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ロジモプロ概要

倉庫保管状況 倉庫は常温倉庫となり、冷凍・冷蔵の設備はございません。
また、営業時間帯以外は空調を止めているため、
倉庫内の温度が外気温に近い温度になることがございます。

期限管理等について 各種の期限管理や先入れ先出しの運用は行っておりません。
管理が必要となる商品につきましては、期限、ロットごとに
異なる商品IDをご登録いただくなどユーザー様にて管理を行っていただいております。

取扱えない商品について 法令により販売・所持・保管が禁じられている商品の他、
危険物、動植物(生体)、公序良俗に反する商品のお取扱は
お断りさせていただいております。

運営会社：株式会社清長 https://www.seicho-inc.jp/

海外発送には対応しておりません。
1点における取扱い可能な最大サイズは三辺合計140㎝、重量は15㎏までとなります。
(4Lサイズ(160サイズ)は複数個の同梱発送時などのみに適用となります。例：AmazonFBAへの発送など)
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所在地：千葉県柏市
稼働日：発送 当社規定の休日を除く 全日(土日祝日の発送は登録店舗による選択制となります。)

入荷 当社規定の休日を除く 月曜～金曜
(当社規定の休日は夏季休暇、年末年始、一部の祝祭日や土日が対象となります。
休業期間につきましてはカスタマーサポートより一斉メールにてご連絡いたします)

稼働時間：9:00～17:00



ロジモプロは入荷された状態で商品を保管し、物流加工等を行わずに
梱包して発送するパッケージ型の物流プランです。

付帯作業例
(入荷時)

・商品を袋へ封入する作業(セット作業等も含みます)
・ラベル貼付作業
・アパレル商材のタグ付け、たたみ直しなど
・パッケージを開けて行う作業など
・その他商品、及びユーザー様単位で発生する作業

(発送時)

・請求書、領収書など宛先が指定された書類等の同梱(納品書は弊社発行のものを同梱いたします。)
・袋の交換
・セット商品の組み上げなど
・支給資材を使用するラッピングや梱包(支給資材のご利用は出来ません)
・その他商品、出荷単位、及びユーザー様単位で発生する作業

その他ご不明な点などございましたらカスタマーサポートへご連絡ください。

品質検品について

ロジモプロでは入出荷時における品質検品は実施しておりません。
全ての商品を良品として対応させていただいております。

作業時に特に気になる汚破損が発見された場合はご連絡いたします。

また入出荷時における付帯作業もお受けすることは出来ません。
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配送関係資料
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配送方法について
ロジモプロでは配送方法を以下の3つからご選択いただけます。

・メール便‥W29.3×D20.6cm (A4サイズ)以下、H2.3cm以下、
重さ1kgまでの商品を発送できます。
ポストへ投函するタイプの配送となります。
配送問合せ番号が発行されます。

・宅配便‥ M～４Lサイズを佐川急便にて発送致します。
梱包サイズは発送する商品のサイズ、形状、数量によりロジモプロスタッフが選択いたします。
代引での発送の場合、自動的に宅配便に配送方法が設定されます。
配送問合せ番号が発行されます。

・宅配マルチ‥M～４Lサイズをロジモプロが選択した配送会社にて発送致します。
梱包サイズは発送する商品のサイズ、形状、数量によりロジモプロスタッフが選択いたします。
配送会社は配送方面や梱包サイズにより決まります。
配送会社をユーザー様が指定することは出来ません。
代引ではご利用出来ません。
配送問合せ番号が発行されます。

※配送料はロジモプロホームページのサービス料金をご確認ください。
※配送方法の詳細につきましては別ページでご案内いたします。

配送日の指定は3日後より指定可能となります。
販売サイト側の設定が出来る場合は3日後から選択可能な設定としていただきますようお願い致します。
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メール便(Sサイズ)の発送について

ヤマト運輸のネコポスでの発送となります。

対応可能な商品サイズは、A4サイズ(29.3×20.6cm以下)、厚み2.3㎝以下、重さは1㎏以内となります。

メール便での発送は、配送方法を「メール便」に指定してご依頼ください。
商品がSサイズで登録されていても「メール便」の発送方法指定は必要となります。
メール便の指定がない場合,宅配マルチチャネルでの発送となります。

