
楽天市場→Qoo10 
商品複製マニュアル 

※1 在庫連携を行うためには事前に各モールのコード合わせの作業が必要です。 
       詳しくは各モールとの在庫連携に必要なコード連携マニュアルをご覧ください。 

※2 楽天、Qoo10の仕様は変更になっている場合があります。 
       各モールの仕様も合わせてご確認ください。 

※3 楽天CSVの取込、商品番号、子番号の楽天RMSの反映まで 
   Yahoo!ショッピングへの移行と同様です。 
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楽天RMS ＞ 1-1 商品登録・更新 ＞ CSV更新（変更・削除） ＞  CSV更新（変更・削除） 

詳細タイプ 

 商品情報と選択肢情報のCSVデータです。 
全商品（カテゴリ更新フォーマット） 

 表示先カテゴリ（店舗内カテゴリ）の 
 CSVデータです。 

ひとつずつダウンロードを行い、FTPサーバーから
取得してください。 

FTPサーバーへのアクセス方法は 
下記マニュアル1~4ページを参照してください。 
【商品登録・編集 エラーチェック】 

① 楽天 商品CSVデータダウンロード 
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EC店長にCSVをアップロードする前にチェックを行うことによって、アップロード時のエラーの発生を防ぐ事が出来ます。 

事前にチェックする項目は以下の通りです。 

item.csv 

・商品番号の重複、半角英数、-（半角ハイフン）以外のものが使われていないかどうか確認。 

・在庫タイプ“２”（項目選択肢別在庫）の商品について、 

  項目選択肢別在庫用横軸項目名もしくは項目選択肢別在庫用縦軸項目名の 

  片方のみ入力されているものは、もう片方の項目名に-（半角ハイフン）を入力する。 

select.csv 

・項目選択肢別子番号が入力されているか確認。 

  項目選択肢別子番号の付け方については、【自動在庫連携の為のコード合わせのルール】をご覧ください。 

② 商品CSVのチェック 

子番号の自動採番を行なう場合、下記を設定してください。 
   設定管理＞基本設定管理＞CSV取込設定＞在庫ファイル取込み時自動でコードを採番する。にチェック＞保存 
 
※自動採番とは、項目選択肢別在庫の商品に対して、在庫連携ができるように選択肢それぞれに番号を付与します。 
   自動のため、無機質な番号（A、B、C…01、02、03…など）になります。 
   なお、項目選択肢別在庫用項目名が縦横とも設定されていること、項目選択肢別在庫用子番号が縦横とも未入力の場合に有効です。 

RMSのこの部分が子番号です。 
画像の子番号は「-S」です。 
※商品ページからは見えません。 
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データの修正等でCSVを編集される際は、CSV編集用ソフトのご利用を推奨します。 

ExcelでCSVを開くとファイル内容が壊れてしまう可能性があります。 

下記はお勧めのCSV編集ソフトです。 

・SmoothCSV          http://smoothcsv.co44m/ 

・Cassava Editor      http://www.asukaze.net/soft/cassava/ 

※インターネット上で配布されている無料ソフトになります。 

   ダウンロード、インストールについてはお客様のご判断でお願い致します。 

※不具合、使い方の質問などはEC店長カスタマーで対応することはできかねますので、ご了承ください。 

② 商品CSVのチェック 
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EC店長 ＞ 商品管理 ＞ 商品管理 ＞ 楽天タブ 

③ 商品CSVデータアップロード 

楽天に登録されている商品をEC店長にアップロードします。 

①店舗 

   該当店舗を選択 
②CSV区分 

   アイテム(item.csv)、在庫(select.csv)、カテゴリの順に 
   ひとつずつ行ってください。 
③アップロードオプション 

   変更不要 
④CSV登録 

   CSV区分で選択したものを選択してください。 
   アイテム(item.csv) → dl-item.201601010000.csv 
   在庫(select.csv) → dl-select.201601010000.csv 
   カテゴリ → item-cat.201601010000.csv 
⑤実行 

