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Ⅶ よくくある質問 担当者 

よくある質問－目次 

Q 在庫連携に関する質問 

 在１ 在庫連携の状況を確認したい ························································· 213 

 在２ 在庫連携ができているかを確認したい ·············································· 214 

 在３ 在庫連携ができません ·································································· 214 

 在４ Qoo10 で在庫が連携されません ····················································· 216 

 在５ ヤフオクで在庫が連携されません ···················································· 216 

 在６ 『EC 店長』とモール間で在庫が合いません ······································· 216 

Q 商品管理に関する質問 

 商１ 『EC 店長』内で新しい商品を作成したい·········································· 218 

 商２ 商品情報を『EC 店長』に取り込みたい············································· 218 

 商３ 『EC 店長』とモール間で商品情報が合いません ································· 218 

 商４ 『EC 店長』の商品画像をモールに反映したい ···································· 219 

 商５ 楽天の商品情報を簡単に取り込みたい ·············································· 219 

 商６ 楽天で表示先カテゴリを変更したが、反映できません ·························· 221 

 商７ 楽天のディレクトリ ID と表示先カテゴリの変更をしたい ····················· 221 

 商８ Yahoo！のパスとプロダクトカテゴリの変更をしたい ·························· 222 

 商９ Yahoo！の「Y プレミアム販売価格」を追加したい ····························· 224 

 商 10 Yahoo！と楽天のサイズ、カラーの並び方を同じにしたい ···················· 224 

 商 11 Amazon の既存の商品に選択項目肢を新しく生成したい ······················· 224 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

 商 12 Amazon のカスタムテンプレートが設定できません ···························· 225 

 商 13 新規の商品を Amazon に転送するとエラーになる① ···························· 225 

 商 14 新規の商品を Amazon に転送するとエラーになる② ···························· 225 

Q 受注管理に関する質問 

 受１ 注文情報を『EC 店長』に取り込みたい ············································ 226 

 受２ 注文情報が取り込まれません ························································· 226 

 受３ 注文内容が『EC 店長』に正しく反映されません① ······························ 226 

 受４ 注文内容が『EC 店長』に正しく反映されません② ······························ 226 

 受５ 受注ステータスは、『EC 店長』とモールで連携していますか？ ·············· 227 

 受６ Qoo10 の注文情報を『EC 店長』に取り込みたい ································ 227 

 受７ 『楽天ペイ』で受注処理はどう行われますか？ ·································· 227 

 受８ 「お買い上げ明細表」の値段表記を消したい ····································· 228 

 受９ 帳票のフォントを変更したい ························································· 228 

 受 10 配送時間が取り込まれない ···························································· 229 

 受 11 日本郵便のクリックポスト用の CSV データを出力したい ······················ 230 

 受 12 配送伝票を出力する際のゆうプリ R 用の配送時間帯の設定 ···················· 232 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

Q 設定に関する質問 

 設１ API の設定方法がわかりません ······················································· 235 

 設２ Yahoo！の API 証明書の発行方法は？ ·············································· 235 

 設３ Amazon FBA との連携について ···················································· 236 

 設 4 楽天スーパーSALE 用にコピー店舗を作成したい ································· 236 

 設 5 SHOPLIST の店舗設定ができません ················································ 236 

Q その他のよくある質問 

 他１ 『EC 店長』に登録されている基本情報を変更したい ··························· 237 

 他２ 無料トライアル期間について ·························································· 237 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

在庫連携に関する質問 

 

在 1 在庫連携の状況を確認したい 

注文管理画面の「在庫送信履歴」で状況が確認できます 

① 「注文管理」＞「注文管理」をクリックし、注文管理画面で確認したい商品を選択します 

 

② 画面下の注文情報欄の「在庫送信履歴」タブをクリックします 

③ 在庫送信履歴が表示されます 

 

 確認ポイント 

A) マスタ連動が「∞」のものは連携しています 

B) 各モールが「〇」のものはモールと連携しています 

C) 各モールが「✖」のものはモールと連携していません 

 

D) マスタ連動が「R」のものは、連携できていません 

  

※連携していないマークにカーソルを合わせると状況が表示されます 

 

  