メール便で発送登録されたご依頼分が商品サイズ、または数量によりメール便サイズをオーバーした場合、

自動的に宅配便に変更され発送されます。(ユーザー様へのご連絡はしておりません)

その際「宅配便変換手数料(¥100)」が発生致します。

※日時指定配送、代引はご利用いただけません。
※送り状備考欄はご利用いただけません。
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梱包資材 No1

配送方法：メール便を選択

バブルシート

(上段)

Sサイズの小型商品を対象とした梱包に使用する資材です。

(厚みは2.3㎝以内、概ねB5サイズまでの商品の発送に対応しています)

内側にウレタン製の緩衝材がついており、封筒状に梱包されます。

厚み：23㎜以内 重さ：1㎏以内

※機械での梱包となります。

ネコポスA4(下段)
厚み2.3㎝以内、A4サイズまでの商品の発送に対応しています。

内寸サイズ W：297㎜以内 D：210㎜以内
厚み：23㎜以内 重さ：1㎏以内

※手作業での梱包となります。

※梱包資材のご指定は出来ません。

※Sサイズの梱包に緩衝材は使用致しません。

※Ｓサイズでの発送は、配送方法を「メール便」に

指定してご依頼ください。
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宅配便(M～４Lサイズ)の発送について

宅配マルチチャネル 佐川急便、ヤマト運輸のいずれかで配送いたします。
ご依頼いただきました発送の方面やサイズにより配送業者が決められます。
追跡番号は各社ごとに発行され発送実績にてご確認いただけます。
佐川急便指定の宅配便よりも安い料金設定となります。
※各種料金につきましてはロジモプロホームページ内にございます料金表をご参照ください。

※ユーザー様が配送業者を指定することは出来ません。

※配送業者は発送実績にてご確認いただけます。(お電話等での問い合わせにはお答え出来ません。)
※代引きは利用出来ません。(代引を選択した場合、「宅配便」に修正して出荷登録されます。 )

宅配便 佐川急便にて発送致します。
代引利用の場合も宅配便を選択してください。

エクセルテンプレートで入力された際に配送方法が空白の場合、宅配マルチチャネルが選択されます。
※エクセルテンプレートをご利用になる場合は、別紙の「エクセルテンプレート入力ルール」をご参照ください。

※４L(160サイズ)は複数個の商品を同梱した発送のみの対応となります。
ロジモプロで対応できる1点の最大サイズは三辺合計140㎝までとなります。

宅配便(M～4Lサイズ)は以下の2種類から配送方法をご選択いただけます。
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J1-60-H(上)

外寸サイズ
W：253㎜
D：203㎜
H：156㎜

J2-60-L(下)

外寸サイズ
W：306㎜
D：216㎜
H：89㎜

※発送のサイズや梱包資材を
指定する事は出来ません。
※上記サイズに入らない商品は、
大きいサイズの段ボールに梱包して
発送させていただきます。

梱包資材 No2

配送方法：宅配マルチまたは宅配便を選択
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J3-80-H
W：360㎜

外寸サイズ D：294㎜
H：150㎜

梱包資材 No3

J4-80-L

W：405㎜
外寸サイズ D：306㎜

H：97㎜

※発送のサイズや梱包資材を指定する事は出来ません。
※上記サイズに入らない商品は、大きいサイズの段ボールに梱包して発送させていただきます。

配送方法：宅配マルチまたは宅配便を選択
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その他の段ボールサイズについて
●宅配便で使用する段ボールサイズは左記の通りです。
●梱包時に使用する段ボールは梱包する商品のサイズ、形状、数量に
より弊社スタッフにて選択いたします。
発送時の梱包サイズをご指定頂く事は出来ません。
●商品が入らない場合は、サイズの大きい段ボールにて発送致します。
●1出荷で多量の商品を出荷する指示を頂いた際は、サイズの大きい
段ボールにて梱包いたします。
1出荷で50pcsを超える発送指示をご登録された場合や、
壊れやすい商品などを多量に発送される場合は、
必ずカスタマーサポートへご連絡ください。

