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CROSS MALLの 
商品の構成 
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標準商品 

EC用商品 

実際にモール側に送信される 
商品データです。 

在庫連携を行うための 
基本（土台）となる商品です。 

登
録
順 
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商品情報 
■ ＣＲＯＳＳＭＡＬＬから新商品登録の流れ 

ＣＲＯＳＳＭＡＬＬ内では、以下のように標準商品をベースとして、各店舗別商品を登録しています。 
そのため、新商品を登録する場合は、以下の（１）～（６）の順に登録・操作していきます。 

楽天用 

Ｙａｈｏｏ！用 

その他モール用 

（１）標準商品情報 

   の登録 
（３）店舗別商品情報の登録 

●店舗別商品情報 

（３）商品属性情報 

／商品カテゴリ情報 

の登録 

ＣＲＯＳＳ ＭＡＬＬ 統括管理用 

＜ ＣＲＯＳＳＭＡＬＬ内の構成 ＞ 

（５）在庫数量 

   の個別登録 

（６）出品処理 

（２）商品属性情報 

   の登録 

●店舗別商品情報 

●店舗別商品情報 

ショップサーブ用 

（４）商品複製 

（7）セット品登録 

【ポイント】 
①標準商品を削除したい場合は、EC用商品も削除が必要です。 
②在庫は標準商品で持っています。 
③商品を新規作成・編集をしたあとは別途「出品処理」という 
 操作をしないとモール側へ反映されません。 
④標準商品を削除したい場合、該当商品を含む 
 注文情報を事前に削除する必要があります。 

削
除
順 

本マニュアルでは、楽天市場への 
新規商品登録手順をご紹介いたします。 

CROSS MALLの商品の構成 
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STEP1:標準商品の作成 
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この時点で標準商品が完成です。 
次は、店舗商品の作成です。 

※注意点 【商品コード】 
 

・商品コードの最大桁数は『20桁』 
・使用可能文字は『半角英数と半角ハイフン』 
・商品コードは重複不可 
・商品登録をすると商品コードの変更は出来ません 

※注意点 【商品名】 
 

・商品名の最大文字数は『100バイト』 
・<br>タグ含む、<>は使用不可 

STEP1：標準商品の作成 

③ 各必要項目を入力 

④ カラーやサイズなど、属性がある 
   場合は属性グループ名称を入力 

⑥ 登録 

※属性（ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ）がある場合は・・・ 
⑤ 下部の「属性編集」をクリックして  
   属性の情報を登録します 

1.出品処理＞商品一括処理 画面 

2.編集対象：標準 になっているか 
確認し、画面下部「新規登録」 
の青文字をクリック。 
 
⇒「商品情報登録」という 
標準商品を作る画面が 
ポップアップで表示されます。 

標準商品の作成画面を立ち上げる 

STEP1：標準商品の作成 

STEP2：楽天用商品の作成 

STEP3：在庫数の入力 

STEP4：出品処理 

標準商品 

楽天用商品 

STEP5:反映の確認 

続いて標準商品の内容を埋めていきます。（次ページへ） 
 
※こちらの「新規登録」という文字は 
 編集対象が「標準」になっていないと出てきません。 
 もし表示されない場合は 
 編集対象：標準 にし、中央の「検索」 
 ボタンを押していただけると表示されます。 

自分がどこの作業をしているのか？というのが分か
る部分ですので、色がもう少し分かりやすい方がい
いかと思いました。 
※図も同様に・・・ 
⇒RCVマニュアルのP5を参考に色を変えてみまし
た！どうだろう？ 

6 
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プルダウン選べないんですけど・・・ 
っていうやりとりを毎回やっているイメージがあります。 
 
