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１、 商品複製定義とは？ 

メニュー一覧より、 

「システム設定」 

「商品複製定義」 

を選択します。 

[新規登録]をクリックすると 

商品複製定義 店舗選択の 

画面が表示されます。 

クリック 

● １、商品複製定義の設定 

 楽天の商品データを使い、Yahooの商品ページを作りたい！など、 

ある１店舗（複製元）の商品データを使い、別の店舗（複製先）の商品データを作成する際に、 

楽天の「商品名」は、Yahooの「商品名」にコピーしよう！など、 

複製元のどこの項目を複製先ではどこの項目へコピーをしたいのか？ 

その商品項目同士を紐づけるルールを自由に設定することができる画面です。 

※商品複製機能を使用するには、 事前に商品複製定義を設定しておく必要があります。 

イメージ図 

＜ 複製元 ＞ ＜ 複製先 ＞ 

２、 商品複製定義の設定手順は？ 変更！ 

・左メニューキャプチャ 

・新規登録画面キャプチャ 

新規登録を 

クリック 
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【処理モード】とは？ 

「商品複製定義の登録画面へ」  ： 複製元と複製先の商品項目同士の紐付け設定を 

                       ゼロからおこなう場合に利用します。 

「標準設定で商品複製定義を登録」： 複製先と複製元の商品項目同士の紐付け設定が 

                       自動で最低限設定された状態で登録されます。 

                       登録した後でも、項目の紐付け設定は追加・変更・削除が可能です。 

                        ※こちらの「標準設定で～」を選択することをお勧めします。 

複製元店舗、複製先店舗、 

処理モードを選択して、 

[決定]をクリック。 

● １、商品複製定義の設定 

商品複製定義一覧に、 

新規登録したパターンが 

追加されます。 

[編集]をクリックします。 

クリック 

画面下部の 

「編集」をクリック。 

３、 商品複製定義の紐づけ設定を追加・変更・削除するには？ 

変更！ 

・キャプチャ 

・それに伴い左の文章も修正 

クリック 処理モード 

いずれかをクリック 

編集を 

クリック 

変更！ 

・キャプチャ変更 

・それに伴い文章も修正 

・不要になった「編集をクリック」の工程を削除 
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上部の項目をクリックすると 

各項目の紐付け設定が 

表示されます。 

 
追加したい時 
 「行追加」 ボタンで 
 紐付け項目を追加できます。 
 

変更したい時 

複製元項目・複製先項目には、 
ドロップダウンメニューで各項目を選択可能。 
 
削除したい時 
 削除したい行の左の「選択」列のチェックBOXにチェックを入れる。 
「選択行削除」 ボタンで紐付け項目を削除できます。 

● １、商品複製定義の設定 

 商品複製定義の画面で編集できる項目は、６つのカテゴリに分かれています。 

各カテゴリごとに、「複製先項目」「複製元項目」をドロップダウンからそれぞれ選択することができます。 

商品複製定義編集 

変更！ 

・キャプチャ 

・解説 

・行削除→選択行削除 

・紐づけ→紐付け 
行追加 /  

選択行削除 

変更！ 

・キャプチャのみ変更 
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複製先の項目に複製元の内容ではなく、特定の同じ値を登録したい場合に使用します。 

複製元項目に 「固定値」 を選択すると、選択枠の右側にある固定値の入力枠が入力可能になります。 

この入力枠に登録したい値を入力すると、複製先項目にその値を登録することができます。 

商品複製定義 （固定値の設定） 

● １、商品複製定義の設定 

４、 商品複製定義での便利機能（１） ・・・ 「固定値」について 

複製元項目で 

「固定値」を選択。 

  楽天からYahooに複製する際に、全商品「公開」を選択して複製したい！ 

＜ 使用例 １ ＞ 

１、商品複製定義編集画面で「選択項目」をクリック。 

２、複製元項目では、「固定値」を選択。固定値の入力枠に「1」と入力。 

３、複製先項目では、「ページ公開」を選択。 

  ※ Yahooではページ公開「1」が「公開」の設定です。 

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。 

 

