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1. 表の見方



Copyright (C) I'LL,inc. All rights reserved. 4

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：楽天市場 / 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】 商品管理番号URL 無し 単一行 前

後

基本商品コード 【必】 商品番号 無し 単一行 前

後

全商品ディレクトリID 【必】 全商品ディレクトリID 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 商品名 無し 単一行 前

後

PC用商品説明文 PC用商品説明文 無し 単一行 前

後

PC用キャッチコピー PC用キャッチコピー 無し 単一行 前

後

表示先カテゴリ1 表示先カテゴリ1 無し 単一行 前

後

表示先カテゴリ2 表示先カテゴリ2 無し 単一行 前

後

表示先カテゴリ3 表示先カテゴリ3 無し 単一行 前

後

表示先カテゴリ4 表示先カテゴリ4 無し 単一行 前

後

表示先カテゴリ5 表示先カテゴリ5 無し 単一行 前

後

モバイル用キャッチコピー モバイル用キャッチコピー 無し 単一行 前

後

スマートフォン用商品説明文 スマートフォン用商品説明文 無し 単一行 前

後

モバイル用商品説明文 モバイル用商品説明文 無し 単一行 前

後

PC用販売説明文 PC用販売説明文 無し 単一行 前

後

医薬品説明文 医薬品説明文 無し 単一行 前

（※2018/4/18リリースにて追加） 後

医薬品注意事項 医薬品注意事項 無し 単一行 前

（※2018/4/18リリースにて追加） 後

※「医薬品説明文」「医薬品注意事項」項目に関しては、【システム設定＞店舗情報＞楽天市場店】にて「医薬品」項目が「利用している」の場合のみ標準定義が設定されます。
※「医薬品説明文」「医薬品注意事項」項目を手動で追加することは可能です。
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複製元店舗：楽天市場 / 複製先店舗：楽天市場

選択項目

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

消費税 消費税 無し 単一行 前
後

送料 送料 無し 単一行 前
後

固定値 n 表示先カテゴリ1更新 無し 単一行 前
後

固定値 n 表示先カテゴリ2更新 無し 単一行 前
後

固定値 n 表示先カテゴリ3更新 無し 単一行 前
後

固定値 n 表示先カテゴリ4更新 無し 単一行 前
後

固定値 n 表示先カテゴリ5更新 無し 単一行 前
後

倉庫指定 倉庫指定 無し 単一行 前
後

在庫タイプ 在庫タイプ 無し 単一行 前
後

二重価格文言管理番号 二重価格文言管理番号 無し 単一行 前
後

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 税対応 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

表示価格 表示価格 無し 単一行 内税／外税 前
後

在庫あり時納期管理番号 在庫あり時納期管理番号 無し 単一行 前
後

在庫切れ時納期管理番号 在庫切れ時納期管理番号 無し 単一行 前
後

カテゴリでの表示順序 【必】 カテゴリでの表示順序 無し 単一行 前
後

SKU残り表示閾値 SKU残り表示閾値 無し 単一行 前
後
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複製元店舗：楽天市場 / 複製先店舗：楽天市場
日付項目

※設定無し

画像項目

複製元項目 固定値 必須 複製先項目

商品画像（1） 商品画像（1）

商品画像（2） 商品画像（2）

商品画像（3） 商品画像（3）

商品画像（4） 商品画像（4）

商品画像（5） 商品画像（5）

商品画像（6） 商品画像（6）

商品画像（7） 商品画像（7）

商品画像（8） 商品画像（8）

商品画像（9） 商品画像（9）

商品画像（10） 商品画像（10）

商品画像（11） 商品画像（11）

商品画像（12） 商品画像（12）

商品画像（13） 商品画像（13）

商品画像（14） 商品画像（14）

商品画像（15） 商品画像（15）

商品画像（16） 商品画像（16）

商品画像（17） 商品画像（17）

商品画像（18） 商品画像（18）

商品画像（19） 商品画像（19）

商品画像（20） 商品画像（20）

白背景画像 白背景画像

□画像フォルダパスを保持しない（チェックを外す）



Copyright (C) I'LL,inc. All rights reserved. 10

複製元店舗：楽天市場 / 複製先店舗：楽天市場

SKU項目
（※2018/2/28リリースにて追加）

複製元項目 固定値 必須 複製先項目

在庫切れ時の注文（SKU） 在庫切れ時の注文（SKU）

在庫あり時の期管理番号（SKU） 在庫あり時の期管理番号（SKU）

在庫切れ時納期管理番号（SKU） 在庫切れ時納期管理番号（SKU）
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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】 商品コード 無し 単一行 前