② 

① 

Q 

 

【Ⅲ 在庫連携について】 

参 考 



 

  

© 2019 Brangista.Inc 最終更新日 2020/01/06  最終更新者 株式会社ブランジスタ 

219 

Ⅶ よくくある質問 担当者 

在２ 在庫連携ができているかを確認したい 

テスト注文を行うことで、動作確認が行えます 

① モールからテスト注文を行ってください 

② 【在１ 在庫連携の状況を確認したい】を参考に、テスト注文が連携していることを確認します 

③ 確認作業が終了したら、注文をキャンセルします 

 

 

在３ 在庫連携ができません 

在庫連携に必要な設定が行われているか、確認してください 

A) 商品の情報が『EC 店長』内の各モールに登録されているか 

① 「商品管理」＞「商品管理」をクリックします 

② 該当のモールのタブをクリックします（例：楽天） 

 

③ 商品が登録されているか、確認します 

 

B) 商品番号が各モールで一致しているか 

④ A)で検索した商品の顧客社管理コードが一致していることを確認します 

 

 
  

 

【Ⅲ 在庫連携について】 

参 考 

 

コード合わせを行います 

【EC 店長の基本】の【(1)コード合わせ】を参照してください 

対処方法 

 

商品を登録します 

【Ⅴ 商品複製】の【(2)商品の複製】を参照してください 

対処方法 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

（つづき） 

C) 受注取込がきちんと設定されているか 

 店舗設定を確認します 

 モール側の設定を確認します 

 フラグを確認します 

 

D) API の接続ができているか 

① 「申込管理」＞「店舗管理」を開きます 

② 該当モールの接続チェック欄にある「チェック」ボタンをクリックします 

 

③ 「API 接続成功」と表示されていれば API の接続は問題ありません 

 

 

E) 設定管理の在庫自動連携が「ON」になっているか 

① 「基本設定」＞「基本設定管理」を開きます 

② 「在庫自動連携」欄の「新規注文の自動在庫連携」が 

「ON」になっていることを確認します 

 

 

  

 

【Ⅲ 在庫連携】 

【在４ Qoo10 で在庫が連携されません】 

【在５ ヤフオクで在庫が連携されません】 

【在６ 『EC 店長』とモール間で在庫が合いません】 

参 考 

 

「ON」をクリックします 

対処方法 

 

API の設定を行います 

【設 1 API の設定方法がわかりません】 

【Ⅰ モールの設定】の各モールの【API の設定】を参照してください 

対処方法 

 

受注取込設定を確認します 

【Ⅰ モールの設定】の各モールの【店舗設定】【受注取込設定】を参照してください 

対処方法 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

在４ Qoo10 で在庫が連携されません 

【在３ 在庫が連携できません】を確認するほか、以下の確認を行ってください 

 メール取込の設定は正しくされているか 

 Qoo10 は API による取込ではなく、メールによる受注情報の取り込みとなります 

 以下の参照項目を確認してください 

 

 

在５ ヤフオクで在庫が連携されません 

【在３ 在庫が連携できません】の確認のほか、以下の２点を行っているかを確認してください 

 API が正しくつながっているか 

 オークション ID が『EC 店長』内に取り込まれているか 

 

 

在６ 『EC 店長』とモール間で在庫が合いません 

モール転送を行っていないことが原因と考えられます 

通常は自動で在庫の連携を行っていますが、 

『EC 店長』内にて手動で在庫の調整を行った場合は、各モールに自動で在庫数の転送は行いません 

必ずモール転送を行ってください 

① 「商品管理」＞「在庫管理」を開きます 

② 「モール転送」ボタンをクリックします 

 

 

 

【Ⅰ モールの設定】の【４ Qoo10】  

参 考 

 

【Ⅰ モールの設定】の【6 ヤフオク!】 

参 考 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

（つづき） 

③ 転送するモールにチェックを付け、「実行」ボタンをクリックします 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

商品管理に関する質問 
 

商１ 『EC 店長』内で新しい商品を作成したい 

既存商品を基にして商品コピーを行ってください 

 EC 店長内には、新商品を作成するという機能はありません 

① 既存の商品をコピーして作成します 

② モール転送して、モール側に商品情報をアップします 

 