マスタ登録＞基本属性 画面にて 
普段ご利用いただく属性情報をデフォルト登録し
ておくことが可能です。 
（登録の際の便利機能となります。） 

1 

2 

3 

1 【商品コード】 
今後商品をCROSS MALL内で 
検索をする際に用いるコードです。 
 

※ 注意点 ※ 
・半角英数字・半角ハイフンのみ利用可 
・他商品との重複や空白は出来ません。 
・登録後の変更は出来ません。 
・最大20桁まで 

2 【商品名】 
こちらはモール・サイト側には表示 
されませんので、省略した名称で 
問題ございません。 
 
※注意点※ 
100バイト以内・<br>タグを含む 
<>は使用出来ません。 

3 【属性グループ】 
横軸や縦軸（在庫表）が必要な商品には使用します。単品商品の場合は空欄で構いません。 
 
属性１グループ＝横軸名 
属性２グループ＝縦軸名  
 
直接軸名を記入するか、 
マスタ登録＞基本属性 画面にて普段ご利用いただく属性情報をデフォルト登録 
しておくことも可能です。商品作成時の便利機能となります。 
 
・属性グループの登録が無い場合は「登録」ボタンを押していただき標準商品の作成は完了です。 
 P8へお進みください。 
 
・属性グループを入力された場合はP6へ進みバリエーションの登録も行います。 
 

標準商品の内容を埋める 
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※1.「単価」項目に金額を入れても、EC用商品作成時には引き継がれません。（空欄可） 
※2.メインカテゴリやサブカテゴリはCROSS MALL内での商品検索用です。 
  EC側でのカテゴリ入力箇所ではございません。（空欄可） 
※3.その他項目につきましてもご登録いただく事で注文分析などの機能をご利用になる際に 
  ご活用することも出来ます。合わせて「商品登録・出品処理マニュアル」P7～9を 
  ご確認ください。 

STEP1：標準商品の作成 
①黒字部分を 
※注意点※ という書き方にした方が、制限
があるということが分かりやすいかと思いました。 
 
②半角英数「字」 への変更をお願いいたしま
す。 
 
③商品コードに関しては、「最大20桁まで」も
追加してほしいです。 
 
④商品コードと商品名が必須という記載も欲
しいです。 
（属性はあれば必須という旨も欲しいで
す。） 
 
⑤数字の右側に商品コード・商品名など 
  どこの項目の説明しているのか項目名が
あった方が親切かな？と思いました。 
 ※下記のようになれば分かりやすいです・・・ 

1 商品コード 

それ以外の項目についても、必須項目ではなく、
登録することで注文分析などの機能を使う際にご
記入いただければいいです。 
というような記載がひとこと欲しいです。 
 
（すみません、いい文言が思いつきませんでし
た。。） 

▼必須項目 
商品コード、商品名、* 属性グループ 
（属性グループは横軸縦軸の設定をする商品の場合に必要です） 
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属性の内容を登録する 

1.「商品情報詳細」のポップアップの下部 
 「属性編集」の青文字をクリックします。 
 
 すると、属性内容の登録画面が立ち上がります。 
 
※もしポップアップを閉じてしまった場合… 
出品処理＞商品一括処理 画面にて表示されている 
作成した商品の商品コードをクリックすると 
標準商品の画面が表示されます。 

2.「商品属性編集」が属性内容の登録画面です。 
 「行追加」をそれぞれクリックしますと 
 バリエーションの入力項目が出てきます。 

3.   【名称】 
   ご注文者様に見えるバリエーション名を 
   ご入力いただくと後の楽天用商品作成時に 
   スムーズに進めます。 
 
  【  【コード】 
   商品ページ上には表示されません。 
   属性コードに関する詳細は次のページにて 
   ご案内致します。 
 
    【旧】 
   使わなくなったカラーやサイズがあれば、 
   「旧」の列にチェックを入れていただく事で 
   在庫の入力画面などが表示されなくなります。 
   また、本来属性削除をするために売上実績のあるご注文削除が必要ですが 
   チェックを入れていただくと注文の削除が不要になります。 
 
  ご入力が終わりましたら「更新」ボタンを押していただき標準商品の登録作業が完了になります。 
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STEP1：標準商品の作成 

①名称もコードも必須ですと記載が欲しいです。 
 
②RMS画面だと子番号を入れているこの画
面の情報をここに入れます・・・・というキャプチャ
があればわかりやすいです。 
（意外と、コードには何を入れるの？という疑
問があることが多いなと感じるため。。） 

旧チェックについても気になる人が多ければ 
利用例など記載していると今後の問合せ削減に
繋がるかな？と思いました！ 

1 

2 

3 

1 

2 3 
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RMS側で「属性コード」にあたる箇所 

【選択肢子番号】 
こちらの項目が、CROSS MALL標準商品作成時の「属性コード」にあたります。（P8参照） 
 
 
※CROSS MALL内属性コード入力時の注意点※ 
・20文字以内 
・半角英数字または半角ハイフンのみ使用可 
・同じ商品の、同じ軸(横軸or縦軸)内で重複不可 
・空欄不可 
 
 

STEP1：標準商品の作成 
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STEP2:楽天用商品の作成 
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EC用商品作成画面を立ち上げる 