後

全商品ディレクトリID プロダクトカテゴリ 有り 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 有り 全て 前 <br> <BR>

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

表示先カテゴリ1 【必】 ストア内カテゴリ 有り 全て 前 ¥

後 :

表示先カテゴリ2 ストア内カテゴリリンク1 有り 全て 前 ¥

後 :

表示先カテゴリ3 ストア内カテゴリリンク2 有り 全て 前 ¥

後 :

表示先カテゴリ4 ストア内カテゴリリンク3 有り 全て 前 ¥

後 :

表示先カテゴリ5 ストア内カテゴリリンク4 有り 全て 前 ¥

後 :

表示先カテゴリ1 METAdescription 有り 全て 前 ¥ 【 】

後 , (空欄） (空欄）

モバイル用商品説明文 商品情報 有り 全て 前 <br> <BR>

後 (空欄） (空欄）

スマートフォン用商品説明文 スマートフォン用フリースペース 無し 単一行 前

後

PC用販売説明文 フリースペース1 無し 単一行 前

後

複製元店舗：楽天市場 / 複製先店舗：Yahoo!ショッピング
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複製元店舗：楽天市場 / 複製先店舗：Yahoo!ショッピング
選択項目

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

倉庫指定 ページ公開 有り 単一行 前 0 1

後 1 0

送料 送料無料アイコン 無し 単一行 前

後

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

税対応 01 02 03 04 05 06 07 08

販売価格 【必】 通常販売価格 無し 単一行 前

後

表示価格 メーカー希望小売価格 有り 単一行 前
後

open

(空欄）

配送方法セット 配送グループ管理番号 無し 単一行 前

（※2018/9/26リリースにて追加） 後

日付項目

複製元項目 固定値 必須 複製先項目

販売指定期間（開始） 販売指定期間（開始）

販売指定期間（終了） 販売指定期間（終了）

画像項目

複製元項目 固定値 必須 複製先項目

商品画像（1） 商品画像

商品画像（2） 商品詳細画像1

商品画像（3） 商品詳細画像2

商品画像（4） 商品詳細画像3

商品画像（5） 商品詳細画像4

商品画像（6） 商品詳細画像5

□画像フォルダパスを保持しない
（チェックを外す）
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複製元店舗：楽天市場 / 複製先店舗：ショップサーブ
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

全商品ディレクトリID 【必】 ショップサーブカテゴリ 有り 単一行 「*」 前 *

完全に一致 後（空欄）

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

表示先カテゴリ1 カテゴリ1 有り 全て 前 ¥
後 <>

表示先カテゴリ2 カテゴリ2 有り 全て 前 ¥
後 <>

表示先カテゴリ3 カテゴリ3 有り 全て 前 ¥
後 <>

表示先カテゴリ4 カテゴリ4 有り 全て 前 ¥
後 <>

表示先カテゴリ5 カテゴリ5 有り 全て 前 ¥
後 <>

PC用販売説明文 【必】 メイン紹介文 無し 単一行 前
後

PC用商品説明文 サブ紹介文1 無し 単一行 前
後

PC用キャッチコピー 商品ページキーワード 無し 単一行 前
後

モバイル用キャッチコピー 【必】 外部用キャッチコピー 無し 単一行 前
後

モバイル用キャッチコピー 内部用キャッチコピー 無し 単一行 前
後

モバイル用キャッチコピー 携帯用内部キャッチコピー 無し 単一行 前
後

モバイル用キャッチコピー 携帯用内部用キャッチコピー(スマートフォン) 無し 単一行 前
後

モバイル用商品説明文 携帯用サブ紹介文2 無し 単一行 前
後

スマートフォン用商品説明文 携帯用サブ紹介文2（スマートフォン） 無し 単一行 前
後
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複製元店舗：楽天市場 / 複製先店舗：ショップサーブ
選択項目

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

倉庫指定 商品ページの公開 有り 単一行 前 0 1

後 Y N

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 税対応 01 02 03 04 05 06 07 08