 

商２ 商品情報を『EC 店長』に取り込みたい 

各モールより CSVファイルをダウンロードし、『EC店長』へアップロードしてください 

 

 

商３ 『EC 店長』とモール間で商品情報が合いません 

モール転送を行っていないことが原因と考えられます 

『EC 店長』内で調整を行った場合は、必ずモール転送を行ってください 

 

  

 

【Ⅴ 商品複製】 

参 考 

 

【Ⅰ モールの設定】の各モールの【商品情報の取込】 

Amazon に関しては以下を参照してください 

【Ⅳ 商品管理】の【(3) Amazon の商品登録】 

参 考 

Q 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

商４ 『EC 店長』の商品画像をモールに反映したい 

『EC店長』では商品画像の管理はしていません 

各モールの商品画像 URLを商品情報に登録してください 

① 「商品管理」＞「商品情報」をクリックします 

② 該当のモールのタブをクリックします 

③ 画像を管理したい該当の商品を表示します 

④ 「商品画像 URL」欄に商品画像の URL を入力します 

 

商品画像 URL の格納先は以下のとおりです 

楽天 『RMS』＞画像管理＞R-Cabinet 

Yahoo!ショッピング 『ストアクリエイターPro』＞商品・画像・在庫＞画像管理＞ファイルを追加 

Amazon 『セラーセントラル』＞在庫＞在庫管理＞詳細の編集＞画像 

⑤ 「モール転送」をクリックし、情報をモールに転送します 

 

商５ 楽天の商品情報を簡単に取り込みたい 

100 件までの商品数であれば、API を通して楽天の商品を『EC 店長』の商品リストに

反映させることができます 

① 「商品管理」＞「商品情報」をクリックします 

② 「楽天」タブをクリックします 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

（つづき） 

③ 「楽天 API 商品取込」ボタンをクリックします 

 

④ 楽天 API 商品取込画面で以下を設定します 

範囲指定 「入力内容のみ」「選択内

容のみ」「現在ページのみ」

のいずれかを選択します 

店舗 該当店舗を選択します 

カテゴリ情報取得 チェックを付けると、楽天

の表示先カテゴリを変更し

た場合も、情報を『EC 店長』

に更新させることができま

す 

商品管理番号 範囲指定で「入力内容のみ」

を指定した場合、商品管理番

号を入力し、該当商品を指定

します 

（100 件まで入力可能） 

⑤ 「実行」ボタンをクリックします 

 

 

※EC 店長に存在しない商品は新規登録され、EC 店長に存在する商品は商品情報が更新されます。 

 

※楽天の仕様上、商品 API は、楽天 CSV 一括商品登録が必要です 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

商６ 楽天で表示先カテゴリを変更したが、反映できません 

楽天 API商品取込で EC店長にカテゴリを取り込んでください 

楽天で表示先カテゴリを変更した場合は、楽天 API 商品取込で『EC 店長』にカテゴリを取り込む必要がありますど

の商品でも構いませんので、1 度、商品の取り込みを行ってください 

 

商７ 楽天のディレクトリ ID と表示先カテゴリの変更をしたい 

商品管理の一括商品編集で変更できます 

① 「商品管理」＞「商品管理」をクリックします 

② 「楽天」タブをクリックします 

③ 編集対象データを表示します 

④ 「楽天一括商品編集」ボタンをクリックします 

⑤ 左下の「追加」ボタンをクリックします 

 

⑥ 編集タイプは「カテゴリ作成（上書き）」を選択します 

⑦ 編集対象で、カテゴリを選択します（ディレクトリ ID または表示先カテゴリ） 

 

  

⑥ 

⑦ 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

（つづき） 

⑧ カテゴリ ID の設定をします 

⑨ 「追加」ボタンをクリックします 

 

⑩ 「実行」ボタンをクリックします 

 

 

商８ Yahoo！のパスとプロダクトカテゴリの変更をしたい 

商品管理の一括商品編集で変更できます 

① 「商品管理」＞「商品管理」をクリックします 

② 「Yahoo!ストア」タブをクリックします 

③ 編集対象データを表示します 

④ 「Yahoo!一括商品編集」ボタンをクリックします 

  