＜ 設定 ＞ 

＜ 複製イメージ ＞ 

商品複製定義編集 

店舗別詳細編集 

【 楽天 】 

楽天の倉庫指定で、 

「倉庫に入れる」を選択していても・・・ 

【 Yahoo 】 

Yahooの「ページ公開」は 

必ず「公開」が選択された状態にしたい。 

変更！ 

・キャプチャ 

固定値の入力枠 

２ ３ 

１ 

変更！ 

・キャプチャ 
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● １、商品複製定義の設定 

  楽天からYahooに複製する際に、Yahooの使用中のテンプレートは「IT03」で複製したい！ 

＜ 使用例 ２ ＞ 

１、商品複製定義編集画面で「文字項目」をクリック。 

２、複製元項目では、「固定値」を選択。固定値の入力枠に「IT03」と入力。 

３、複製先項目では、「使用中のテンプレート」を選択。 

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。 

＜ 設定 ＞ 

＜ 複製イメージ ＞ 

商品複製定義編集 

店舗別詳細編集 

【 楽天 】 

楽天の商品情報の中には、 

Yahooの「使用中のテンプレート」に 

紐づける項目がないけど・・・ 

【 Yahoo 】 

Yahooの「使用中のテンプレート」には 

必ず「IT03」が入力された状態にしたい。 

商品複製定義編集 

 複製元の項目内容をそのまま複製するのではなく、一部内容を置換して複製したい場合に使用します。 

各行右側にある 

[置換設定]列の 

「無し」もしくは「有り」を 

クリック。 

５、 商品複製定義での便利機能（２） ・・・ 「置換設定」について 

変更！ 

キャプチャ 

２ ３ 

１ 

置換設定 

クリック 

変更！ 

キャプチャ 

変更！ 

キャプチャ 
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１ 

● １、商品複製定義の設定 

商品複製定義 （置換の設定詳細） 

置換設定の「無し」もしくは「有り」を 

クリックすると、右の置換設定画面が 

表示されます。 

 

「置換モード」「置換内容01～08」 

の設定をおこない、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、 

 置換処理されます。 

２ 

変更！ 

・出品マニュアルにそろえてキャプチャ変更 

１ 

２ 
置換内容01～08 

（追加置換定義） 

クリック 

置換モード 

変更！ 

・文章を出品マニュアルにそろえて変更 【置換モード】 

「単一行」「全ての設定行を対象に置換」 の設定 

【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します。それ以降の置換設定

は処理されません。 

【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。 

 

「『*』は１文字以上の任意文字にマッチ」の設定 

置換したい値の始まりと終わりは決まっていてその間の文字を置換したい時に使用します。 

（例） 【送料無料】特製リップクリーム【あす楽】【メール便可】 の【】とその中の文字を削除したい。 

＝上図のように、「前」に「【*】」、「後」に「（空白）」を設定すると、複製後「特製リップクリーム」と登録され

ます。 

     

完全に一致した場合に置換 の設定  

複製項目の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。 

チェックを入れたとき、完全に一致しなければ置換されません。 

 

【置換内容 01 ～08】 【追加置換定義】 

置換設定画面には、置換内容の入力枠が最大８個まであります。置換したい内容が８枠では足りない

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]の[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。※項目置換定義についての詳細は、 P.63を参照してください。 
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● １、商品複製定義の設定 

＜ 使用例 ＞ 
  楽天からYahooに複製する際に、商品名から下記の値を全て削除して複製したい！ 

    ▼ 削除したい値 

      ・<br> 

      ・<BR> 

      ・【送料無料】 

      ・【あす楽】 

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

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。 

 

２、置換モードは、 

 「全ての設定行を対象に置換」を選択。 

 「*」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つけない。 

 