販売価格 【必】 販売価格 無し 単一行 前

後

表示価格 定価 無し 単一行 前

後

日付項目

複製元項目 固定値 必須 複製先項目

販売指定期間（開始） 陳列期間・セール期間（開始）

販売指定期間（終了） 陳列期間・セール期間（終了）

画像項目

複製元項目 固定値 必須 複製先項目

商品画像（1） メイン画像

商品画像（1） サブ画像1

商品画像（2） サブ画像2

商品画像（3） サブ画像3

商品画像（4） サブ画像4

商品画像（5） サブ画像5

商品画像（6） サブ画像6

商品画像（7） サブ画像7

商品画像（8） サブ画像8

商品画像（9） サブ画像9

商品画像（10） サブ画像10

複製元項目 固定値 必須 複製先項目

商品画像（11） サブ画像11

商品画像（12） サブ画像12

商品画像（13） サブ画像13

商品画像（14） サブ画像14

商品画像（15） サブ画像15

商品画像（16） サブ画像16

商品画像（17） サブ画像17

商品画像（18） サブ画像18

商品画像（19） サブ画像19

商品画像（20） サブ画像20
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複製元店舗：楽天市場 / 複製先店舗：futureshop
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URLコード 無し 単一行 前

後

基本商品コード 【必】 商品番号 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 有り 全て 前<br> <BR>

後（空欄）（空欄）

スマートフォン用商品
説明文

商品説明（スマートフォン） 無し 単一行 前

後

PC用キャッチコピー キャッチコピー 無し 単一行 前

後

表示先カテゴリ1 【必】 メイングループ 有り 単一行 前 ¥

後 /

表示先カテゴリ2 サブグループ1 有り 単一行 前 ¥

後 /

表示先カテゴリ3 サブグループ2 有り 単一行 前 ¥

後 /

表示先カテゴリ4 サブグループ3 有り 単一行 前 ¥

後 /

表示先カテゴリ5 サブグループ4 有り 単一行 前 ¥

後 /

PC用販売説明文 商品説明文 無し 単一行 前

後

PC用商品説明文 下部コメント 無し 単一行 前

後
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複製元店舗：楽天市場 / 複製先店舗：futureshop

選択項目

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

倉庫指定 ステータス 無し 単一行 前

後

固定値 n サブグループ1更新 無し 単一行 前

後

固定値 n サブグループ2更新 無し 単一行 前

後

固定値 n サブグループ3更新 無し 単一行 前

後

固定値 n サブグループ4更新 無し 単一行 前

後

送料 送料 無し 単一行 前

後

消費税 消費税 無し 単一行 前

後

再入荷お知らせボタン 入荷お知らせメールボタン表示 無し 単一行 前

後

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 税対応 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

表示価格 通常価格（定価） 無し 単一行 内税/外税 前

後

カテゴリでの表示順序 優先度 無し 単一行 前

後
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複製元店舗：楽天市場 / 複製先店舗：futureshop

日付項目

複製元項目 固定値 必須 複製先項目

販売指定期間（開始） 販売期間（From)

販売指定期間（終了） 販売期間（To）

画像項目

複製元項目 固定値 必須 複製先項目

商品画像（1） 商品画像1

商品画像（1） サムネイル

商品画像（2） 商品画像2

商品画像（3） 商品画像3

参考

※旧標準複製定義に存在しておりました下記の2項目は削除しました。

【モバイル用商品説明文】⇒【商品説明文（モバイル）】

【PC用商品説明文】⇒【下部コメント（モバイル）】
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複製元店舗：楽天市場 / 複製先店舗：SHOPLIST

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

商品管理番号（URL） 【必】 商品管理番号（商品URL） 無し 単一行 前

後

商品番号 【必】 商品番号 無し 単一行 前

後

全商品ディレクトリID 【必】 全商品ディレクトリID 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

モバイル用キャッチコピー モバイル用キャッチコピー 無し 単一行 前

後

モバイル用商品説明文 モバイル用商品説明文 無し 単一行 前

後

選択項目

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

消費税 【必】 消費税 無し 単一行 前

後

倉庫指定 【必】 倉庫指定 無し 単一行 前

後

在庫タイプ 【必】 在庫タイプ 無し 単一行 前

後

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 税対応 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
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複製元店舗：楽天市場 / 複製先店舗：SHOPLIST

日付項目

複製元項目 固定値 必須 複製先項目

予約商品発売日 予約商品発売日

販売指定期間（開始） 販売開始日時

販売指定期間（終了） 販売終了日時

画像項目

複製元項目 固定値 必須 複製先項目

商品画像（1） 商品画像（1）

商品画像（2） 商品画像（2）

商品画像（3） 商品画像（3）

商品画像（4） 商品画像（4）

商品画像（5） 商品画像（5）

商品画像（6） 商品画像（6）

商品画像（7） 商品画像（7）

商品画像（8） 商品画像（8）

商品画像（9） 商品画像（9）

商品画像（10） 商品画像（10）

商品画像（11） 商品画像（11）

商品画像（12） 商品画像（12）

商品画像（13） 商品画像（13）

商品画像（14） 商品画像（14）

商品画像（15） 商品画像（15）

商品画像（16） 商品画像（16）

商品画像（17） 商品画像（17）

商品画像（18） 商品画像（18）

商品画像（19） 商品画像（19）

商品画像（20） 商品画像（20）

□画像フォルダパスを保持しない（チェックを外す）
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複製元店舗：楽天市場 / 複製先店舗：Amazon
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】 店舗商品コード 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