●60～80サイズは台紙に商品を乗せビニールでシュリンク梱包いたします。(画像①)
●シュリンクできない商品や100サイズ以上の商品、アパレル商品などは
直接段ボールに商品を入れて、空いたスペースへ紙製の緩衝材を入れる
梱包方法となります。(画像②)
●割れ物等に特化した梱包方法などには対応できません。
また梱包方法についてのご指示なども承ることは出来ません。
●配送中に商品破損などの恐れがある商品につきましては、
あらかじめ緩衝材を巻いて入荷していただくか、入荷時にプチ巻き作業をご依頼ください。
(プチ巻き作業は有料サービスとなります)

出荷時の梱包方法について

シュリンク梱包例(画像①)

紙製緩衝材梱包例(画像②)
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段ボール　サイズ一覧 （単位：mm）

製品名 サイズ区分 外寸W 外寸D 外寸H 外寸計

1 J1-60-H M 250 200 150 600

2 J2-60-L M 300 210 90 600

3 J3-80-H L 360 290 150 800

4 J4-80-L L 400 300 95 795

5 J4-100-H 100 400 300 190 890

6 J4-100-L 100 400 300 300 1000

7 HM-100 100 375 475 150 1000

8 JJ-120 LL 540 415 235 1190

9 JJ-140 3L 600 480 320 1400

10 160 4L 670 445 485 1600



発送指示登録ではこんなことも出来ます。

【配送情報入力】
・「店舗名の表示」 ‥店舗登録で登録した店舗情報が納品書や送り状に記載されます。

エクセルテンプレート使用時は店舗IDを入力してください。
土日祝日の発送を希望される場合は店舗登録時に「土日祝日発送する」にチェックを入れてください。

※エクセルテンプレート使用時に空白で登録された場合、店舗ID:00が選択されます。
※「店舗ID：00」はユーザー登録時の情報で登録されています。ユーザー情報＜店舗登録から変更可能です。

【配送先情報入力】
・「送り状備考」‥送り状の備考欄に配達人様へのメッセージを入力できます。

※「宅配BOXに入れてください」「配達前に電話してください」など

・「購入者名称」‥購入者様と受取人様が異なる場合(プレゼントや代理購入など)、
購入者様のお名前を送り状備考欄に記載いたします。
購入者様のお名前を記載することで受取拒否等の発生を防ぎます。

【納品書記載金額入力】
・「納品書なし」‥納品書の同梱が不要の場合はこちらにチェックを入れてください。

発送指示登録の修正とキャンセルについて

発送登録された後に商品に関する情報の変更、追加、削除を行うことは出来ません。
商品に関する情報の変更、追加、削除が発生した場合は該当の発送指示をキャンセルして、改めて発送指示を登録してください。
(キャンセルされた発送指示と同じ出荷Noは使用することは出来ません。)

「作業中」ステータスにある発送指示の内容変更には応じられません。
「作業中」ステータスにある発送指に変更、追加、削除が発生した場合は、
該当の発送指示のキャンセル依頼をカスタマーサポートへご連絡頂きました後に、改めて発送指示を登録してください。
(キャンセルされた発送指示と同じ出荷Noは使用することは出来ません。)
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【1】易損品(割れ物等)に関する取扱注意事項

・中古品は補填対象外となります。

・ボトル製品は入荷の段階で液漏れしている場合は着払いにて返送いたします。入荷時の増し締め対応は行いません。

・ガラス、陶器などの易損品(割れ物等)はエアキャップなどの緩衝材が巻かれていない場合、入荷できません。

対象となる商品を入荷される場合はあらかじめ緩衝材で保護した状態でお送りいただくか、気泡入り緩衝材梱包(有料)をご依頼ください。

易損品の入荷であることが確認され、気泡入り緩衝材梱包のご依頼がない場合、メールにてご連絡いたしますが1週間以内にご返信がない場合には

ご登録のご住所へ着払いにて返送いたします。

【2】大口の出荷について

・1ユーザー様における1日の発送総個数の上限は200pcsとさせていただきます。

・1日の発送総個数が200pcs以上ある場合は発送希望日の前営業日14時までにカスタマーサポートまでご連絡ください

→発送スケジュールを調整してご連絡させていただきます。

・上記連絡をいただけていない場合は弊社にて調整のうえ発送となりますがご希望の日程にて発送がされない可能性がございます。

ロジモプロ ご利用について



業務関係資料

ロジモプロ_2022.０３
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※12時以降に着荷した
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翌営業日となります。