⑧ 

⓽ 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

（つづき） 

⑤ 左下の「追加」ボタンをクリックします 

 

⑥ 編集タイプは「カテゴリ作成（上書き）」を選択します 

⑦ 編集対象で、カテゴリを選択します（バスまたはプロダクトカテゴリ） 

 

⑧ カテゴリ ID の設定をします 

⑨ 「追加」ボタンをクリックします 

 

⑩ 「実行」ボタンをクリックします 

 

  

⑧ 

⓽ 

⑥ 

⑦ 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

商９ Yahoo！と楽天のサイズ、カラーの並び方を同じにしたい 

基本設定管理の情報を変更してください 

① 「設定管理」＞「基本設定管理」をクリックします 

② 「ヤフーストア・モール転送」欄で、「楽天と同じ並びに設定」を選択します 

 

 

 

商１０ Yahoo！ショッピングの「Y プレミアム販売価格」を追加したい 

PRオプション利用中の設定をしてください 

① 「申込管理」＞「店舗管理」をクリックします 

② Yahoo!ショッピングの該当店舗を選択し、「編集」ボタンをクリックします 

③ 編集基本情報の「PRオプション利用中」にチェックを付けます 

 

商品情報の特価の下にプレミアム販売価格が追加されます 

※この項目は一括商品編集対応不可 

 

商１１ Amazon の既存の商品に選択項目肢を新しく生成したい 

『EC店長』のマスタで項目肢を増やし、モール転送してください 

※Amazon はマスタと連携していないので Amazon タブでコード組み合わせをし、変更してモール転送します 

※EC 店長の AZ マークは深夜に一回更新するため、すぐには反映されません 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

商１２ Amazon のカスタムテンプレートが設定できません 

『セラーセントラル』から該当しそうなテンプレートをダウンロードしてください 

① 『セラーセントラル』にログインします 

② 該当しそうなカテゴリのテンプレートをダウンロードします 

 カテゴリの選択画面で、近いカテゴリを選択します 

 

③ 『EC 店長』にアップロードし、紐付けができるかを試します 

④ 以上の操作を、設定が行えるテンプレートが見つかるまで行います 

 

 

商１３ 新規の商品を Amazon に転送するとエラーになる① 

『セラーセントラル』のテンプレートと『EC店長』のテンプレートの紐付けが必要です 

『EC 店長』で新しくAmazonの商品を作成した際には、『セラーセントラル』のカテゴリテンプレートと『EC店

長』のカテゴリテンプレートを紐づける作業が必要です 

 

 

商１４ 新規の商品を Amazon に転送するとエラーになる② 

ASINまたはJAN コードの不具合が原因と考えられます 

ASINとは、Amazon で管理している番号のことで、『EC 店長』の ASIN反映で紐付けが可能です 

JANは、すべての商品に割り振られている番号のことです。ブランド申請（製品コード免除の許可申請）を出せ

ば、なくても出品できます 

  

 

【Ⅳ 商品管理】の【(3)Amazon の商品登録】 

参 考 

 

【Ⅳ 商品管理】の【(3) Amazon の商品登録】 

参 考 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

受注管理に関する質問 
 

受１ 注文情報を『EC 店長』に取り込みたい 

注文情報は APIを通して取り込まれます 

API を通して EC 店長に受注が取り込まれます 

※ヤフオクは CSV 取込、FutureShop、SHOPLIST、Qoo10 はメールでの取り込みとなります 

※受注は EC 店長内の各モールタブに商品情報がなくても取り込まれます 

 

 

 

受２ 注文情報が取り込まれません 

API、メール受注取込設定を確認してください 

ヤフオク!は自動で取り込みませんので、CSVデータを取り込んでください 

FutureShop、SHOPLIST、Qoo10 はメール受注取込設定を、その他のモールは API の設定を確認してください 

 

 

受３ 注文内容が『EC 店長』に正しく反映されません① 

環境依存文字は反映されません 

エンド顧客の氏名の漢字が環境依存文字を使用していた場合、その漢字は『EC 店長』に反映されない場合があります 

 