選択項目

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

固定値 L 【必】 出品ファイルタイプ 無し 単一行 前

後

固定値 n 【必】 商品のコンディション 無し 単一行 前

後

固定値 4 【必】 商品コード（JANコード等）のタイプ 無し 単一行 前

後

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 税対応 01 02 03 04 05 06 07 08

販売価格 【必】 販売価格 無し 単一行 前

後

日付項目

※設定無し

画像項目

※設定無し
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複製元店舗：楽天市場 / 複製先店舗：MakeShop

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

商品番号 【必】 独自商品コード 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 有り 全て 前 <br> <BR>

後 （空欄） （空欄）

PC用商品説明文 PC用メイン商品説明文 無し 単一行 前

後

スマートフォン用商品説
明文

スマホ商品説明1 無し 単一行 前

後

表示先カテゴリ1 カテゴリーパス（基本カテゴリー） 無し 単一行 前

後

選択項目

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

倉庫指定 【必】 商品表示可否 有り 単一行 前 0 1

後 Y N

再入荷お知らせボタン 【必】 再入荷お知らせ 有り 単一行 前 1 0

後 Y N
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複製元店舗：楽天市場 / 複製先店舗：MakeShop

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 税対応 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

表示価格 定価 有り 単一行 内税／外税 前 open

後 （空欄）

日付項目

複製元項目 固定値 必須 複製先項目

販売指定期間（開始） 掲載開始日

販売指定期間（終了） 掲載終了日

画像項目

複製元項目 固定値 必須 複製先項目

商品画像（1） 拡大画像名

商品画像（1） 普通画像名

商品画像（1） 縮小画像名

商品画像（2） 追加商品画像1

商品画像（3） 追加商品画像2

商品画像（4） 追加商品画像3
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複製元店舗：楽天市場 / 複製先店舗：ポンパレモール

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ID 無し 単一行 前
後

商品管理番号（URL） 【必】 商品管理ID（URL） 無し 単一行 前
後

送料区分1 独自送料グループ(1) 無し 単一行 前
後

送料区分2 独自送料グループ(2) 無し 単一行 前
後

闇市パスワード シークレットセールパスワード 無し 単一行 前
後

全商品ディレクトリID 【必】 モールジャンルID 有り 単一行 「*」 前 *
完全に一致 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

PC用キャッチコピー キャッチコピー 無し 単一行 前

後

PC用商品説明文 商品説明（1） 無し 単一行 前

後

PC用販売説明文 商品説明（2） 無し 単一行 前

後

モバイル用商品説明文 商品説明（テキストのみ） 無し 単一行 前

後

スマートフォン用商品説明文 商品説明（スマートフォン用） 無し 単一行 前

後

表示先カテゴリ1 ショップ内カテゴリ1 無し 単一行 前

後

表示先カテゴリ2 ショップ内カテゴリ2 無し 単一行 前

後

表示先カテゴリ3 ショップ内カテゴリ3 無し 単一行 前

後

表示先カテゴリ4 ショップ内カテゴリ4 無し 単一行 前

後

表示先カテゴリ5 ショップ内カテゴリ5 無し 単一行 前

後
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複製元店舗：楽天市場 / 複製先店舗：ポンパレモール

選択項目

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

倉庫指定 販売ステータス 有り 単一行 前 0

後 2

消費税 【必】 消費税 有り 単一行 前 0 1

後 1 2

送料 【必】 送料 無し 単一行 前

後

代引料 【必】 代引料 無し 単一行 前

後

のし対応 【必】 のし対応 無し 単一行 前

後

商品問合せボタン 【必】 商品問合せリンク 無し 単一行 前

後

在庫タイプ 【必】 在庫タイプ 有り 単一行 前 0

後 3

在庫数表示 在庫表示 有り 単一行 前 0

後 3

固定値 n ショップ内カテゴリ1コントロールカラム 無し 単一行 前

後

固定値 n ショップ内カテゴリ2コントロールカラム 無し 単一行 前

後

固定値 n ショップ内カテゴリ3コントロールカラム 無し 単一行 前

後

固定値 n ショップ内カテゴリ4コントロールカラム 無し 単一行 前

後

固定値 n ショップ内カテゴリ5コントロールカラム 無し 単一行 前

後
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複製元店舗：楽天市場 / 複製先店舗：ポンパレモール