※入荷予定は24時間い
つでも登録可能ですが、
出来るだけ入荷日前日
の午前中までにご登録く
ださい。

業務の時間割

業務稼働日‥当社規定の休日を除く毎日
業務稼働時間‥9:00～17:00
14:00までの発送登録分について当日出荷

発送指示登録時間‥24時間いつでも (システムメンテナンス時は除く)

発送データは下記の時間帯で取り込みます

①6:00～8:00、②10:30～11:30、
③12:30～13:30、④14:00～14:30

発送データを取り込んだものから順次出荷業務を行い、
梱包が完了したものから配送業者へ引き渡し。

14:00を過ぎてから登録された発送データは翌営業日
の対応となります。

登録内容の変更やキャンセルについて
発送指示をご登録いただいてから、倉庫がデータを取り出す
までの間のステータスは、「依頼中」となり、システム画面での
変更やキャンセルが可能。
倉庫がデータを取り出すと「作業中」に変わり、システム上での
変更やキャンセルは出来なくなるため、発生時には
カスタマーサポートへご連絡ください。

発送業務について

当日発送分の出荷実績は18:00以降に
システムの発送状況検索にてご確認いただけます。
発送時のサイズや配送問合せ番号等が入力されているので
購入者様への発送完了メール等に記載する情報として
ご利用ください。

発送状況検索におけるステータスについて
〇システム上でのキャンセル・変更可能なステータス
・在庫なし‥出荷指示は登録されたが倉庫に在庫がない状態
・発送依頼中‥次のバッチ時間で発送作業中(倉庫)に変わります。

※変更可能なステータスであっても、出荷商品や数量、単価の変更は出来ません。

●システム上でキャンセル・変更不可なステータス
・発送作業中(倉庫)‥倉庫にて出荷作業中の状態
・発送完了済み‥梱包が完了し配送会社に引き渡された状態

※発送作業中(倉庫)のステータスにあるご依頼分のキャンセルや変更が発生した際は
カスタマーサポートへご連絡ください。
作業の進行具合により倉庫内でのキャンセルに応じられない場合がございます。

入荷業務について

午前中倉庫に着荷した商品が当日の在庫計上対象となります。

午前中に着荷した商品を日中に入荷作業を行い、
当日の17時過ぎから順次在庫に計上となるため、
最短で翌日の発送が可能となります。

ただし、1回の入荷量が多い場合や初めて倉庫に入荷する商品の
サイズ計測などにより、在庫計上まで数日頂く場合がございます。

商品入荷前には入荷予定を登録していただきます。
入荷予定は一度登録されると修正、削除が出来ないため、
発生時はカスタマーサポートへご連絡ください。

商品入荷について

商品着荷時に発生する支払いにつきまして、立替払いは行って
おりません。着払いの他、関税、手数料、輸送料等の各種諸経費の
お支払いにつきましてはユーザー様にてご対応いただき、倉庫側
は商品を受け取るだけとなるように手配をお願い致します。
(事前に支払金額をお預かりしての対応も行っておりません)

着荷時の支払い請求、または着払い等で届きました商品に
つきましては、基本的に受取拒否、または不在扱いとさせて
いただきますのでご了承ください。

受取拒否、または不在扱いとさせていただきました場合、その旨を
ユーザー様にご連絡させていただきますが、送り状にユーザーID
の記載がない場合はご連絡が出来ません。
送り状へのユーザーID記載をお忘れないようお願い致します。

40/20Ftコンテナやチャーター便等を使用した大量の商品を一度
に入荷される場合は、保管スペースの関係上、仕入を確定する前に
カスタマーサポートへ入荷可否に関してご確認をお願い致します。

40/20Ftコンテナでの入荷の場合、別途デバンニング費用が発生
致します。
またチャーター便での入庫の場合、荷下ろし作業は配達の乗務員様
にてご対応をお願い致します。

荷受締切

※14時以降に登
録された発送依
頼は翌営業日の
作業となります。
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入荷業務は月曜～金曜となります。
※土日祝日の入荷作業は行われません。