受４ 注文情報が『EC 店長』に正しく反映されません② 

楽天と au Wowma! はマスクアドレスとして『EC店長』に反映されています 

 楽 天：あんしんメルアドサービスの登録は必須です 

 au Wowma!：購入者がメールアドレスをマスク化するか、しないかを決められます 

  

 

【Ⅰ モールの設定】の【店舗情報】 

参 考 

 

【Ⅰ モールの設定】の【店舗情報】、【API の設定】、【受注取込設定】 

参 考 

Q 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

受５ 受注ステータスは、『EC 店長』とモールで連携していますか？ 

受注ステータスは連携していません 

『EC 店長』は『EC 店長』内で、モールはモール内で管理してください 

 

 

 

受６ Qoo10 の注文情報を『EC 店長』に取り込みたい 

Qoo10はメール転送設定で『EC店長』に受注が反映されます 

受注取込メール用のメールアドレスを『QSM』に登録します 

注文キャンセルについて 

受注取込メールにて『EC 店長』に反映されますが、新規注文ステータスへ追加されます 

手動でキャンセルステータスへ移動してください 

 

 

受７ 『楽天ペイ』で受注処理はどう行われますか？ 

決済の一連の流れ（決済手続き、決済、返金処理）を楽天側が代行する楽天ペイでは、 

『EC店長』側にも自動でステータスが反映されます 

※「店舗設定」の「楽天ペイを使用中」にチェックを付けること 

※EC 店長に楽天ペイの申請をしていること 

 

『楽天ペイ』使用中の流れは以下のとおりです 

① 『EC 店長』に注文を取り込みます 

② 注文情報に問題なければサンクスメール送信します 

③ 「楽天ペイ注文確認」を押します 

  

 

【Ⅱ 受注管理】 

参 考 

 

【Ⅰ モールの設定】の【４ Qoo10】【(2) 受注取込設定】 

【Ⅲ 受注管理】の【(7) キャンセル処理】 

参 考 

 

【Ⅱ 受注管理】の【(2) 受注管理に必要な設定の確認】の【4 楽天ペイを利用している場合】 

参 考（楽天ペイ利用の際の設定） 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

（つづき） 

④ 決済処理が OK ならば、ステータスを「発送待ち」に変更します 

決済処理に問題があれば、ステータスを「楽天ペイ審査 NG」に変更します 

⑤ 「発送待ち」にある注文に対し、発送処理を行います 

⑥ 送状番号を『EC 店長』に取り込みます 

⑦ モール送状転送で『EC 店長』からモールへ発送情報を転送します 

⑧ 『EC 店長』のステータスを「完了」に変更します 

 

 

受８ 「お買い上げ明細表」の値段表記を消したい 

配送オプションのギフト商品にチェックを付けてください 

① 「注文管理」＞「注文管理」を表示します 

② 該当の注文情報を選択します 

③ 下部に表示された注文情報中で、「ギフト商品」欄にチェックを付けます 

 

 

受９ 帳票のフォントを変更したい 

変更できません 

帳票のフォントやフォーマットは固定のため、変更はできません 

  

 

【Ⅱ 受注管理】の【(8) 楽天ペイ利用中の流れ】 

参 考 

レ 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

受１０ 配送時間が取り込まれない 

モール内で配送設定してください 

モールで登録している文言を『EC 店長』内の名称と一致させる設定をしてください 

楽天の場合 

『RMS』＞基本情報設定＞配送日時設定 RMS＞1-4 基本情報設定＞配送方法 

 

Yahoo!ショッピングの場合 

Yahoo!：ストアクリエイターPro＞ストア構築＞カート設定＞ 配送設定、送料設定 

 

※午前中は「09：00-12：00」で設定 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

受１１ 日本郵便のクリックポスト用の CSVデータを出力したい 

新しく送状のテンプレートを作成してください 

① 「設定管理」＞「CSV テンプレート」を表示します 

② 「送り状発行ソフト」タブをクリックします 

③ 「追加」ボタンをクリックします 

④ 宅配業者欄で「日本郵便」を選択します 

テンプレート名は任意の名前を入力します 

⑤ 「+」ボタンをクリックします 

 