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 税対応 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

表示価格 表示価格 無し 単一行 内税／外税 前

後

個別送料 個別送料 有り 単一行 前 -1

後 （空欄）

注文受付数 注文受付数 有り 単一行 前 -1

後 （空欄）

SKU残り表示閾値 SKU在庫用残り表示閾値 無し 単一行 前

後

カテゴリでの表示順序 【必】 ショップ内カテゴリでの表示順位 有り 単一行 前 99999999

後 1000

日付項目

複製元項目 固定値 必須 複製先項目

販売指定期間（開始） 販売指定期間（開始日時）

販売指定期間（終了） 販売指定期間（終了日時）

画像項目

複製元項目 固定値 必須 複製先項目

商品画像（1） 商品画像（1）

商品画像（2） 商品画像（2）

商品画像（3） 商品画像（3）

商品画像（4） 商品画像（4）

商品画像（5） 商品画像（5）

商品画像（6） 商品画像（6）

商品画像（7） 商品画像（7）

商品画像（8） 商品画像（8）

商品画像（9） 商品画像（9）

□画像フォルダパスを保持しない
（チェックを外す）



Copyright (C) I'LL,inc. All rights reserved. 26

複製元店舗：楽天市場 / 複製先店舗：Qoo10

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】 販売者商品コード 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

選択項目

※設定無し

数値項目

※設定無し

日付項目

※設定無し

画像項目

※設定無し
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複製元店舗：楽天市場 / 複製先店舗：eBay

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】 商品コード 無し 単一行 前

後

基本商品コード 【必】 Item ID 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

選択項目

※設定無し

数値項目

※設定無し

日付項目

※設定無し

画像項目

※設定無し
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複製元店舗：楽天市場 / 複製先店舗：aishipR

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】 商品管理番号 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

選択項目

※設定無し

数値項目

※設定無し

日付項目

※設定無し

画像項目

※設定無し
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複製元店舗：楽天市場 / 複製先店舗：LINE FLASH SALE

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】 商品コード 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

選択項目

※設定無し

数値項目

※設定無し

日付項目

※設定無し

画像項目

※設定無し
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複製元店舗：楽天市場 / 複製先店舗：ヤフオク!

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】 管理番号 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】 タイトル 無し 単一行 前

後

選択項目

※設定無し

数値項目

※設定無し

日付項目

※設定無し

画像項目

※設定無し
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文字項目

複製元項目 固定値 必須 複製元項目 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】 商品コード 無し 単一行 前

後

基本商品コード 【必】 管理用ID 無し 単一行 前

後

全商品ディレクトリID カテゴリID 有り 単一行 「*」 前 *

完全に一致 後

闇市パスワード パスワード制限設定 無し 単一行 前

後

テキスト項目

複製元項目 固定値 必須 複製元項目 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

PC用商品説明文 【必】 商品説明(共通) 無し 単一行 前

後

選択項目

複製元項目 固定値 必須 複製元項目 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

在庫数表示 残り在庫表示区分 有り 単一行 前 0 1

後 1 2

送料 【必】 送料設定区分 有り 単一行 前 0 1

後 1 2

固定値 1 【必】 税区分 無し 単一行 前

後

固定値 1 選択肢別残り在庫表示区分 無し 単一行 前

後

倉庫指定 【必】 販売ステータス 有り 単一行 前 0 1

後 1 2



Copyright (C) I'LL,inc. All rights reserved. 32

複製元店舗：楽天市場 / 複製先店舗：au PAY マーケット※2017/11/17リリースにて追加

数値項目

複製元項目 固定値 必須 複製元項目 置換設定 置換モード 税対応 1 2 3 4 5 6 7 8

販売価格 【必】 販売価格 無し 内税／外税 前

後

ポイント変倍率 ポイント倍率 無し 前

後

日付項目

※設定無し

画像項目

複製元項目 固定値 必須 複製先項目

商品画像（1） 商品画像URL1

商品画像（2） 商品画像URL2

商品画像（3） 商品画像URL3

商品画像（4） 商品画像URL4

商品画像（5） 商品画像URL5

商品画像（6） 商品画像URL6

商品画像（7） 商品画像URL7

商品画像（8） 商品画像URL8

商品画像（9） 商品画像URL9

商品画像（10） 商品画像URL10


