
商品マスタ

項目名 データ型 文字数 必須 項目備考 汎用

商品ID 半角英数記号 100 （,）カンマは使用できません
販売サイトで登録されている商品コード/IDと揃えて登録いただくか、ユニークで作成

してください。

商品名 文字列 200 ○ （,）カンマ、改行は使用できません ここに登録された商品名が納品書に表示されます。

バーコード 半角英数記号 50 （,）カンマは使用できません
【商品確認項目】商品に表示された型番がある場合は入力してください。

入荷時の商品照合のキーワードとなります。

商品表示型番 文字列 200 （,）カンマ、改行は使用できません
【商品確認項目】商品に表示されたバーコードがある場合は入力してください。

入荷時の商品照合のキーワードとなります。

API連携先ID 半角数値 1 （,）カンマは使用できません 連携サービスを使用している方のみ入力してください。

カラーミーオプション名 半角英数記号 50 （,）カンマは使用できません 連携サービスのカラーミーショップを使用している方のみ入力してください。

エクセルテンプレートの入力ルール



APIによる連携を使用される場合、各システムの商品IDやオプションIDを結合してロジモプロの商品マスタとして登録します。
正しい形式で商品マスタが登録されていない場合、API連携での同期は出来ません。
本ページの内容に沿ってデータを作成していただき登録してください。

ロジモプロ商品マスタ　エクセルテンプレートヘッダー

商品ID(必須) 商品名(必須) バーコード 商品表示型番 API連携先ID カラーミーオプション名

A列_C列 B列_D列 M列 K列‗L列 1

商品ID

商品名

バーコード

商品表示型番

API連携先ID

BASE商品マスタ登録項目の入力値

2：ColorMe
3：Bcart
4：Nextengine
上記以外のシステムを使用されている場合は空白のままで構いません。

カラーミー
オプション名

※カラーミーユーザー以外は入力不要です。

BASEの商品情報に登録がある場合は入力してください。※空白でも可
CSVヘッダ項目名：JAN/GTIN
※BASEAppsから「商品コード」を入手して、商品コードに登録された情報を入力してください。※空白でも可
CSVヘッダ項目名：商品コード_種類コード
ご利用されているシステムにより以下の数値を入力してください。
1：BASE

（アンダーバーは必要ありません)

商品マスタ

BASEに登録された商品が30SKUを超える場合はエクセルテンプレートを使用して登録してください。

※BASEAppsから「CSV商品管理」を入手して、ダウンロードした情報を使用してください。
下記で指定される各列はBASEからダウンロードしたファイルが対象となります。

A列とC列の間に _ (半角アンダーバー)を入れてください
CSVヘッダ項目名：商品ID_種類ID
B列とD列の間に _ (半角アンダーバー)を入れてください
CSVヘッダ項目名：商品名_種類名
※A列～D列は各項目に入力されている文字を使用してください。
※C列(種類ID)やD列(種類名)がない場合は、A列やB列はそのまま登録してください



APIによる連携を使用される場合、各システムの商品IDやオプションIDを結合してロジモプロの商品マスタとして登録します。
正しい形式で商品マスタが登録されていない場合、API連携での同期は出来ません。
本ページの内容に沿ってデータを作成していただき登録してください。

ロジモプロ商品マスタ　エクセルテンプレートヘッダー

商品ID(必須) 商品名(必須) バーコード 商品表示型番 API連携先ID カラーミーオプション名

(O)A列_(O)F列 (M)E列_(O)C列□×□(O)D列 該当なし (O)F列 1 (O)C列□×□(O)D列

ColorMeに登録された商品が30SKUを超える場合はエクセルテンプレートを使用して登録してください。

※エクセルテンプレートで商品マスタを作成する場合は、ColorMeの「データダウンロード」より次のデータをダウンロードしてください。
※ColorMeの商品登録状況により、使用するデータが異なりますのでご注意ください。
商品データ データ種類：商品データ、　項目名 表示設定：表示する 説明では列表示の前に「M」を付けております。
商品オプションデータ データ種類：商品オプションデータ、　項目名 表示設定：表示する 説明では列表示の前に「O」を付けております。

