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

楽天市場 
納期管理番号 登録資料  

 

CROSSMALLサポートダイヤル 
0120-537-963 

Ver.1.2.3 
最終更新日 2022/01/21 

1. 概要 

楽天市場 納期管理番号の登録方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
 
 

2. 複数商品を一括で登録する 
2-1 データを出力する  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

2-2 データを編集する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

2-3 データを取り込む ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

2-4 出品処理をする  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

3. 画面上で納期管理番号を登録する 
3-1 画面上で納期管理番号を登録する(属性なし)  ・・・・・・ 

3-2 画面上で納期管理番号を登録する(属性あり) ・・・・・・ 

P.2 

P.3 

P.4 

P.6 

P.7 

P.8 

P.9 



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

楽天市場 納期管理番号の登録方法 

2 

楽天市場の「配送・納期情報表示に関する ガドラン」より、商品情報内の「納期管理番号」を登録する
必要があります。一括での登録方法についてこちらをご確認ください。 

1. 概要 

「在庫タイプ」ごとの設定方法の確認 

在庫タイプ

1 

在庫タプが1の商品は、「通常在庫設定」になってい
ます。 
この商品は、サズやカラーなどの属性がない商品です。 
item.csvを利用して登録します。 

在庫タイプ

2 

在庫タプが2の商品は、「項目選択肢別在庫設定」に
なっています。 
この商品は、サズやカラーなどの属性がある商品です。 
select.csvとitem.csvを利用して登録します。 

■ RMSでの納期管理番号の登録内容の確認方法 

① RMSにて、1-4 基本情報設定 ＞納期情報設定 
画面を開きます。 
 

② 納期情報設定の画面にて新規登録・編集が可能
です。 
 

※設定方法・納期情報の表記等の詳細につきまして
は、楽天市場へご確認ください 

再入荷お知らせボタンの
内容を追加 

    
     注意事項 

 在庫タイプ「2」の商品に再入荷お知らせボタンを設定している場合、CROSS MALLより納期情報の登録を 
 行うことができません。 
 
 項目選択肢別在庫を「更新する」で出品処理しますと、再入荷お知らせメールがユーザーに送信されなくなります。 
 納期情報については RMS側で直接ご変更をお願いいたします。 
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2. 複数商品を一括で登録する 

2-1 データを出力する 

3 

① 出品処理 ＞ 商品情報出力をクリックします。 
 

② 対象店舗：楽天市場店  出力フゔル種別：商品情報 を選択し、「CSVフゔル生成」をクリック
します。 
 

③ 「ダウンロード履歴」にあるCSVフゔルから「ダウンロード」をクリックし、データを保存します。  
フゔル：item_ダウンロード日時.csv 

1. データを出力する 4.出品処理をする 2.データを編集する 3.データを取り込む 

 

 

 

     

CSVデータを編集する際、表計算ソフトExcel（エクセル）以外のCSV編集ソフト（Cassavaな
ど）をご利用ください。 
 
※拡張子が.csvでも、Excel（エクセル）で編集して保存しますと、下記図のように文字化けや先頭
の0（数字のゼロ）が抜け落ちてエラーの原因になります。 
 
 
 
 
 
 
 

Excelで編集する際の注意点（文字化け・0落ち） 

たにこ：アクセス消す？ 

けした！ 
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2. 複数商品を一括で登録する 

2-2 データを編集する 
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■ item_ダウンロード日時.csv のデータ編集 
① item_ダウンロード日時.csv をCSVエデゖターで開きます。 

 
② 35列目（AI列）＝在庫タプ の列で商品全体をソートします。 

ソート順＝降順 
ソートの範囲＝1行目のカラム行を除く 
 

③ 35列目（AI列）＝在庫タプ列が1,2の順に商品全体がソートされていることを確認します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 在庫タプが「1」の商品に45列目（AS列）在庫あり時納期管理番号と46列目（AT列）在庫切れ時納期
管理番号に管理番号を入力します。 
 

⑤ データを保存します。Excelソフトでの保存の際は前ページの注意点を必ずご確認ください。 
※フゔル名は任意でつけていただけます。 
 

※データ保存の際、「商品番号」列「在庫あり時（在庫切れ時）納期管理番号」列のみの状態での取込も可
能です。 

1. データを出力する 4.出品処理をする 2.データを編集する 3.データを取り込む 

登録する商品の在庫タイプをご確認ください。 
 
在庫タプ「1」・・・在庫あり時納期管理番号と在庫切れ時納期管理番号が登録できます。 
 
在庫タプ「2」・・・item.csv では登録が出来ません。空白にしておきます。次ページ

からの「在庫タイプ２の商品がある場合は下記作業を行います。」
の作業が必要となります。 

 

廃止になります。 

入力不要 

けしてし
かく追
加した 

廃止になると記載 

「在庫あり時納期管理番号」は登録必須です。 
 
「在庫切れ時納期管理番号」は、「在庫切れ時の注文受付」が設定されている場合は登録必須、
設定していない場合は、任意です。 

たにこ：在庫切れ痔 
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2. 複数商品を一括で登録する 

2-2 データを編集する 
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1. データを出力する 4.出品処理をする 2.データを編集する 3.データを取り込む 

① 出品処理 ＞ 商品情報出力画面で、 
対象店舗：楽天市場店 出力フゔル種別：在庫用項目選択肢 を選択し、「CSVフゔル生成」をク
リックします。 
 

② 「ダウンロード履歴」にあるCSVフゔルから「ダウンロード」をクリックし、データを保存します。
フゔル：select_ダウンロード日時.csv 
 

■ select_ダウンロード日時.csv のデータ編集 
③ select_ダウンロード日時.csv をCSVエデゖターで開きます。 

 
④ 14列目（N列）在庫あり時納期管理番号と15列目（O列）在庫切れ時納期管理番号へ、納期管理番号を

半角数字で入力ます。 
 
 
 