   アイテムの場合のみ、「取込項目の設定」が表示されます。 
   チェックボックスを変更せず、実行。 
    ※取込項目の設定：取り込む項目を指定できます。 

商品数が多い場合、アップロード完了まで時間がかかります。 
エラーがある場合は、エラー一覧をご参考ください。 

① 

② 
③ 
④ 

⑤ 
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④ 番号反映 

以下、CSVにて商品番号の修正を行なっていた場合のみ、ご確認ください。 

商品番号修正を行なっていない場合は、⑤ページ設定へお進みください。 

修正した商品番号を、RMSにも反映させる必要があります。現時点ではまだRMSの商品番号は修正前の状態です。 

EC店長 ＞ 商品管理 ＞ 商品管理 ＞ 楽天タブ 

①範囲指定 

 範囲を選択 
②店舗ID 

 該当店舗を選択 
③更新フラグ 

 更新/u 
④送信区分 

 商品情報をチェック 
⑤テンプレート選択 

 商品番号更新タイプを 
  選択し、確認 
⑥実行 

 しばらくすると、 
  モールに反映されます。 
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④ 番号反映 

以下、子番号の自動採番を行なっていた場合のみ、ご確認ください。 

自動採番を行なっていない場合は、⑤ページ設定へお進みください。 

EC店長内で項目選択肢別在庫の商品に自動で付与された子番号を、RMSにも反映させる必要があります。 

現時点では、まだ子番号が付与されているのはEC店長内の商品のみなので、在庫連携はできません。 

EC店長 ＞ 商品管理 ＞ 商品管理 ＞ 楽天タブ 

在庫タイプ列のフィルタを項目選択肢別在庫設定を選択 
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楽天の仕様上、上書き更新にて項目選択肢別在庫の追加、変更ができません。 

下記手順を行なってください。 

※一時的に選択肢を削除するため、購入できない状態になります（15分前後） 

   作業時間帯にご注意ください。 

①範囲指定 

 検索条件全体を選択 

（項目選択肢別在庫の商品のみが対象のため） 

②店舗ID 

 転送する店舗を選択 

③更新フラグ 

 項目選択肢の削除を選択 

④送信区分 

 商品情報が自動的に選択されています。 

   ※自動的に選択されない場合は、 

      ブラウザの更新やログアウトをしてください 

⑤実行 

 しばらくすると、商品ページから選択肢が消えます。 

④ 番号反映 
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商品ページから選択肢が削除されましたら、下記手順を行ってください。 

①範囲指定 

 検索条件全体を選択 

（項目選択肢別在庫の商品のみが対象のため） 

②店舗ID 

 転送する店舗を選択 

③更新フラグ 

 項目選択肢の追加を選択 

④送信区分 

 商品情報、選択情報、選択情報ｉが 

  自動的に選択されています。 

   ※自動的に選択されない場合は、 

       ブラウザの更新やログアウトをしてください 

⑤実行 

 しばらくすると、商品ページに選択肢が反映されます。 

④ 番号反映 
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商品管理 ＞ 商品管理 ＞ Qoo10タブ ＞ ページ設定  

⑤ ページ設定 

楽天でしか使えない文言、リンク等を削除もしくはQoo10に適したものに置換されるよう設定をします。 

ページ設定は最初に一度行えば、次回から毎回適用されます。  

削除した方が良い項目 

 

 

■商品名 

例） あす楽、楽ギフ、のし対応 等 

 

編集タイプ：文字列削除 

編集対象：商品名 

編集値設定：（削除したい文言） 

＞実行＞保存 

 

 

■説明文 

例） あす楽バナー、楽天用バナー 等 

 

編集タイプ：文字列削除 

編集対象：商品詳細説明文 

編集値設定：（削除したいURL） 

＞実行＞保存 
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⑥ 一括商品複製 

商品管理 ＞ 商品管理 ＞ 楽天タブ ＞ 楽天一括商品複製 

 

楽天の商品を、Qoo10用に複製を行います。 

①範囲指定 

複製したい範囲を選択 

②取込設定 

変更不要 

③変換対象 

Qoo10の店舗 

④実行 

実行すると処理状況が進みます 

※EC店長内での複製です 

    実際のモールにはまだ出品されていません 
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商品管理 ＞ 商品管理 ＞ Qoo10 

