
※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、Yahoo!ショッピング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。 

Yahoo!ショッピング→Amazon 

商品複製マニュアル 

http://www.ec-tencho.jp/images/qa/codo.pdf
http://www.ec-tencho.jp/images/qa/codo.pdf


ストアクリエイターPro ＞ 商品・画像・在庫 ＞ 商品管理 ＞ 商品データ ＞ダウンロード 
＞ 全ての商品データ ＞ ダウンロード 

CSVを編集される際は SmoothCSV、Cassava Editor などCSV編集ソフトのご利用を推奨致します。 

Excelで開くとファイル内容が壊れてしまう可能性があります。下記はオススメのCSV編集ソフトです。 

・SmoothCSV          http://smoothcsv.co22m/ 

・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御社のご判断でお願い致します。 

不具合、使い方の質問など弊社で対応することはできかねますので、ご了承ください。 
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ストアクリエイターPro ＞ 商品・画像・在庫 ＞ 在庫管理 ＞ 在庫の商品データ ＞ ダウンロード 

data201601010100.csv というデータがダウンロードされます。 

quantity201601010100.csv というデータがダウンロードされます。 

① CSVをダウンロード 

（西暦月日時分） 

（西暦月日時分） 

http://smoothcsv.com/
http://smoothcsv.com/
http://www.asukaze.net/soft/cassava/
http://www.asukaze.net/soft/cassava/
http://www.asukaze.net/soft/cassava/


EC店長に各CSVファイルをアップロードします。 

EC店長 ＞ 商品管理 ＞ 商品管理 ＞ Yahoo!ストアタブ ＞ Yahoo!CSVアップロード  

② EC店長にアップロード 
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①店舗 

店舗を選択 

②CSV区分 

マスタ商品CSV 

③アップロードオプション 

変更不要 

④CSV登録 

data201601010100.csv を選択 

⑤実行 

「取り込み項目の設定」が表示されます
が、項目の変更はせずに再度実行 

①店舗 

店舗を選択 

②CSV区分 

在庫用CSV 

③アップロードオプション 

変更不要 

④CSV登録 

quantity201601010100.csv を選択 

⑤実行 



商品管理 ＞ 商品管理 ＞ Amazonタブ ＞ ページ設定  

③ ページ設定 
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Yahoo!特有の文言を削除、もしくは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。 

Amazonで禁止されている文言の削除 

 

■商品名 等 

例） 送料無料、限定、♪、☆ 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 

 

※商品名のルールについてはAmazonの規約に基づきます。 

セラーセントラルヘルプページにて「出品許可の申請が必要
なカテゴリー」と検索し、規約をご確認ください。 

カテゴリによって規約が異なりますので、詳細はAmazonへ
お問い合わせください。 
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商品管理 ＞ 商品管理 ＞ Yahoo!タブ ＞ Yahoo!一括他サイトデータコピー 

Yahoo!の商品を、Amazon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 

Amazon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 

④ 一括商品複製 



⑤ 商品テンプレート  

設定管理 ＞ 商品テンプレート ＞ 追加（画面左下） 

他モールから移行できないAmazon特有の必須項目（カテゴリ等）を補完するためにテンプレートが必要です。 
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JANコードが無い商品の場合 

商品のカテゴリを選択 

→7ページヘ 

カタログ商品とは… 

Amazonにおいて、他社の
商品に相乗りして販売する
商品です。 

カタログ商品の場合 

出品ファイル(L)を選択 

→13ページヘ 

カテゴリとは… 

セラーセントラルにて、カタログに
ない商品を登録する際に最初に
選択するカテゴリと同じものです。
商品ページの構成が決まります。 

JANコードはあるが 

カタログ出品でない商品 

商品のカテゴリを選択 

→10ページヘ 

モール 

Amazonを選択 

商品のカテゴリ 

カテゴリID検索をクリック 



⑤ 商品テンプレート（JANコード無しの場合）  
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画像URL 

http://item.shopping.c.yimg.jp/i/l/ヤフーストアアカウント_(|商品番号|) 

2枚目以降 

http://item.shopping.c.yimg.jp/i/l/ヤフーストアアカウント_(|商品番号|)_1～5 

(|商品番号|)はこちらをクリックし貼り付けてください。 

※ブラウザによっては正常に表示されない場合があります。 

※設定した枚数分のURLが作られるので、本来の画像数を超えた場合、 

「画像がありません」と表示されます。確実にある画像数のURLまでを入れるか、
画像数ごとに複数のテンプレートを作成してご対応ください。 

※Yahoo!の商品コードが大文字の場合は画像は表示できません。 

テンプレート名 

任意の名称 

http://item.shopping.c.yimg.jp/i/l/
http://item.shopping.c.yimg.jp/i/l/
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JAN/EAN または UPC TYPE 

選択しない（選択 のままにしておく） 

製品コードなしの理由 

該当のものを選択 

メーカー名 

任意の名称 

メーカー型番 

(|出品者SKU|)を入力 

ブランド名 

事前にAmazonに申請を行い、承認が
されたブランド名を完全一致で入力 

※ブランド名は、申請時と異なりますと
商品登録ができませんので、ご注意く
ださい。 

コンディション 

該当のコンディションを選択 

⑤ 商品テンプレート（JANコード無しの場合）  
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カテゴリ特性情報 

最初に選んだカテゴリによって、設定できる
項目が変わります。 

（画像はアパレル、シューズカテゴリのため、
レディース、メンズの選択等アパレルに関係
する項目が選択できます。） 

基本的にカテゴリ特性情報に必須項目はあ
りませんが、カテゴリやブランドによって必
須項目は異なり、必要な場合もあります。 

 