1.出品処理＞商品一括処理 画面 

2. 
編集対象：楽天 
商品登録：無 
にセットし「検索」 
ボタンをクリック。 
 
※ 
標準商品はあるが、 
EC用商品(楽天用) 
として登録が「無い」 
ものを検索します。 
 
※ 
当日より前に標準 
商品を作られた場合は 
最終日付：クリア 
商品コード：該当商品 
コードを記入し検索。 
 

3.商品名をクリックすると、EC用商品の 
 作成画面「店舗別詳細編集」が 
 ポップアップで立ち上がります。 
（次ページへ） 
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STEP2：楽天用商品の作成 

本日より前に標準だけ作って検索しても出てこ
ない。という問い合わせもためにあるので、 
本日より前に標準を登録した場合は、 
「最終日付」をクリア 
「商品コード」に該当の商品コード 
をご記載頂き検索。 
 
という記載もあれば、ありがたいです。。 
⇒おけー！完！ 

STEP1：標準商品の作成 

STEP2：楽天用商品の作成 

STEP3：在庫数の入力 

STEP4：出品処理 

楽天用商品 

STEP5:反映の確認 

標準商品 

STEP1：標準商品の作成 

STEP2：楽天用商品の作成 

STEP3：在庫数の入力 

STEP4：出品処理 

STEP5:反映の確認 
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EC用商品を作成する 

基本的には楽天の管理画面上で作成する時と同じ項目でご用意しております。 
本ページからはいくつかポイントをご紹介いたします。 

【コントロールカラム】 
●新規＝楽天側に登録の無い商品を作成する場合に利用 
●更新＝既に楽天側に登録のある商品に対して変更などをしたい場合に利用 
●削除＝既に楽天側に登録のある商品を削除したい場合に利用 

【商品管理番号URL】 
【商品番号】 
P6で作成した標準商品のコードがそのまま引き継がれます。 
 
※商品管理番号（URL）に大文字はご利用いただけません。 
 もし標準商品で大文字をご利用になる運用がございましたら、 
 システム設定＞店舗情報＞楽天店舗名をクリック＞画面下部「編集」をクリック＞ 
 「商品管理番号（URL）変換：□登録時に自動で小文字に変換する」にチェックを入れておく 
 と、自動で小文字に変換されます。 
 店舗情報の編集時は事前に CSV処理＞サービス開始/停止 の画面で両サービスの停止が必要です。 
 
 「停止中」から「停止」になるまで数分から数十分かかることがございます。 
 また、設定完了後は最後にサービスを開始に戻していただきますようお願い致します。 

【商品名】 
P6で作成した標準商品の商品名がそのまま引き継がれます。 
標準商品の商品名は100バイトですが、こちらは楽天側に反映される商品の「商品名」を 
ご記載いただく事ができます。楽天は255バイトまで入力が可能となっております。 
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STEP2：楽天用商品の作成 

サービス停止部分の一番下に下記記載が欲しい
です。 
 
「※「停止中」から「停止」になるまで数分から十
数分かかることがございます。」 
また最後にサービスを開始に戻していただきますよ
うお願い致します。 
⇒たしかに！ありがとう記載しました！ 

CMの標準商品は100バイトですが、 
こちらにて店舗に反映される商品の「商品名」を
ご記入いただくことが出来ます。 
楽天は255バイトまで入力が可能となっておりま
す。 
⇒良い言いまわしありがとう！！記載しました！ 
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EC用商品を作成する 

▼商品画像について 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

楽天側のcabinetにない商品画像であっても、CROSS MALLの商品画像(1)～(20)に画像を入れ、 
後に出品処理作業を行っていただくと楽天側のcabinetに登録することが出来ます。 
（カート横に表示される画像になります。） 

「ファイルを選択」からお手元のパソコン上の画像を登録した際に、自動で作成されるURLです。 
URL内「cabinet/画像名.jpg」となっておりますが、このまま後に出品処理をしますと 
RMS側 cabinet内「基本フォルダ」の中に新しく画像が追加されます。 

「ファイルを選択」からお手元のパソコン上の画像を登録した際に、自動で作成されるURLです。 
URL内「cabinet/フォルダ名(ディレクトリ名)/画像名.jpg」となっておりますが、 
このまま後に出品処理をしますと 
RMS側 cabinetにて「記載した名称フォルダ」の中に新しく画像が追加されます。 
もし該当のフォルダがcabinet側に存在しない場合は、新しくフォルダも作成されます。 
 