⑥ 以下の項目にチェックを付けます 

 お届先名（漢字） 

 お届先〒郵便番号 

 お届先住所４ 

 お届先住所 123 

 空項目４個生成 

（チェックを付け、4 を入力します） 

⑦ 「実行」ボタンをクリックします 

 

 

  

④ 

⑤ 

⑦ 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

（つづき） 

⑧ 各項目の名称を変更します 

お届先〒郵便番号 お届け先郵便番号 

お届先名（漢字） お届け先氏名 

お届先住所 123 お届け先住所１行目 

お届先住所 4 お届け先住所２行目 

空白 お届け先住所２行目 

空白 お届け先住所２行目 

空白 お届け先敬称※ 

空白 内容物※ 

⑨ お届け先敬称と内容物欄の固定値を設定します 

1) 「お届け先敬称」欄の歯車マークをクリックします 

2) 固定値欄に「様」を入力します 

3) 「閉じる」ボタンをクリックします 

 

4) 同様に「内容物」欄も固定値を設定します 

 内容物の固定値の内容は、 

御社の内容物に合わせて設定してください 

 固定値となりますので、幅広く使える名称を 

設定してください 

⑩ 順序を並べ替えます 

 異動したい欄にカーソルを合わせ、カーソルが４方向矢印になったら、ドラッグ＆ドロップで移動します 

 

⑪ 「実行」ボタンをクリックします 

 リストの一番下に新しいテンプレートが作成されています 

 

⑧ 

⑩まで処理後 



 

  

© 2019 Brangista.Inc 最終更新日 2020/01/06  最終更新者 株式会社ブランジスタ 

237 

Ⅶ よくくある質問 担当者 

（つづき）  

設定したテンプレートを使用して発送伝票の CSVデータを出力します 

① 「注文管理」＞「注文管理」を開きます 

② 配送伝票を出力したい受注を選択します 

③ 「配送伝票」ボタンをクリックします 

 伝票タイプは「顧客社設定」を選択します 

 CSV リストは作成したテンプレート名を選択します 

④ 「実行」ボタンをクリックします 

⑤ CSV データがダウンロードされます 

 

 

受１２ 配送伝票を出力する際のゆうプリ R 用の配送時間帯の設定 

文字変換設定を使用して、CSVで出力される文言を置き換えてください 

① 文字列変換設定で配送時間帯を登録します 

1) 「注文管理」＞「注文管理」をクリックします 

2) 「文字変換設定」ボタンをクリックします 

 

3) 「追加」ボタンをクリックします 

 

 

  

 

【Ⅱ 受注管理】の【(5) 発送処理】 

参 考 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

（つづき） 

4) 以下のように設定を行います 

 適用対象：「配送伝票テンプレート」を選択します 

 適用項目：「配送時間帯」を選択します 

 テンプレート名：任意のテンプレート名を入力します 

5) 変換前の項目より時間を選択します 

6) 返還後の項目に数字を入力します 

7) 「項目追加」ボタンをクリックします 

 

8) 以上の操作を繰り返し、以下のように設定します 

 

9) 「実行」ボタンをクリックします 

② 「ゆうパックプリント V4」テンプレートを複製します 

1) 「設定管理」＞「CSV テンプレート」を表示します 

2) 「送り状発行ソフト」タブをクリックします 

3) 基本提供テンプレートにある「ゆうパックプリント V4」を選択します 

4) 画面下の「複製」ボタンをクリックします 

 

4) 

5) 6) 

7) 

3) 

4) 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

（つづき） 

5) テンプレート名を修正します 

 

6) 「登録」ボタンをクリックすると、顧客設定テンプレートに追加されます 

 

③ 追加したテンプレートに文字列変換設定したテンプレートを設定します 

1) 追加したテンプレートを選択し、「編集」ボタンをクリックします 

2) 「配送希望時間」欄の歯車マークをクリックします 

 

3) 「文字列変換テンプレート選択」に 

【①文字列変換設定で配送時間帯を登録します】で 

指定したテンプレート名を選択します 

4) 「実行」ボタンをクリックします 

 

  

3) 

