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1. 表の見方 
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テキスト項目 

複製元項目   固定値 必須 複製先項目   置換設定 置換モード チェックボックス   01 02 03 04 05 06 07 08 

商品名 n 【必】 商品名   有り 全て 「*」 前 <br> <BR>             

                完全に一致 後 （空欄） （空欄）             

PC用商品説明文       商品説明   無し 単一行   前                 

                  後                 

モバイル用キャッチコピー       キャッチコピー   無し 単一行   前                 

                  後                 

表の見方 

① 

① 複製定義のタブ名称です。 

 

② 固定値 

  固定値欄に設定される値を示します。 

 

③ 必須 

  複製先項目が複製先店舗の必須項目の場合は 

  【必】の文字が入ります。 

 

④ 置換設定 

  置換設定の有る項目は「有り」が入ります。 

  置換設定の無い項目は「無し」が入ります。 

② ③ ④ 

① 

② ④ 

⑤ 背景色が赤色・・・ 
 既存の標準複製定義から変更点がある項目です。 

 

⑥ 背景色が青色・・・ 
 標準複製定義に新規追加された項目です。 

 

⑦ 参考 
  既存の標準複製定義から削除された項目（値）を記載します。 

参考 

※旧標準複製定義に存在しておりました【SKU残り表示閾値】⇒【項目選択肢別在庫用残り表示閾値】は削除しました。 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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テキスト項目 

複製元項目   固定値 必須 複製先項目   置換設定 置換モード チェックボックス   01 02 03 04 05 06 07 08 

商品名 n 【必】 商品名   有り 全て 「*」 前 <br> <BR>             

                完全に一致 後 （空欄） （空欄）             

PC用商品説明文       商品説明   無し 単一行   前                 

                  後                 

モバイル用キャッチコピー       キャッチコピー   無し 単一行   前                 

                  後                 

⑧ ⑨ ⑩ 

表の見方 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑧ 置換モード 

 置換モードを示します。 

 全て：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。 

 単一行：０１～０８の全ての設定内容を置換します。 

 

⑨ チェックボックス 

 オプションのチェックボックスの状態を示します。 

 「*」：【「*」は１文字以上の任意文字にマッチ】にチェックが入ります。 

 完全に一致：【完全に一致した場合に置換】にチェックが入ります。 

 （空欄）：チェックボックスにチェックは入りません。 

 

  税対応（数値項目タブのみ） 
 オプションのチェックボックスの状態を示します。 

 内税／外税：【内税／外税を考慮して複製】にチェックが入ります。 

 （空欄）：チェックボックスにチェックは入りません。 

 

⑩ 置換設定の内容を示します。 
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２. 複製先店舗別 項目一覧 
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複製元店舗：Amazon / 複製先店舗：楽天市場 

文字項目 

複製元項目   固定値 必須 複製先項目   置換設定 置換モード チェックボックス   01 02 03 04 05 06 07 08 

基本商品コード     【必】 商品番号   無し 単一行   前                 

                  後                 

基本商品コード     【必】 商品管理番号(URL)   無し 単一行   前                 

                  後                 

テキスト項目 

複製元項目   固定値 必須 複製先項目   置換設定 置換モード チェックボックス   01 02 03 04 05 06 07 08 

商品名     【必】 商品名   無し 単一行   前                 

                  後                 

商品のコンディション説明       PC用商品説明文   無し 単一行   前                 

                  後                 

選択項目 

※設定無し 

数値項目 

複製元項目   固定値 必須 複製先項目   置換設定 置換モード チェックボックス   01 02 03 04 05 06 07 08 

販売価格     【必】 販売価格   無し 単一行 内税／外税 前                 

                  後                 

日付項目 

※設定無し 

画像項目 

※設定無し 