商品ID

商品名

バーコード

商品表示型番
システム判別

ColorMe商品マスタ登録項目の入力値

上記以外のシステムを使用されている場合は空白のままで構いません。

カラーミー
オプション名

(O)C列□×□(O)D列を入力してください。

CSVヘッダ項目名：オプション名１□×□オプション名２
※この項目の入力がされないと連携はご利用いただけません。

ColorMeの型番に登録がある場合は入力してください。※空白でも可
ご利用されているシステムにより以下の数値を入力してください。
1：BASE
2：ColorMe
3：Bcart
4：Nextengine

※オプションを登録されていない商品は(M)E列のみ入力してください。
※オプション2を登録されていない場合はオプション1まで入力してください。(□×□は不要です)

ColorMe側に登録された商品名と一致していなくても問題ございません。

この項目に登録された商品名が納品書に表記されます。（アンダーバーなどは必ずしも入れる必要はありません)
ColorMeにはJANコード(バーコード)の入力項目がありません。 
バーコードを確認項目とする場合はこちらから登録してください。※空白でも可

CSVヘッダ項目名：商品名_オプション名１□×□オプション名２

商品マスタ

(O)A列と(O)F列の間に _ (半角アンダーバー)を入れてください
CSVヘッダ項目名：商品ID_型番
(M)E列と(O)C列の間に _ (半角アンダーバー)、(O)C列と(O)D列の間には 
□×□(全角スペース・×・全角スペース)を入れてください



APIによる連携を使用される場合、各システムの商品IDやオプションIDを結合してLogiMoProの商品マスタとして登録します。
正しい形式で商品マスタが登録されていない場合、API連携での同期は出来ません。

makeshopに登録された商品が50SKUを超える場合はカスタマーサポートまでご連絡ください。
makeshopは商品マスタの登録に必要な商品IDの情報が取得できないため、
初回の商品マスタ登録に限り弊社で全件取得の対応をいたします。
商品を追加登録される場合は1度の登録数が50SKUを超えないようにしてください。

