム管理＞在庫数量変更履歴】にて、在庫数量の変更履歴の確認が可能です。 

自動処理によって、在庫数量が変更された場合は、「処理」が「自動処理」という履歴で表示されます。 

 

 

 

     

   「明細削除」は必ず在庫が戻ります。（在庫が増えます） 
 

自動処理設定の「処理設定」にて、「明細削除」で商品明細行を削除する設定を行った場合、削除
時に必ず在庫が戻ります。 
 
手動で明細を削除する際は、在庫を戻すか戻さないかを選択が出来ますが 
自動処理では選択できませんのでご注意ください。 

3-2 在庫数量変更履歴 