他モールから商品複製を行うと、ステータスが必ずデータ不備になります。 

⑥ 一括商品複製 

これは、Qoo10特有の項目（送料など）が不足しているためです。 

手入力でも補完は可能ですが、一括で補完ができるテンプレートの使用を推奨します。 

商品テンプレートをまだ作成してない場合は次ページ⑦商品テンプレートヘ 

商品テンプレート作成済の場合は⑧テンプレート一括編集へ 
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⑦ 商品テンプレート  

設定管理 ＞ 商品テンプレート 

①追加 

画面の左下にあります 

②モール 

Qoo10を選択 

③商品のカテゴリ 

任意のカテゴリを選択 

（後ほど商品個別に変更可能です。
詳細なカテゴリごとに作成する必要は
ありません） 

④確認 

⑤実行 

別ウィンドウが開きます 
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店舗情報 

店舗名を選択 

（Qoo10を複数店舗運営されている場合、
店舗ごとにテンプレートを作成してください。
別店舗のテンプレートを使用すると、出品の
際にエラーになります） 

テンプレート名 

任意の名称 

カテゴリー 

指定したカテゴリを反映 を選択 

⑦ 商品テンプレート  

14 



有効期間 

特に指定がなければ、1year を選択 

送料 

QSMで設定した送料設定を選択
（あらかじめQSM内で送料設定を
行っておく必要があります） 

その他の項目について 

必要に応じて設定してください。 

⑦ 商品テンプレート  
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商品管理 ＞ 商品管理 ＞ Qoo10 ＞ Qoo10テンプレート一括編集 

⑧ テンプレート一括編集 

範囲指定 

編集したい範囲を選択 

テンプレート名 

使用したいテンプレートを選択 

実行 

テンプレートに入力した情報が商品に移ります 

他モールから商品複製を行うと、Qoo10特有の項目が入力されていないため、 

ステータスが必ずデータ不備になります。未入力の項目を一括で補完できるテンプレートの使用を推奨します。 

テンプレートは最初は何もありません。 
事前に作成する必要がありますので、まだ
作成してない場合は⑦商品テンプレートへ 
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一商品ずつ設定する 

①商品名クリック 

②カテゴリーのID検索をクリック 

③キーワードを入力しカテゴリ検索、商
品に応じたカテゴリを選んで確認 

④商品編集反映 

 

複数商品まとめてカテゴリを設定する 

①設定したい商品を検索 

②ヤフオク一括商品編集をクリック 

＞範囲指定：検索条件全体 

＞追加 

③編集タイプ：カテゴリ作成（上書き） 

＞編集対象：カテゴリ 

＞カテゴリID検索 

＞確認 

＞追加 

＞実行 

商品に応じたカテゴリーの設定を行ってください。 

Qoo10のカテゴリーとは楽天のディレクトリIDに相当する部分です。 

※正しく設定して頂いた方が売上向上にはつながります。 

⑨ 商品カテゴリー  
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転送が成功し商品が登録されると、Qoマークが濃くなります。 

 

 

クリックすると、販売ページヘリンクします。 

①範囲指定 

 転送したい範囲を選択 

②店舗ID 

 該当の店舗を選択 

③送信区分 

 商品情報、マルチイメージ情報を選択 

 ※マルチイメージ情報→2枚目以降の画像 

④実行 

※在庫数が0の商品は転送できません。 

※商品情報の転送には時間がかかります。 

   少なめの数での転送をおすすめします（100商品程度） 

商品管理 ＞ 商品管理 ＞ Qoo10 ＞ モール転送 

複製、編集した商品をQoo10へ反映します。 

⑩ モール転送 
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商品管理 ＞ 在庫送信履歴 ＞ 送信確認 

商品が登録されていない場合、エラーの原因をご確認ください。 

⑪ エラー確認 
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エラーチェックマニュアル 

19ページから、Qoo10のエラー一覧と解消方法を記載しています。 
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