※項目のルールはAmazonの規約に基づきます。 

詳細はセラーセントラルのヘルプ等でご確認ください。 

商品編集送信 

入力が終わりましたら保存をします。 

⑤ 商品テンプレート（JANコード無しの場合）  



9 

(|商品番号|)はこちらをクリックし貼り付けてください。 

※ブラウザによっては正常に表示されない場合があります。 

テンプレート名 

任意の名称 

⑤ 商品テンプレート（JANコードがあり、カタログではない場合）  

画像URL 

http://item.shopping.c.yimg.jp/i/l/ヤフーストアアカウント_(|商品番号|) 

2枚目以降 

http://item.shopping.c.yimg.jp/i/l/ヤフーストアアカウント_(|商品番号|)_1～5 

※設定した枚数分のURLが作られるので、本来の画像数を超えた場合、 

「画像がありません」と表示されます。確実にある画像数のURLまでを入れるか、
画像数ごとに複数のテンプレートを作成してご対応ください。 

※Yahoo!の商品コードが大文字の場合は画像は表示できません。 

http://item.shopping.c.yimg.jp/i/l/
http://item.shopping.c.yimg.jp/i/l/


10 

JAN/EAN または UPC TYPE 

JAN/EANを選択 

製品コードなしの理由 

選択しない（選択 のままにしておく） 

メーカー名 

特に指定はありませんが、商品ページ
に表示されます 

メーカー型番 

(|出品者SKU|)を入力 

ブランド名 

特に指定はありませんが、商品ページ
に表示されます 

コンディション 

該当のコンディションを選択 

⑤ 商品テンプレート（JANコードがあり、カタログではない場合）  
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カテゴリ特性情報 

最初に選んだカテゴリによって、設定できる
項目が変わります。 

（画像はアパレル、シューズカテゴリのため、
レディース、メンズの選択等アパレルに関係
する項目が選択できます。） 

基本的にカテゴリ特性情報に必須項目はあ
りませんが、カテゴリやブランドによって必
須項目は異なり、必要な場合もあります。 

 

※項目のルールはAmazonの規約に基づきます。 

詳細はセラーセントラルのヘルプ等でご確認ください。 

商品編集送信 

入力が終わりましたら保存をします。 

⑤ 商品テンプレート（JANコードがあり、カタログではない場合）  



⑤ 商品テンプレート（カタログ出品の場合）  
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テンプレート名 

任意の名称 

カタログ出品の場合、他社の商品情報に
相乗りますので、商品名や画像等を変更
することはできません。 
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商品編集送信 

入力が終わりましたら保存をします。 

コンディション 

該当のものを選択 

JAN/EAN またはUPC TYPE 

該当のものを選択 

⑤ 商品テンプレート（カタログ出品の場合）  

同一のJANコードで複数のカートが
Amazonに存在する場合、どこのカートに
出品されるかはランダムです。 

特定のカートを指定したい場合は、ここで
ASINコードを選択してください。 



商品管理 ＞ 商品管理 ＞ Amazon ＞ Amazonテンプレート一括編集 

⑥ テンプレート一括編集 
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他モールから商品複製を行うと、Amazon特有の必須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するためにテンプレートを使用します。 

 

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 



商品管理 ＞ 商品管理 ＞ Amazon ＞ 商品編集 

カタログ出品の場合、テンプレート一括編集後にJANコード（もしくはASINコード）をそれぞれ入力します。 

⑦ 商品編集（カタログ出品の場合） 
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範囲指定 

範囲を選択 

範囲指定 

JAN/ EANコードとマッチング 

実行 

この作業により、同じJANコード（ASINコード）のカートに出品されることが決まります。 

商品管理 ＞ 商品管理 ＞ Amazon ＞ ASIN反映 



⑧ モール転送 

①範囲指定 

転送したい範囲を選択 

②店舗ID 

選択 

③更新フラグ 

新規を選択 

④実行 

商品管理 ＞ 商品管理 ＞ Amazon ＞ モール転送 

複製、編集した商品をAmazonへ反映します。 

商品が登録されると、Azマークが濃くなります。 

1日1回深夜に、商品の登録があるかをシステムが
取得しているため、即時に色は変わりません。 

 

 

クリックすると、販売ページヘリンクします。 
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⑨ エラー確認 

商品管理 ＞ 商品管理 ＞ Amazon ＞ ASIN反映 

深夜の自動取得を待たず、強制的にAzマークを取得することも可能です。 

範囲指定 

取得したい範囲を選択 

範囲指定 

商品登録有無 

実行 
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商品管理 ＞ 在庫送信履歴 ＞ 送信確認 

商品が出品されていない場合、エラー内容を確認します。 

例） 
8560 エラー SKU buta_copy、 指定のない属性 standard_product_id。 SKU ○○○はどのASINとも一致しません。
新しいASINを作成する場合は、次の属性が必要になります: standard_product_id。 Feed ID: 0。 詳しくは、 
http://sellercentral.amazon.co.jp/gp/errorcode/8560 を参照してください。  

→JANコードが無い商品の場合に見られるエラーです。 

Amazonへブランド申請をしているか、申請したブランド名、メーカー名と一致しているかご確認ください。 

※エラーコード、エラーメッセージはAmazonから提供されているエラーになります。 

その他エラーの詳しい解説はセラーセントラルヘルプページにてご確認ください。 

例） 
99010 エラー このグループで必要とされている列（一列または複数列）に値がありません。: 
[商品コード(JANコード等) = "0123456789"], [商品コードのタイプ = null].  
→テンプレートを間違えている可能性があります。 

該当の商品はカタログ出品かそうでないか確認し、正しいテンプレートを使用してください。 