※全商品画像が全て同じフォルダに入れるようにしたい場合… 
システム設定＞店舗情報＞楽天店舗名をクリック＞画面下部「編集」をクリック＞ 
「画像フォルダパス」をご活用いただけます。 
記載するフォルダパスに関しては、店舗情報画面内の「？」マークをもとにご確認ください。 
 
店舗情報の編集時は事前に CSV処理＞サービス開始/停止 の画面で両サービスの停止が必要です。 
「停止中」から「停止」になるまで数分から数十分かかることがございます。 
 また、設定完了後は最後にサービスを開始に戻していただきますようお願い致します。 

既に楽天側のcabinet上に登録のある画像をご利用になる場合は、画像そのものは選択せず 
「URL」欄にリンクをご記載ください。 
後の出品処理時にcabinet上のリンクと紐づいて商品ページ上に商品画像が表示されます。 
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STEP2：楽天用商品の作成 

「ファイルを選択」からお手元のパソコン上の画像を
登録した際に、自動で作成されるURLです。 
⇒再び良い言い回しありがとう！いただきです！ 

楽天側の 

サービス停止部分の一番下に下記記載が欲しい
です。 
 
「※「停止中」から「停止」になるまで数分から十
数分かかることがございます。」 
また最後にサービスを開始に戻していただきますよ
うお願い致します。 
⇒済！ 

画像フォルダパスについて記載例も欲しいです。 
 
例) 「/image」と入力した場合 （画像名は
sample.jpg） 
https://image.rakuten.co.jp/ill/cabin
et/image/sample.jpg 
※最初に「/」を入力する必要があります。 
 
（店舗情報画面にて「ハテナマーク」をご確認
するように促していただく形でもいいかと思いま
す！） 
「/」を忘れがちで必ず案内をするため 
⇒？アイコンを紹介しました！ 

楽天側の 

 

     ◆「商品説明文」等の中の画像について 
 

CROSS MALLから楽天側cabinetに登録できる画像は「商品画像(1)～(20)」です。 
そのため、商品説明文の中にしか存在しない（商品画像(1)～(20)に使っていない）画像等は、 

事前に楽天側cabinetに直接画像の登録が必要になります。 
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EC用商品を作成する 

▼全商品ディレクトリIDについて 

▼表示先カテゴリについて 
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楽天市場 全体の中でどのジャンルに商品を 
入れるか？という指定をする際に 
商品のキーワードを検索してジャンルを探すことが 
できます。 

1.「全商品ディレクトリID」枠内の「選択」 
 ボタンをクリックします。 
⇒「モールカテゴリ検索」というポップアップが 
 表示されます。 

3.フォルダの左横に表示されている「+」 
 マークをクリックし、最後のカテゴリを  
 ダブルクリック、もしくは「決定」 
 ボタンを押すと、ジャンルの選択は完了です。 

STEP2：楽天用商品の作成 

プルダウン選べないんですけど・・・ 
っていうやりとりを毎回やっているイメージがあります。 
 
マスタ登録＞名称マスタ 画面 
「カテゴリキーワード」にて 
検索する条件を登録しておくことが可能です。 
⇒済！ 

2.「検索キーワード」内 テキスト入力箇所に 
 商品のキーワードを入れ、「検索」 
 ボタンをクリックします。 
⇒「カテゴリ一覧」に一覧でジャンルが表示されます。 
 
※マスタ登録＞名称マスタ 画面 
「カテゴリキーワード」に検索するキーワードを 
事前に登録しておくことが出来ます。 
毎回テキスト入力をする手間を削減できます。 
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EC用商品を作成する 

▼表示先カテゴリについて ■楽天の「表示先カテゴリ」のコントロールカラム 

▼選択をクリックした画面 

 

 
    ◆プルダウンを「更新」でカテゴリの名称を変更することはできません。 
    下記手順で変更処理を行います。 
 
■カテゴリの名称の変更方法■  
（例）「イベント¥母の日」を「イベント¥父の日」に変更したい。 
1.「削除」 「イベント¥母の日」 の状態で出品処理をし、楽天側で削除できていることを確認します。 
2.「新規」 「イベント¥父の日」 の状態で出品処理をし、新規登録されていることを確認します。 

 

店舗カテゴリ検索画面 

【表示先カテゴリ】 各プルダウンについて 
「新規」  ・・・該当カテゴリに商品を登録する際に利用します。CROSS MALLから商品を 
         作成する場合は必ず「新規」を選択します。 
        （※RMSに登録のないカテゴリでも自動で作成されます。） 
 