4) 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

設定に関する質問 
 

設１ API の設定方法がわからりません 

APIの設定方法は各モールの内容を参照してください 

楽天 EC 店長に API 利用申請をします 

申請後、API の設定を行います 

※設定後、翌日の 9 時より利用を開始します 

【Ⅰモールの設定】【1 楽天】 

Yahoo!ショッピング 申込管理＞店舗管理 

【Ⅰモールの設定】【2 Yahoo!ショッピング】 

Amazon 設定＞ユーザー権限＞サードパーティの開発者およびアプリ アプリ管理を表示 

＞新規に開発者にアクセス権を付与＞開発者名、開発 ID 入力します 

＞チェックボックを 2 つチェックし、認証トークンと出品者 ID を表示します 

【Ⅰモールの設定】【3 Amazon】 

Qoo10 『QSM』にログインする際の ID とパスワード 

【Ⅰモールの設定】【4 Qoo10】 

ポンパレモール 各種申請＞WebAPI 利用申請＞WebAPI サービス利用申請 

【Ⅰモールの設定】【5 ポンパレモール】 

ヤフオク! ヤフオク!の API 設定依頼を EC 店長宛にメールします 

【Ⅰモールの設定】【6 ヤフオク!】 

au Wowma 各種お申込み＞ API 利用申請 

【Ⅰモールの設定】【9 au Wowma!】 

  
 

設２ Yahoo！ショッピングの API 証明書の発行方法は？ 

『ストアクリエイターPro』の 

各種申請リンク＞API証明書発行申請フォームから発行します 

 

  

Q 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

設３ 楽天スーパーSALE 用にコピー店舗を作成したい 

スーパーSALE用の店舗を登録し、SSに付けた商品番号を設定します 

① EC 店長の店舗管理にスーパーSALE 用の店舗を登録します 

 店舗 ID と店舗名を実店舗とは異なるものにし、FTP のみ接続します 

 

② 実店舗に登録している商品の商品管理番号（画像 URL）に「SS」を付けます 

 実店舗は API 連携されている為、商品管理番号（画像 URL）に「SS」を付け、モール転送をします 

 RMS に商品管理番号（画像 URL）「SS」が付いている、付いていない 2 種類の商品が登録されます 

 

③ EC 店長の実店舗で付けた「SS」商品をスーパーSALE 用店舗へ複製します 

④ EC 店長の実店舗の商品管理番号（画像 URL）「SS」を削除します 

 商品番号が同じなら在庫連携はできます 

 

設４ Amazon FBA との連携について 

Amazon FBAには対応していません 

Amazon FBA で在庫連携を行う商品に関しては、『EC 店長』の Amazon タブからは商品情報を削除し、『EC 店

長』、Amazon のそれぞれで個別に管理してください 

※Amazon FBA で管理している商品が『EC 店長』の商品情報の Amazon タブに登録されていた場合、注文時に

二重で在庫が引かれる恐れがあります 

 

設５ SHOPLIST の店舗設定ができません 

SHOPLISTは申請しないと店舗設定に表示しません 

EC 店長カスタマーセンターにメールで申請してください 

 

  

 

店舗設定は【Ⅴ 商品複製】 

参 考 

 

店舗設定は【Ⅰ モールの設定】の【１ 楽天】【(2) 店舗設定】 

参 考 

 

【Ⅰ モールの設定】の【8 SHOPLIST】【(1) 利用申請】 

参 考 
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Ⅶ よくくある質問 担当者 

その他のよくある質問 
 

他１ 『EC 店長』に登録されている基本情報を変更したい 

『EC店長』宛にメールで連絡してください 

① 基本情報（申込管理＞基本情報）は、申込時にいただいた情報を表示しています 

 グレーで表示されている項目は変更できません 

② 変更箇所と変更後の情報を記載してください 

③ 『EC 店長』にて変更後、ご連絡しますので、該当部分を確認してください 

 

他２ 無料トライアル期間について 

無料トライアルのお申込日により異なります 

 当月の 19 日までに申し込みの場合、当月末まで無料です 

 20～月末までの申し込みの場合、翌月末まで無料です 

 

 

 

20 日以降に申し込みされた方で、月末にお支払いの案内が送信されて

しまうことがありますが、当月分に関しては無視してください 

20 日以降に申し込まれた方 

Q 