Bcartは商品マスタは登録された全件の同期が可能です。
商品マスタの登録は必ず連携の同期をご利用ください。

makeshop商品マスタ登録について

Bcart商品マスタ登録について



以下のシステムをご利用の場合、システムからダウンロードされたCSVファイルをそのままインポート出来ます。

NextEngine

CROSSMALL

TEMPOSTAR

楽楽B2B

以下のシステムをご利用の場合、エクセルテンプレートで商品マスタを作成して登録してください。

futureshop
必要なデータのダウンロード、エクセルテンプレートへの入力方法、インポートについては利用方法
より連携ガイドラインをご確認ください。

CSV連携対応のシステムについて

対象データのダウンロード、インポートについては
利用方法より各システムの連携ガイドラインをご確認ください。



入荷予定データ

項目名 データ型 文字数 必須 項目備考 注意事項

入荷予定No 半角英数記号 100 ○ 一度登録されたNoを再使用することは出来ません。

入荷予定日 文字列 8 ○ YYYYMMDD形式

仕入先ID 半角英数記号 100 未入力の場合は仕入先ID：00が使用されます。

商品ID 半角英数記号 100 ○

入荷を予定する数量 半角数値 7 ○

※入荷予定はロジモプロに登録いただいた後の修正、キャンセルは出来ません。

※過去に使用された入荷予定Noは使用出来ません。

エクセルテンプレートの入力ルール



出荷指示データ

項目名 データ型 文字数 必須
複数

注文時

項目備考

ここに表記した通りに入力してください
注意事項 入力がブランク(空白)の場合

出荷指示NO 半角英数記号 50 ○ 〇 過去に使用したNoは使用不可 エラー

店舗ID 半角英数記号 100 ○ 〇 ロジモプロに登録された店舗IDを入力 店舗ID：00を選択

配送方法 文字列 100 ○ 〇

メール便

宅配マルチ

宅配便

項目備考の3種からいずれかを表記通りに入力してください。 宅配マルチ

配達指定日 文字列 10 〇 YYYY/MM/DD形式

配達時間帯 文字列 100 〇

午前中

12:00～14:00

14:00～16:00

16:00～18:00

18:00～20:00

18:00～21:00

19:00～21:00

項目備考の通りに入力してください。

入力エラーは「午前中」となります。

特に"～"(波線)が"-"(ハイフン)と入力されるエラーが多く確認されて

います。

代引有無 文字列 100 〇
発払い

代引き
項目備考の2種からいずれかを表記通りに入力してください。 発払い

配送先名称 文字列
32

(16)
○ 〇

宅配便は全角32文字まで印字可

メール便・宅配マルチは全角16文字まで印字可

※文字数を超えても登録はされますが超過分は印字されません。

但し納品書への印字は20文字までとなります。

エラー

配送先郵便番号 半角英数 20 ○ 〇
999-9999形式

9999999形式
エラー

配送先都道府県 文字列 100 ○ 〇 エラー

配送先住所 文字列 44 ○ 〇
全角44文字まで印字可

※文字数を超えても登録はされますが超過分は印字されません。
エラー

配送先電話番号 半角英数 20 ○ 〇 ハイフンなし エラー

送り状備考 全角文字列 16 〇
送り状の備考欄に記載したい内容を入力してください。

全角16文字まで印字可

顧客注文日 文字列 10 〇 YYYY/MM/DD形式

配送料金 半角数値 10 〇 納品書の同項目に0が表記されます。

代引手数料金 半角数値 10 〇 納品書の同項目に0が表記されます。

消費税率 半角数値 2 ○
8

10
8か10のどちらかを入力してください エラー

消費税小計（8%） 半角数値 10 〇 8％の消費税小計を入力 納品書の同項目に0が表記されます。

消費税小計（10%） 半角数値 10 〇 10％の消費税小計を入力 納品書の同項目に0が表記されます。

消費税額 半角数値 10 〇 消費税の合計を入力 納品書の同項目に0が表記されます。

ポイント使用額 半角数値 10 〇 納品書の同項目に0が表記されます。

クーポン金額 半角数値 10 〇 納品書の同項目に0が表記されます。

請求合計金額 半角数値 10 〇 代引きの場合この項目の金額が請求金額となります。 納品書の同項目に0が表記されます。

購入者名称 文字列 200 〇

購入者とお届け先が異なる場合などにご利用ください。

送り状の備考欄に記載されます。(敬称はつきません)

全角16文字まで印字可

ギフトフラグ 半角数値 1 〇 使用の際は「1」を入力

ラッピングを希望される場合は「1」を入力しラッピング方法を倉庫連絡

事項に入力してください。

ラッピングを希望された場合、納品書に金額は表示されません。

(倉庫連絡事項へ何も入力がない場合、ギフトフラグは無効になり通

常発送となります)

商品ID 半角英数記号 100 ○ エラー

商品名 文字列 200 商品マスタに登録された商品名が納品書に表記されます。 納品書記載の商品名

出荷予定数 半角数値 7 ○ エラー

商品単価 半角数値 11 納品書の同項目に0が表記されます。

倉庫連絡事項 文字列 200 〇

まとめラッピング

個別ラッピング

納品書なし

ラッピングなし（空白）

項目備考の通りに入力してください。

ギフトフラグに「1」を入力しても、本項目が空白の場合、

ギフトフラグは無効となります。

(金額が記載された納品書が同梱されます)

※必須の項目に「〇」がある項目は、必ず入力してください。

※複数注文時の項目に「〇」がある項目は、複数注文時の行に同じ値を入力してください。

※ダウンロードしたファイルの3行目にある「必須」は削除して入力してください。

※エクセルテンプレートのインポートはエクセル形式のまま行ってください。
2021年12月20日更新

エクセルテンプレートの入力ルール