※「変更無し」・・・出品処理をする際、表示先カテゴリの情報が出力されません。 
※「削除」  ・・・該当カテゴリから商品を削除します。 
※「更新」  ・・・カテゴリでの表示順序を変更します。 
 
 
【カテゴリでの表示順序】 
カテゴリの中でどの位置に商品を配置するのかを設定します。 
表示順序を変更する際は、表示先カテゴリの項目にて「更新」のプルダウンが必要です。 
 
 
【選択】 
CROSS MALLに事前に登録したカテゴリから選択できます。 
事前に登録しておくと、「Sサイズ」「S」など表記の登録の間違いを防ぐことができます。 
 
■事前の登録箇所 
出品処理＞店舗カテゴリ登録 
「店舗カテゴリ登録」についての詳細は次のページをご参照下さい。 

STEP2：楽天用商品の作成 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

分かりやすいように番号降らせていただきました・・・！ 
⇒ありがとう；； 

CMから商品を作成する場合は必ず「新規」になりま
す。→付け加えました！ 

画面キャプチャもあると分かりやすいかな？と思いまし
た。→そしたら、その内容は更新用マニュアルでガッツ
リ記載します！ 

【表示先カテゴリ】 各プルダウンについて 
「新規」  ・・・該当カテゴリに商品を登録する際に利用します。CROSS MALLから商品を 
         作成する場合は必ず「新規」を選択します。 
        （※RMSに登録のないカテゴリでも自動で作成されます。） 
 
※「変更無し」・・・出品処理をする際、表示先カテゴリの情報が出力されません。 
※「削除」  ・・・該当カテゴリから商品を削除します。 
※「更新」  ・・・カテゴリでの表示順序を変更します。 
 
 
【カテゴリでの表示順序】 
カテゴリの中でどの位置に商品を配置するのかを設定します。 
表示順序を変更する際は、表示先カテゴリの項目にて「更新」のプルダウンが必要です。 
 
 
【選択】 
CROSS MALLに事前に登録したカテゴリから選択できます。 
事前に登録しておくと、「Sサイズ」「S」など表記の登録の間違いを                防ぐことができます。 
 
■事前の登録箇所 
出品処理＞店舗カテゴリ登録 
「店舗カテゴリ登録」についての詳細は次のページをご参照下さい。 
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店舗カテゴリ登録について 

1.出品処理＞店舗カテゴリ登録 

2. 
対象店舗：楽天 にプルダウンを選択し、 
「カテゴリ」をクリックします。 
 
3.右側「カテゴリ名」欄に一番上のカテゴリ名を入力し、「新規登録」をクリック。 
 
他のカテゴリを追加する際も、常に「親のカテゴリ」名をクリックし、 
「カテゴリ名」にその下に入れるカテゴリ名称を入力し、「新規登録」を繰り返します。 
 
 
※並び順を変更したい場合 
変更したいカテゴリを選択し、ドラッグ＆ドロップで並べたい場所まで移動、 
「並び順更新」をクリックし固定させます。 
 
※店舗カテゴリ登録 は現在一括での登録は出来ません。 
 

STEP2：楽天用商品の作成 
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EC用商品を作成する 

17 

■「項目選択肢」の登録 
「レビューを書きますか？」「プレゼント包装しますか？」などの選択肢の登録を行います。 

1.店舗別詳細編集画面の下に 
「項目選択肢」という項目があります。 
 
内容を登録するときは、「選択」ボタンをクリックし
ます。 
⇒「項目選択肢設定」という 
 ポップアップが表示されます。 

店舗商品情報詳細画面 

【更新処理】   ※楽天、ショップサーブ、フューチャーショップのみ 

項目選択肢別の内容をモールへ反映させたい時、更新処理が「する」に設定してある状態で出
品処理が必要です。 
※更新「する」の状態で出品処理を行うと、自動で「しない」の状態に戻ります。 
 

【更新】 

項目選択肢をモールへどのように処理をするのかを決めます。 

 「新規」・・・新規登録をします。 

 「削除」・・・削除をします。 

 「変更なし」・・・何も処理をしません。 

※画面は楽天の項目選択肢設定画面です。 

▼「項目選択肢」の登録 
「レビューを書きますか？」「プレゼント包装しますか？」などの 
 選択肢の登録を行います。 

2. 
更新処理＝●する 
に切り替えます。 
 
※●しない  
のままですと、 
記載内容が楽天側に 
反映されません。 

3. 
項目名や選択肢を記入します。 
 
※選択肢は、カンマ区切りで直接記入していただくか、 
「編集」の青文字をクリックし 
各選択肢ずつ入力も可能です。 
また、カンマ区切りのため、選択肢に「,」はご利用 
いただけません。 
例）1,000円 等の記載 
 