以下のシステムはロジモプロとAPIやCSVが連携されているので、上記登録作業やデータ作成の必要がなくなります。(入荷予定データは除く)
API連携・BASE ・ColorMe ・Bcart ・MakeShop・NextEngine CSV対応・CROSSMALL・Futureshop・楽々B2B・TEMPOSTAR

商品マスタデータ

発送依頼データ

ロジモプロをご利用いただくためには各種データの登録が必要です。
・商品マスタデータ
・発送登録データ
・入荷予定データ

システムの連携概要

対
応
し
た
連
携
シ
ス
テ
ム

ロ
ジ
モ
プ
ロ

販売側システムに登録された商品データをロジモプロへ商品マスタデータとして同期します。
※引き継がれる項目につきましては別紙「エクセルテンプレートの入力ルール」を参照してください。

販売側システムの受注データをロジモプロへ発送依頼データとして同期します。
※引き継がれる項目につきましては別紙「エクセルテンプレートの入力ルール」を参照してください。

セミオート(初期設定)ではユーザー様がロジモプロ側にある「同期ボタン」を押して同期します。フルオートでは15分おきにシステムが自動でデータを同期します。

※同期対象となるデータは最新の30件となります。 30件以上の登録データは同期の対象外となりますため、同期対象外となったのデータはロジモプロへ直接登録してください。

発送及び入荷実績データは対象となるデータがアップロードされると自動で同期いたします。
実績データ連携のみを停止することは出来ませんのであらかじめご了承ください。

発送実績データ 自動連携で同期した発送の実績を戻します。販売側システムへ配送の問合番号を戻し、発送済みのステータスにします。

入荷実績データ 入荷した商品の在庫数を同期します。 ※NextEngineとの連携では対応しておりません。

連携の接続方法等につきましては別紙を参照してください。

※在庫数はリアルタイムの連携ではございません。

©2021 株式会社清長

これらのデータの登録はロジモプロへ1件ずつ直接ご登録いただくか、
エクセルテンプレートを使用してまとめて登録していただく2種類の方法がございます。

自動連携の構築：シッピーノ



商品の管理方法について

ロジモプロではすべての商品をバーコードで管理しています。
商品にバーコードの表記があり、バーコードを登録いただいた商品は表示されたバーコードで商品管理致します。
一部の読み込めないバーコードやバーコードの表記がない商品は、商品マスタに紐ついた「管理用バーコード」を
入荷作業時に貼付して管理致します。

バーコード貼付イメージ

★倉庫でバーコード貼付を行う際の商品の確認方法

① 商品のパッケージや吊りタグなどに表記されている品番や型番と
商品マスタの「商品番号/メーカー型番等」に登録いただいた情報で
照合確認を行います。

② 商品マスタ登録時に登録された商品IDを、商品に表示していただきますと、
商品IDでの確認も可能です。

商品IDでの確認イメージ
・登録された商品IDをユーザー様にて表記
(入荷時に確認出来る状態であれば形式は問いません)

・貼付するバーコードには商品IDが記載されているので
ユーザー様にて表示された情報と照合して確認します。
貼付後は表示バーコードにて管理致します。

ご登録いただきました情報と照合するための情報(キーワード)がないと
入荷作業を進めることが出来ません。
円滑な入荷作業を行うため商品への情報表示のご協力をお願い致します。

保管方法のご案内

ご商材のサイズや
保管数量に合わせて
様々な保管方法で
対応しています。

保管エリアの区画(ロケーション)は他のユーザー様と
供用となりますため、1つのロケーションに複数のユーザー様の
商品が保管されることになります。

袋や箱など商品の個装を開封して確認することは出来ません。
必ず保管する状態の外側に表示してください。
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ロジモプロでは商品確認の際、商品マスタに登録された情報と商品に表示された情報の合致で確認しています。
商品確認には主に以下のいずれかの情報を使用しています。
・バーコード(JANコード(EAN・UPCでも可)、FNSKU、一部のインストアコードなど)
・型番・品番(商品パッケージなどに記載された商品を示す番号など)
・商品ID(ロジモプロへ商品マスタ登録をする際に、ユーザー様がユニークで付けることが可能な商品管理ID)

＜商品登録画面＞ 商品ID‥ロジモプロ上での商品識別のためのID
入出荷指示における商品指定は商品IDにて指定します。
ユーザー様にて自由に作成いただく事が出来ますが、販売サイトの
商品ID(商品コード)と同じにすることで商品照合が容易となります。