 
 
 

⑤ データを保存します。Excelソフトでの保存の際は前ページの注意点を必ずご確認ください。 
 

※データ保存の際、列の削除はしないようにお願いします。 
また、商品の並びを変更した場合は「商品管理番号」順に並び替えをお願いします。降順・昇順どちらでも
結構です。 

在庫タイプ２の商品がある場合は下記作業も合わせてお願いします。 

「在庫あり時納期管理番号」は登録必須です。 
 
「在庫切れ時納期管理番号」は、「在庫切れ時の注文受付」が設定されている場合は登録必須、設定
していない場合は、任意です。 

追加 

たにこ：在庫切れ痔 
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2. 複数商品を一括で登録する 
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① 出品処理 ＞ 商品情報取込をクリックします。 
 

② 対象店舗：楽天市場店  取込フゔル：item_ダウンロード日時.csv 取込フゔル種別：商品情報 
を選択します。 
必ず「在庫用項目選択肢設定」を「更新する」を選択します。 
 

③ 取込オプションは任意でチェックをつけます。 
 

④ 「ゕップロード」をクリックし、ログンID宛に届く処理結果メールを確認します。 

2-3 データを取り込む 

1. データを出力する 4.出品処理をする 2.データを編集する 3.データを取り込む 

① 出品処理 ＞ 商品情報取込画面で、 
対象店舗：楽天市場店 取込フゔル：select_ダウンロード日時.csv 取込フゔル種別：項目選択肢 
を選択します。 
 

② 取込オプションは任意でチェックをつけます。 
 

③ 「ゕップロード」をクリックし、ログンID宛に届く処理結果メールを確認します。 

在庫タイプ２の商品がある場合は下記作業も合わせてお願いします。 
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2. 複数商品を一括で登録する 
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① 出品処理 ＞ 商品一括処理をクリックします。 
 

② 編集対象：楽天市場店 で商品を検索します。（商品数が多い場合は最大件数を増やして検索します） 
 

③ RMSへ反映させる商品の左側のチェックボックスにチェックを入れ、画面下の「出品処理」をクリック
します。 
 

④ 「処理開始」をクリックし、反映させます。チェックボックスは任意でチェックをつけます。 
 

⑤ 楽天市場から届く処理結果メールを確認します。 

2-4 出品処理をする 

1. データを出力する 4.出品処理をする 2.データを編集する 3.データを取り込む 
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3. 画面上で納期管理番号を登録する 
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③ 納期情報の表示 にて「在庫あり時の納期」に納期管理番号を半角数字で入力します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 画面下の「更新」をクリックします。 
 

⑤ 出品処理を行い、楽天市場から届く処理結果メールを確認します。 
出品処理の手順は 「2-4 出品処理をする」ページをご確認ください。 

3-1 画面上で納期管理番号を登録する(属性なし) 

■ 属性なし商品の登録方法（在庫タプ：1） 
 
① 出品処理 ＞ 商品一括処理をクリックします。 

 
② 編集対象：楽天市場店 で商品を検索し、編集したい商品の商品名をクリックします。 

「在庫あり時納期管理番号」は登録必須です。 
 
「在庫切れ時納期管理番号」は、「在庫切れ時の注文受付」が設定されている場合は登録必須、設定
していない場合は、任意です。 

追加 

たにこ：在庫切れ痔 
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3. 画面上で納期管理番号を登録する 
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3-2 画面上で納期管理番号を登録する(属性あり) 

■ 属性あり商品の登録方法（在庫タプ：2） 
 
① 出品処理 ＞ 商品一括処理をクリックします。 

 
② 編集対象：楽天市場店 で商品を検索し、編集

したい商品のSKU列の「編集」をクリックしま
す。 
 

③ 納期情報の表示 にて「在庫あり時の納期」に
納期管理番号を半角数字で入力します。 
 
※納期情報をSKUごとに登録したい場合は、情
報設定を「SKU毎」に変更し、登録します。 
 

④ 画面下の「登録」をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ 続いて、商品一括処理画面にて商品名をクリッ
クします。 
 

⑥ 画面の一番下にある項目選択肢別在庫用の「項
目選択肢詳細」の「選択」ボタンをクリックし
ます。 
 
 
 

⑦ 「更新処理」を「する」に変更し、「決定」ボ
タンをクリックし、「更新」ボタンもクリック
します。 
 

⑧ 出品処理を行い、楽天市場から届く処理結果メ
ールを確認します。 
出品処理の手順は 「2-4 出品処理をする」ペ
ージをご確認ください。 

 

 

 

     

① 更新処理を「する」の状態で出品処理をします。 
 

属性がある商品（在庫タプが2）の納管理番号を登録・編集し、RMSに反映させる場合、必ず
項目選択肢別在庫用の更新処理を『する』に変更する必要があります。『しない』の状態での出
品処理ではRMSへ反映されません。 
※デフォルトは『しない』になっておりますので、ご注意ください。 
 

② 商品複製・参照作成での登録はできません。 
 

楽天店を複数（２店舗以上）運営されている場合に楽天1号店から楽天2号店へ商品複製を行った際、属
性がある商品の納期管理番号は複製されませんので、各楽天店舗ごとの登録が必要です。 

属性（項目選択肢別在庫用）がある商品の注意点 

「在庫あり時納期管理番号」は登録必須です。 
 
「在庫切れ時納期管理番号」は、「在庫切れ時の注文受付」が設定されている場合は登録必須、設定
していない場合は、任意です。 

追加 

たにこ：在庫切れ痔 