 
最後に、画面下部「決定」ボタンをクリックをします。 

STEP2：楽天用商品の作成 

カンマ区切りのため、選択肢に「,」はご利用いただけ
ません。 
 
例≫ 1,000円 などの記載の場合⇒完！ 
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EC用商品を作成する 
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▼項目選択肢別在庫用 
新しく商品を出品する時は必要な手順です。 

1.「項目選択肢別在庫用」内 
「選択」のボタンをクリック。 
⇒「項目選択肢別在庫設定」という 
 ポップアップが表示されます。 

2.更新処理＝●する   に切り替えます。 
※新規商品登録時は必ず切り替えます。 
 ●しない のままですと、楽天市場へ項目選択肢別在庫用のデータが送信されず 
 楽天市場側で在庫表が表示されません。 
 
3.画面下の「決定」ボタンをクリックします。 
 

STEP2：楽天用商品の作成 
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STEP3:在庫数の入力 
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STEP1：標準商品の作成 

STEP2：楽天用商品の作成 

STEP3：在庫数の入力 

STEP4：出品処理 

STEP5:反映の確認 

1.出品処理＞商品一括処理 画面 
 
 
 
※編集対象は 
どのモールでも構いません。 
 
在庫は標準商品に持って 
いますが、編集対象が 
楽天等であっても、在庫数 
は常に標準商品が持つ 
数が表示されています。 

在庫数を入力する 

3.在庫数を入力し、画面下部「更新」をクリック。 
 
※入力方法 
●加算＝元の在庫数に入力した数が加算されます。 
    「-1」と入力すると減算も可能です。 
●上書き＝元の在庫数に入力した数で上書きされます。 
 
システム設定＞基本情報 画面「初期値設定」項目にて 
入力方法の初期値も設定できます。 
 
※□全送信＝主に在庫を変更する時に利用します。 
CROSS MALLは「在庫の増減」があったSKUのみ 
モール側に在庫を送信します。在庫変更時に 
在庫数に変更の無いSKUの在庫数も送信したい場合に 
チェックを入れます。 

STEP3：在庫数の入力 

●加算 部分について「-1」などの記載によって減
算も可能となっております。 
 
ここのデフォルト設定を変える画面も案内？ 
システム設定＞基本情報 画面 
「初期値設定」項目にて入力方法のデフォルト設
定可能です。 
⇒入れました！ 

在庫数に変更のない 

2.商品の一覧右側に 
「在庫数量」列の 
 数字をクリックします。 
⇒「在庫数量登録」 
ポップアップが表示されます。 
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STEP4:出品処理 
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STEP1：標準商品の作成 

STEP2：楽天用商品の作成 

STEP3：在庫数の入力 

STEP4：出品処理 

STEP5:反映の確認 

モールに商品を出品する 

1.「項目選択肢別在庫用」内 
「選択」のボタンをクリック。 
⇒「項目選択肢別在庫設定」という 
 ポップアップが表示されます。 

 

CROSS MALL内で商品を 
作成した後、必ず本ページの「出品処理」 

まで行わないとモール側に反映されません！ 

１. 出品処理＞商品一括処理 画面  

2.出品処理を行う店舗（楽天） 
 を編集対象から選択します。 
 
この時、 
商品登録＝有 のプルダウンに 
なっているか確認します。 
※CROSS MALL内の楽天用商品として 
登録があるものを検索するため。 
 
 
※商品コードなどで特定の商品を検索 
したい場合は「商品コード」欄に 
該当商品のコードを入力します。  

3. 該当商品のチェックボックスに 
 チェックを入れます。 

4. 画面下のCSVの「出品処理」をクリックします。 
⇒「商品アップロード処理」という画面が 
 表示されます。（次ページへ）  

STEP4：出品処理 

画面 

にチェック 
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モールに商品を出品する 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

①【商品画像もアップロードする】 

チェックあり：サムネイルが表示されている商品画像(1)～(20)の画像を楽天へアップロードします。 

       ※すでに楽天市場側に商品画像の登録があるときは、上書きされます。 

 

②【アップロード後に商品の在庫連携を「する」に変更する】  

CROSSMALLの標準商品情報の在庫連携を「する」に一括で設定できます。 

チェックあり：出品処理する商品の在庫の連携ができるように設定します。 

チェックなし：在庫連携の設定は変更しません。 

 