商品名‥ここに登録された情報が納品書の商品名欄に記載されます。

バーコード‥商品に表示されているバーコードの情報を入力してください。
JANコードの他、海外バーコード(EAN・UPC)も使用可能です。
AmazonFBAで使用されているFNSKUもご利用可能です。

商品番号/メーカー型番等‥パッケージや商品ラベルに表記されている
商品固有の情報を御入力ください。(シリアル番号は御利用いただけません)

商品特定方法‥入荷時に確認項目として使用する情報を選択してください。

発注点‥設定すると在庫数が発注点を下回った際にご連絡いたします。

商品の確認方法について
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商品確認における信頼性について

◦バーコード(JAN・EAN・UPC)
12桁(UPC-A)、13桁(JAN・EAN)、8桁などがあり、
商品に表示されているため確認の信頼性は非常に高い。

仕入先から倉庫へ直接入庫を行う場合は
あらかじめバーコードの情報を取得していただく必要がありますが、
正確でスピーディーな入荷作業を行ううえで
ぜひユーザー様にはバーコードの入力をお薦めいたします。

※バーコードの例

◦商品型番
家電製品やアパレル商品に多く用いられ、SKU固有のユニークで表記される。
バーコードと同様に確認の信頼性は高いが、表示箇所や表示形式に決まりがないため、
判断に時間がかかることが多くみられる。また複数の項目(サイズやカラーなど)が
別の個所に記載されていたりと見落としの危険性がある。
入荷時には確認の為、時間を要する場合もあります。

※商品型番表示例
この様な型番の表記はは見る箇所
が多くなり照合には向きません。

◦商品ID
ロジモプロへの商品マスタ登録時に、ユーザー様にてユニークで付けていただく番号です。
商品に記載されている情報ではないため、入荷時の確認キーワードとして使用するためには、
ユーザー様にて商品IDを表示していただく必要があります。(付箋などに手書きでOKです)
複雑な英数の組合せであるほど確認に時間がかかりまた間違いも発生し易くなります。

〈番外編〉FNSKUの登録
AmazonFBAをご利用しているユーザー様ならご存知のAmazon専用バーコードですが、
これを確認のキーワードとしていただく事が出来ます。(ただし「X」から始まるバーコードのみとなります)
バーコード入力項目にFNSKUを入力して、特定方法をバーコードにしていただくだけ。
Amazon倉庫から商品移動される際はぜひご利用ください。

Amazonバーコード
(FNSKU)の例

※商品ID表示例
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ラッピング

ラッピングはロジモプロで用意した資材にて包装して発送いたします。(右図参照)
ラッピングをご依頼いただく際は2通りの包装方法がございますのでご選択の上ご依頼ください。
☆個別ラッピング‥商品1点づつラッピング資材にて包装します。(1点のご注文の場合はこちらをご指定下さい)
☆まとめラッピング‥ご注文の商品すべてを1つのラッピング資材で包装します。
※ラッピングを選択された場合、納品書に金額が表示されなくなります。
※大型の商品につきましては、ラッピング対応が出来ない場合がございます。

同梱物

チラシやメッセージカード、ノベルティなどの同梱は、自動で追加可能です。

〇商品マスタ登録時に「同梱物申請」、および「全ての注文に自動追加」にチェックを入れてください。
その後、入荷予定を作成し対象の同梱物を倉庫へお送りください。

〇「全ての注文に自動追加」にチェックを入れると同梱物として登録された商品が発送指示データに自動で追加されます。

〇同梱物も商品として取り扱わせていただきますため、通常では入庫料、保管料、追加ピッキング料が発生致しますが、
「同梱物申請」にチェックを入れた1SKUに限り無料で対応させていただきます。
※同梱物設定の無料対応はSサイズまでとなります。
※同梱物を複数設定することはできません。

設定方法については別紙「同梱物設定方法」を参照してください。

AmazonFBA納品代行

ロジモプロに保管されている商品をAmazonFBA倉庫に発送することが出来ます。
出荷時にAmazon指定の商品ラベルを貼付し指定のFCへ発送いたします。
詳しくは別紙「AmazonFBA納品代行解説」を参照してください。
※賞味期限の表示対応や出荷時のセット組作成作業等には対応できません。
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集荷サービス