３、置換内容には、下記を設定し、保存。 

 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。 

＜ 設定 ＞ 

商品複製定義編集 

＜ 複製イメージ ＞ 

店舗別詳細編集 

【 楽天 】 

【 Yahoo 】 

変更！ 

・かき⇒下記 



Copyright © I'LL inc. All rights reserved. 10 

【税考慮機能】とは 

 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」を用意しています。 

設定は、数値項目の置換設定の画面からおこなうことができます。 

● １、商品複製定義の設定 

６、 商品複製定義での便利機能（３） ・・・ 税考慮機能について 

変更！ 

・全体的に出品マニュアルの内容に差し替え 

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

複製することができます。設定は、数値項目の置換設定の画面からおこなうことができます。 

【税対応】 内税/外税を考慮して複製 の設定  

価格を「税抜価格」から「税込価格」に、もしくは「税込価格」から「税抜価格」に計算して複製したい時にチェ

ックを入れます。 

※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。 

新規で商品複製する際に、商品複製定義で複製先に税区分が定義されていない場合は、各モールの初期

値の税区分（例：楽天は「税込」等） で判断します。 

3-3 税考慮機能について 

＜手順＞ 

1. 商品複製定義編集の「数値項目」を選択し、「置換設定」の「無し（もしくは 

  有り）」をクリックします。 

1. 「内税／外税を考慮して複製」を設定します。 
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● １、商品複製定義の設定 

＜ 使用例 ＞ 

  楽天からYahooに複製する際に、 

  楽天では「販売価格」を「消費税別」で登録しているが、Yahooへは「税込価格」になるように複製したい！ 

１、「選択項目」を選択。 

２、複製元項目「消費税」を選択。 

  複製先項目「課税対象」を選択。 

  置換設定の「有り（or無し）」をクリック。 

３、CROSSMALL（置換設定）画面にて、 

  置換モード「単一行」を選択。 

  01：前「1」、後「0」 

  02：前「0」、後「1」 ⇒保存。 

  ※置換内容01と02は逆でもOK。 

    ただし、置換モードは必ず「単一行」 

    を選択してください。 

  （税区分コードは楽天/Yahooで逆のため） 

 

４、「数値項目」を選択。 

５、複製元項目「販売価格」を選択。 

  複製先項目「通常販売価格」を選択。 

  置換設定の「有り（or無し）」をクリック。 

６、CROSSMALL（置換設定）画面にて、 

  置換モード「単一行」を選択。 

  税対応「内税/外税を考慮して複製」に 

  チェックを入れてください。 ⇒保存。 

 

７、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。 

＜ 設定 ＞ 

商品複製定義編集 

＜ 複製イメージ ＞ 

店舗別詳細編集 

【 楽天 】 

【 Yahoo 】 

例） 

販売価格「1,000円」 

消費税区分「消費税別」 

例） 

通常販売価格「1,080円」 

課税対象「はい」（消費税込） 

＜変更前＞ 

01前「1」、後「0」 

02前「0」、後「1」 
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商品複製をする際に、置換したい内容が８枠では足りない時、複製設定の置換内容として使いまわし 

たい時に、項目置換定義で事前に設定した内容も置換させることができます。 

メニュー一覧より、 

「システム設定」 

「項目置換定義」を選択します。 

項目置換定義一覧 

の画面が表示。 

 

 
新規登録したい時 
 「新規登録」をクリック。 
 

編集したい時 

 「置換名」をクリック。 
 
※不要になり削除したい時は、「削除」をクリック。 

● ２、項目置換定義の設定 

「項目置換定義」の新規登録・編集方法について 

項目置換定義編集 

項目置換定義編集画面が表示されます。 

 

「置換コード」「置換名」等を自由に入力。 

 「置換名」は、商品複製定義編集の 

 CROSSMALL置換設定-追加置換定義 

 のプルダウンにて選択肢名として表示されます。 

 

左下の 「行追加」 「選択行削除」 にて 

置換内容の追加・削除が可能です。 

 

 「更新（or 登録）」ボタンで登録は完了。 

クリック 

置換名 

新規登録 

削除 

クリック 

「行追加」「選択行削除」 

更新ボタン 

「行追加」「行削除」 

＜変更前＞ 

「更新」ボタンで登録は完了。 

＜変更前＞ 

左下の 「行追加」 「行削除」 にて 
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■ 商品複製定義への反映設定 

[システム設定]-[商品複製定義]の置換設定画面にある「追加置換定義」の項目から、 

事前に項目置換定義で作成した置換名（置換設定）を選択できます。 

追加置換定義を設定することで、選択した置換設定もあわせて置換され複製されます。 

商品複製定義編集 （CROSSMALL置換設定） 

商品複製定義の置換設定画面で 

「追加置換定義」の項目から 

項目置換定義で登録した置換名を 

選択追加します。 

 