③【アップロード後にコントロールカラムを更新に変更する】  

新規登録で出品処理をしたあと、次に商品を編集する際にはコントロールカラムを 

「新規」から「更新」に変更する必要があります。 

こちらにチェックを入れると、出品時に一括で「更新」に変更出来る機能になります。 

（コントロールカラムについてはP12をご参照ください。） 

 

④【選択した商品のMarkをチェックする】 

出品した商品に選択したMarkにチェックをつけることができます。 

例）今回出品処理を行った商品だけ、後程検索したい時等。 

  Markをご利用いただくと、後に商品を検索する際に便利です。 

 

⑤【●年●月●日●時●分以降に出品処理を開始する】※未来の日時の設定が可能です 

出品処理の予約機能です。選択した商品のデータをモールへ送信する時間を設定することができます。 

※モールへの送信は、設定された時間以降に初めて送信サービスが動作したタイミングで行われます。 

  設定された時間ちょうどにモールへデータを送信する機能ではありません。ご注意ください。 

CROSS MALL内で商品を 
作成した後、必ず本ページの「出
品処理」 

各チェックボックスにチェック 
を入れていただき、 
「処理開始」ボタンをクリック。 
 
※処理開始ボタンを押すと 
CROSS MALLから楽天への 
出品作業がスタートします。 
 
必ずモール側でエラーが 
出ていないかの確認もお願い 
いたします。 
（詳細はP25からご説明します） 

STEP4：出品処理 

・サムネイルに画像が入っている商品が対象 
・商品画像1～20が対象 
 
というところを記載したいです。 
⇒完！ 

どういうときに使うの？という例を説明しているので、
そこも記載があれば良いです！ 
 
例≫今回出品処理を行った3品だけを後程検索し
たい時等にMarkをご利用いただくと、後程商品を
ご検索いただく際に便利になります。 
 
など・・・⇒例文もいただき！ 
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STEP5:モール側の反映確認 
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STEP1：標準商品の作成 

STEP2：楽天用商品の作成 

STEP3：在庫数の入力 

STEP4：出品処理 

STEP5:反映の確認 

送信CSVの確認方法 

 
 
 
本ページより、出品処理後の確認手順についてご案内をいたします。 
※属性のある商品は、楽天側の反映に約15分ほどかかる場合もございます。 
 

また、出品処理後に楽天から処理結果メールが届きますので 
そちらも合わせてご確認ください。 

STEP5：モール側の反映確認 

まず、出品処理が行われた日時を画面上で確認します。 

 

1.出品処理＞商品一括処理 画面 

 

最終出品日時の確認方法 

2. 

編集対象：楽天 

商品登録：有 

にし、「検索」ボタンをクリック。 

3. 

商品が一覧に表示されましたら、右の方にスクロールをし 

「最終出品日時」をご確認ください。 

こちらの日時をもとにCROSS MALLからデータが送信されているかの確認を行います。日時が記載されていなければ 

まだCROSS MALLから楽天に送信されていません。日時の記載がされていたら、次ページへ。 
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STEP5：モール側の反映確認 

送信CSVの確認方法 

CROSS MALLから楽天に各商品データが送信されているかの確認です。 

 

1.システム管理＞送信CSV確認 画面 

2. 

対象店舗：楽天 

CSV名称：すべてにチェック 

送信日付：前ページで確認した最終出品日 

⇒「検索」ボタンをクリックします。 

3. 

[時間] [CSV名称] 欄に 

最終出品日時以降、データが掲載されているか 

ご確認ください。 

 

また、最終出品日時と本画面の[時間]が一致した場合。 

「item.csv」「select.csv」「item-cat.csv」の青文字をクリックすると 

CROSS MALLから楽天に送信された商品データがダウンロードできます。 

ダウンロード後、CSVデータを開き、出品した商品が含まれているかご確認ください。 

 

 

※P7「STEP1:標準商品の作成」の[3]にて属性グループを設定しておらず、 

  かつP17「STEP2:楽天用商品の作成」にて項目選択肢の設定をしていない場合は、 

 「select.csv」は送信されません。 

 「item.csv」と「item-cat.csv」が送信されているかご確認ください。 

 

 
出品処理をした商品が、送信CSVの履歴に載っていた場合。 
CROSS MALLから楽天へ送信は出来ておりますので、続いて 

楽天 商品一括アップロード用のFTPサーバ（FTPアドレス：upload.rakuten.ne.jp）を開き、 
ritem＞logs にてログのご確認をお願いします。（エラーの事例はP29～30をご参照ください。） 
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エラーの詳細確認方法 