ユーザー様のお手元から入荷商品をお送りいただく際に、ご指定頂いた住所・日時に当社手配の運送会社が集荷に伺います。

集荷可能なサイズは1梱包あたり三辺合計160サイズ以内、重量30㎏以内となります。
※日時はご依頼日の3日後よりご指定頂けます。
※1日の集荷数上限は20梱包です。20梱包以上の場合、数日に分けてご依頼ください。
※送り状は集荷乗務員が持参いたします。
※梱包外装に入荷予定作成時に発行できる「入荷予定No」が表示された用紙を貼付してください。

気泡入り緩衝材梱包( プチ巻き ) 作業

割れ物や壊れやすい物など入荷時に気泡入り緩衝材(プチプチ)にて包装します。

ご希望のユーザー様は別途カスタマーサポートへご連絡ください。

代金引換(代引)発送

配達時に商品代金をユーザー様に代わり配送会社(佐川急便)が集金する代金引換のサービスです。

ご利用の際は、配送会社代引き手数料とロジモプロ代引き手数料がそれぞれかかります。

集金した代金は、当月のロジモプロご利用料金と相殺させていただきます。

〇代引集金金額＜ロジモプロ利用料金の場合：相殺後の残金がご請求額になります。

〇代引集金金額＞ロジモプロ利用料金の場合：相殺後の残金をユーザー様口座へ振り込みます。
※メール便・宅配マルチで代引はご利用出来ません。
※代引きによる支払方法は現金のみとなります。(クレジットカードでのお支払いは対応しておりません)
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商品の廃棄

倉庫へ商品の廃棄依頼を行う際は、通常の発送指示と同じように発送登録を行ってください。

その際、「配送先名」には「廃棄依頼」とご入力し「配送先住所」は「入荷先と同様の弊社倉庫の住所」でご入力ください。

「配送方法」は「メール便」を指定してください。その後 ご登録いただいた出荷指示№を、お問合せフォームよりご共有ください。

廃棄の際には以下の料金が発生致します。 １）手数料：320円、２）追加ピッキング料：通常の出荷と同様 ※詳細は料金表をご参照ください。

返品対応

ロジモプロで受付可能な返品は「長期不在」「住所不備」「受取拒否」など購入者様の元にお届けがされなかった商品に限ります。
(返品で届いた商品は在庫への組戻し作業の後、ユーザー様へ着荷連絡を差し上げます。)

ロジモプロでは入出荷時の品質検品を行っていないため購入者様が開封された商品を返品としてロジモプロへお送りいただいても
良品化が出来ないため在庫への組戻しをすることが出来ません。

購入者様からの返品は必ず御社にてお受け取りしていただきまして、商品の状態確認をお願いいたします。
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ロジモプロには初回登録費用(初期費用)や月額固定費などはございません。
商品が入荷されたタイミングから在庫をお預かりしている間のみ料金が発生致します。

ご利用料金は毎月月末締め、翌月末払いとなります。
締めた翌月の上旬に「ネットプロテクションズ」より請求書が届きますので、
銀行振り込みかコンビニ払いにてお支払いください。
※クレジットカードでお支払いいただく事は出来ません。

なお、請求明細につきましてはロジモプロの「支払情報」よりご確認いただけます。
支払情報では月別「請求書」「物流サービス料明細」「代金引換明細」「月別支払情報の請求明細表示」の
確認と印刷が行えます。

請求書はユーザー登録時に入力いただきましたご住所へ「会社名」を宛名としてお送りいたします。
個人事業主様がご登録される場合は必ず「個人名」でのご登録をお願い致します。
※屋号でのご登録も可能ですが、郵便受けに「屋号」の表示がされていない場合、 配達員により届け先不明としてお届けされない場合がございます。

ご案内終了後にカスタマーサポートより「発送開始までのご利用手順」を記載したメールをお送りいたします。
ユーザー画面の使い方より資料をご確認いただきましてロジモプロのご利用を進めてください。
ご案内当日中にメールが届かなかった場合はお手数ですがカスタマーサポートまでご連絡をお願い致します。

ご不明点などございましたらお気軽にカスタマーサポートまでお問い合わせください。
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