「保存」ボタンで登録を決定。 

 

これで項目置換定義で登録した 

置換設定を、商品複製定義へ追加 

することができます。 

● ２、項目置換定義の設定 

追加置換定義 

保存ボタン 
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商品情報に登録されているカテゴリコードは、同じ商品であっても、各モールの仕様に従って異なるコード

が割り振られています。このカテゴリコードを、各モールの仕様にあったコードに置換して商品複製するた

めの支援機能が「モールカテゴリ置換支援機能」です。 

こんなお客様のためにご用意しております！ 

＜お客様からのご要望＞ 

商品複製をおこなうときに、カテゴリの設定も複製できないか？ 

モールごとにカテゴリのコードが違うので、それぞれのモールのコードを調べたり登録したりす

るのは大変で・・・  

＜置換定義支援機能で解決！＞ 

既にクロスモールにご登録されている店舗商品から、モール間のカテゴリコードの置換定義を

作成する支援機能、それが置換定義支援機能です。 

● ３、モールカテゴリ置換定義支援機能 

＜ 複製イメージ ＞ 

店舗別詳細編集 

【 楽天 】 

楽天では、本・雑誌・コミック>カレンダー・ポスター・

パンフレット>カレンダー（アニメ）の 

「全商品ディレクトリID」は「112328」。 

【 Yahoo 】 

Yahooでは、本、雑誌、コミック>関連グッズ>その他趣味>

カレンダーの「プロダクトカテゴリ」は「11495」なので、

「11495 」に置換された状態にしたい。 

＜ 使用例 ＞ 

  楽天の「全商品ディレクトリID」を、Yahooの正しい「プロダクトカテゴリ」に置換して複製したい！ 

＜変更前＞ 

楽天では、レディースファッション>Tシャツの 

「全商品ディレクトリID」は「303660」。 
＜変更前＞ 

Yahooでは、レディースファッション>Tシャツの 

「プロダクトカテゴリ」は「1451」なので、 

「1451」に置換された状態にしたい。 
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※カテゴリコードと認識されない 

  上記の値を設定してください。 

任意で入力 

「新規登録」から 

項目置換定義を 

新規で作成します。 

置換コード、置換名 

などを任意で入力。 

 

変換値を設定。 

 前：＊ 

 後：（空白） 

 

「更新」ボタンで 

設定を確定します。 

変換値を登録 

 前：＊ 

 後：（空白） 

新規作成を 

クリック 

更新をクリック 

して確定 

● ３、モールカテゴリ置換定義支援機能 

クリック 

メニュー一覧の[システム設定] 

 -[項目置換定義]をクリック。 

「モールカテゴリ置換定義支援」の新規登録方法について 

更新をクリック 

して確定 

変換値を登録 

 前：＊ 

 後：（空白） 

任意で入力 

新規登録を 

クリック 

クリック 
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置換定義支援を 

クリック 

複製元店舗と 

複製先店舗を 

選択 設定画面へを 

クリック 

● ３、モールカテゴリ置換定義支援機能 

（Ａ）複製先の候補がある状態 
複製先の値が入ります 

登録したい設定には 

チェックを入れておいてください。 

※除外したい場合は、 

  チェックを外してください。 更新をクリック 

して確定 

（Ｂ）複製先の候補がない状態 
複製先の値が空白で、背景が赤色 

モールカテゴリの設定画面では、上部タブの[新規追加候補]の画面を編集します。 

※複製先のコードは、各行の「選択」から 

  任意に設定することも可能です。 

更新をクリック 

して確定 

（Ａ）複製先の候補がある状態 
複製先の値が入ります 

設定画面へを 

クリック 

複製元店舗と 

複製先店舗を 

選択 

置換定義支援を 

クリック 

（Ｂ）複製先の候補がない状態 
複製先の値が空白で、背景が赤色 

登録したい設定には 

チェックを入れておいてください。 

※除外したい場合は、 

  チェックを外してください。 
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■ 商品複製定義への反映設定 