 
 

・P25の「最終出品日時」が入らない 
など実作業中にご不明な点があった場合には 

下記機能をご活用ください。 

出品処理＞商品一括処理 の画面に入っていただくと 
右下に「お困りの方は」というトラブルシューティングが表示されます。 

「お困りの方は」というアイコンをクリックしていただき 
手順に沿ってご確認を進めてくいただくと、原因がわかります。 

STEP5：モール側の反映確認 
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よくあるご質問 
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よくあるご質問 

Q1.楽天市場に出品処理をした際にitem.csvでエラー。エラーログファイルに記載されている内容が 
  「項目選択肢別在庫が指定されています。 
  倉庫指定欄で倉庫に入れる指定がない場合でも登録完了時に項目選択肢別在庫(select.csv)が 
  正しく設定されていない間は倉庫に入った状態となり、商品ページにアクセスすることはできない可能性があります。」 
  と出ている。 
 
A1. エラーではなく注意書きになります。item.csvの後でselect.csvがCROSS MALLから 
   送信されるまでお待ちください。 
  
 
 
Q2.楽天市場に出品処理をした際にitem.csvでエラー。エラーログファイルに記載されている内容が 
  「商品管理番号欄（商品URL）で指定された商品が見つかりません。更新・変更、削除の場合は、 
   存在する商品の商品管理番号（商品URL）をご指定ください。 
  ※商品の販売方法によって、アップロードするファイル名・入力項目が違います。例えば、 
  オークションの商品をitem.csvで登録することは出来ませんのでご注意ください。」 
 と出ている。 
 
A2.新規商品に対して、コントロールカラム「更新(u)」で出品しているためのエラーです。 
  コントロールカラム「新規(n)」にして再出品してください。 
 
 
 
Q3.楽天市場に出品処理をした際にitem.csvでエラー。エラーログファイルに記載されている内容が 
  「商品管理番号（商品URL）欄にすでに登録済みのものは指定できません。重複がありましたのでご確認ください。」 
  と出ている。 
 
A3.既に楽天側にある商品に対して、コントロールカラム「新規(n)」で出品しているためのエラー。 
  コントロールカラム「更新(u)」にして再出品してください。 
 
 
 
Q4.楽天市場に出品処理をした際にitem.csvでエラー。エラーログファイルに記載されている内容が 
  「在庫タイプ欄で「0（在庫設定しない）」または「2（項目選択肢別在庫）」を設定している場合、 
   在庫数欄で在庫数は指定できません。」 
  と出ている。 
 
A4.在庫タイプが０の楽天側商品に対して、在庫数がCROSS MALLから送信されたためのエラー。 
  在庫管理が必要な場合は、在庫タイプを１に変更後再出品してください。 
 （※在庫管理が必要ない場合は、そのままで構いません。） 
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Q5.楽天市場に出品処理をした際にselect.csvでエラー。エラーログファイルに記載されている内容が 
  「商品管理番号（商品URL）欄で指定した該当の商品には 
   対象となる項目選択肢別在庫の項目・選択肢の登録はありません」 
  と出ている。 
 
A5.在庫数量変更時、該当の商品で該当の項目名・選択肢がないために在庫数量が変更できないためのエラー。 
  CROSS MALLから項目選択肢別在庫用の更新処理をするに変更し、再出品してください。 
  
 
 
Q6.楽天市場に出品処理をした際にselect.csvエラー。エラーログファイルに記載されている内容が 
  「「項目選択肢別在庫」の各項目については、在庫数以外の更新・変更はできません。 
   一度「項目選択肢別在庫」の設定を解除していただいた上で、 
   再度「項目選択肢別在庫」各項目の設定を行なってください。」 
 と出ている。 
 
A6. CROSS MALLから出品処理をする際に、項目選択肢別在庫用の更新処理をするに変更し、再出品してください。 
 
 
 
Q7.楽天市場に出品処理をした際にselect.csvでエラー。エラーログファイルに記載されている内容が 
  「こちらの商品は商品登録・更新時に倉庫指定欄で倉庫に入れる指定をしていませんでした。 
   項目選択肢別在庫(select.csv)が正しく設定されていない間は倉庫に入った状態となり、 
   商品ページにアクセスすることはできない可能性があります。 
   正しく登録された場合は倉庫から自動的に出しています。」 
  と出ている。 
 
A7.エラーではなく注意書きになります。楽天側の反映をお待ちください。 
 
 
 
 
 
 

よくあるご質問 