例）楽天の「全商品ディレクトリID」を、Yahooの正しい「プロダクトカテゴリ」に置換して複製したい場合。 

クリック 

保存を 

クリック 

・単一行：チェック 

・「*」は１文字以上の任意文字にマッチ：チェック 

・完全一致した場合に置換：チェック 

・追加置換定義：置換定義支援を追加 

 した項目置換定義を設定 

更新をクリック 

して確定 

● ３、モールカテゴリ置換定義支援機能 

クリック 

メニュー一覧の[システム設定] 

 -[商品複製定義]を選択。 

 

複製元店舗「楽天」 

複製先店舗「Yahoo」の行の 

編集をクリック。 

「文字項目」を選択。 

複製元項目では「全商品ディレクトリID」を 

複製先項目では「プロダクトカテゴリ」を選択し、 

置換設定「無し（or有り）」をクリック。 

編集をクリック 

メニュー一覧の[システム設定] 

 -[商品複製定義]を選択。 

 

複製元店舗「楽天」 

複製先店舗「Yahoo」の行の 

いずれかの店舗名をクリック。 

クリック 

・単一行：チェック 

・「*」は１文字以上の任意文字にマッチ：チェック 

・完全一致した場合に置換：チェック 

・追加置換定義：置換定義支援を追加 

 した項目置換定義を設定 

更新をクリック 

して確定 

保存を 

クリック 
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一度設定した置換定義支援の設定内容を更新する場合は、「置換定義支援の設定追加」と同じ操作で、

モールカテゴリの設定画面を開いて編集することができます。 

更新をクリック 

して確定 

モールカテゴリ置換定義 

支援の画面上部に 

設定した置換設定が種類 

別に登録されています。 
１ 

●新規追加候補 

・複製元商品のカテゴリコードが項目置換定義に未登録の設定 

●変更なし候補 

・上記３つの項目に該当しない場合の設定。 

●変更あり候補 

・上記２つの項目に該当せず、複製元か複製先のカテゴリコードが空白の設定 

・複製元か複製先のカテゴリコードが、各モールカテゴリに未登録のカテゴリコードである設定。 

・複製先のカテゴリコードが候補と異なる設定。 

●削除候補 

・複製元の値が複製元商品のカテゴリコードに存在しない設定 

上部タブ別の設定項目内容 １ 

● ３、モールカテゴリ置換定義支援機能 

「モールカテゴリ置換定義支援」の更新方法について 

更新をクリック 

して確定 
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商品複製の手順  

＜手順＞ 

1．出品処理＞商品一括処理にて、 

 編集対象で「複製元」店舗を選択し商品検索 

（例）楽天を元に、Yahoo商品を作成したい場合 

  編集対象は「楽天」で商品を検索します 

 

２．複製したい商品の左にチェックを入れ、 

 画面下部の「商品複製」をクリック 

 ⇒商品複製用のウィンドウが表示されます 

 

３．「複製先店舗」 で複製先の店舗に 

 チェックを入れ、「複製開始」をクリック 

 ⇒商品複製が完了します。 

 

【複製オプション】 

■ 既に値がある場合は上書きしない 

複製先に複製元と同じ商品が存在している場合、

複製先に既に値が存在している項目は複製され 

ません。 

■ 複製する項目を選択 

特定の項目のみを複製したい場合に、 

複製したい項目を選択して複製できます。 

■項目選択肢設定／在庫項目選択肢設定 

複製先が、楽天・FutureShop2 ・ショップ 

サーブ・MakeShop・SHOPLIST・ポンパレ 

モールの場合に表示されます。 

新商品の時など、複製先にこちらの項目を 

出品して反映したい場合は、「更新する」 

を選択してください。 

 

４．商品複製の画面が自動で消えると複製は完了。  

 ⇒この場合、必須項目も埋まり、文字数オーバーや使えないタグ等の使用も無いので、 

  そのまま出品処理が可能です。 

  ※エラーがある場合は「複製は完了しましたが、複製先の店舗別商品にエラーが 

  あります。」と表示されますので、商品一括処理にて複製先店舗の商品を検索し、 

  商品名をクリックした画面にてエラーを修正する必要があります。 

● 4、商品を複製して登録する 

複製先店舗 

複製オプション 


