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STEP1
商品マスタ登録

LogiMoProをご利用いただく上で最も重要な
作業となります。
商品マスタ登録をされていない商品は
LogiMoProでお取り扱いができないため、
まず初めに商品マスタ登録をお願いいたします。
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STEP1-1：メニュー画面

ロジモプロ左側メニューの
「商品登録⇒商品登録」をクリック
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①商品ID
任意で作成いただけます。入出荷の指示において、商品の判別は商品
IDを基に行われますので、管理のしやすいIDで設定してください。
ECサイトで販売中の商品であれば、管理や連携をしやすくするため、
モールやカートに登録された商品IDと同一のIDでご入力ください。

②商品名(必須)
商品名をご入力ください。

③バーコード・商品番号/メーカー型番等
バーコードや型番は入荷時の商品確認に使用します。商品に
記載されている番号を正確にご入力ください。

④商品特定方法
商品確認に使用する項目をご選択ください。
特定方法推奨順：バーコード＞型番＞商品ID

①～④までが終了しましたら「登録する」ボタンを押して商品
登録は完了です。

①

②

③

④

STEP1-2：直接入力による商品マスタ登録
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STEP1-3：登録した商品内容の確認

ロジモプロ左側メニューの
「商品検索⇒商品検索」をクリック

「商品一覧」というページが表示され、
登録した商品の内容をご確認いただけます。
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STEP1-4：エクセルインポートによる複数商品登録

①クリック
②「エクセルテンプレートファイルをダウンロード」

をクリック

③「商品マスタ」という名称のエクセルがダウンロード
されるので、SKU毎に必要項目を入力して上書き保存

④保存したエクセルファイルを点線枠内に
ドラッグ＆ドロップしてアップロード
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STEP1-5：エクセルインポートによる商品マスタ登録例

実際にエクセルをロジモプロにアップロードして
登録した商品データです。

エクセルに入力した商品ID、商品名、バーコード、
商品表示型番が全て反映されます。

なお、エクセルを開くと商品名欄の一番上に
「必須」という文字が入力されていますが、
こちらは実際に登録いただく商品名で上書きして
ください。

※エクセルテンプレートのセルの設定はすべて
「文字列」となっております。

インポート結果
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STEP2
店舗情報登録

店舗登録を行っていただくことで、商品と同梱
するお買い上げ明細書(納品書)を販売店舗毎に
出力したり、送り状の発送人名に販売店舗名を
表示させることができるようになります。

8©2021 株式会社清長



STEP2-1：メニュー画面

ロジモプロ左側メニューの
「ユーザ情報⇒店舗登録/納品書内容登録」をクリック
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STEP2-2：新規登録①

既に店舗ID「00」が存在しておりますが、
これはユーザー情報登録時に自動生成されたものです。
店舗登録をされない場合、もしくは店舗登録をしても
発送依頼時に何も選択をされなかった場合は、
この店舗ID「00」が自動で選択されます。

店舗情報を登録される場合は、「＋新規登録」を
クリックします。
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「店舗情報入力」に店舗情報をご入力ください。
店舗IDは任意で決めていただけます。

※注意事項※
電話番号、FAX番号は-(ハイフン)抜きでご入力ください。
FBA納品代行に使用する店舗を登録する際には、
「amazonFBA納品代行」に必ずチェックを入れてください。

※補足※
納品書コメントは、セールやおすすめ商品など、店舗からの
お知らせなどにご活用ください。

入力が終わりましたら「保存する」を押して完了です。
店舗情報は納品書プレビューに反映されます。

店舗情報

STEP2-2：新規登録②
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入荷予定登録は倉庫側が事前に入荷量を

把握するために重要な情報となる他、

円滑な入荷作業を行うための大切な登録となり
ます。

ロジモプロへ商品を納品いただく前には、

必ず入荷予定登録を行ってください。

※入荷予定の登録がないと商品が着荷しても
入荷作業を行うことが出来ません。

また、入荷予定登録がされていない商品が着荷
した場合のご連絡は原則行っておりませんので
ご注意ください。

STEP3
入荷予定登録
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STEP3-1：メニュー画面

ロジモプロ左側メニューの
「入荷⇒入荷予定登録」をクリック
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STEP3-2：直接入力による入荷登録①

①入荷する商品にチェックを付けて

②「入荷予定登録する」ボタンを押す
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STEP3-3：直接入力による入荷登録②

商品ごとの入荷予定数を入力してください

①

②

③①入荷予定No(必須)
お客様の任意で自由に作成いただけます。
※一度使用された入荷予定Noを再使用することはできません。

②入荷予定日(必須)
翌日以降の日付でご指定いただけますが、商品が倉庫に着荷する前日の
午前中までにご登録をお願いいたします。

③国内仕入／海外仕入(必須)
プルダウンで国内or海外をご選択ください。

④仕入先
必要に応じてプルダウンでご選択ください。
※何も選択されなかった場合は、仕入れ先マスタ「０」が選択されます。

①～④までが終わりましたら、⑤入荷予定をクリックして完了です。

④
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⑤
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STEP3-4：登録した入荷予定の確認

ロジモプロ左側メニューの
「入荷⇒入荷予定検索」をクリック

「入荷予定検索」というページが表示され、
登録した入荷予定の内容をご確認いただけます。

※入荷登録における注意事項※
入荷予定は登録後、ユーザー様側で内容の修正やキャンセルは
出来ません。

修正、キャンセル等が発生した場合は、カスタマーサポートへ
ご連絡ください。
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STEP3-5：エクセルインポートによる複数入荷登録

①クリック

②「エクセルテンプレートファイルをダウンロード」
をクリック

③「入荷予定データ」という名称のエクセルがダウンロード
されるので、SKU毎に必要項目を入力して上書き保存

④保存したエクセルファイルを点線枠内に
ドラッグ＆ドロップしてアップロード
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STEP3-6：エクセルインポートによる入荷登録例①

実際にエクセルをロジモプロにアップロードして登録
した入荷予定データです。

エクセルアップロード後、入荷予定検索画面を開くと、
インポートしたデータが反映されています。

※商品マスタ登録のエクセル同様、入力欄の一番上に
はあらかじめ「必須」という文字が入っておりますが、
こちらは上書きしてください。

インポート結果

クリックすると入荷予定No毎の商品内容をご確認いただけます。
※次ページをご参照ください。
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STEP3-7：エクセルインポートによる入荷登録例②

エクセルに入力した情報が反映されています。
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ロジモプロ物流センター
〒277-0861
千葉県柏市高田1065-1(株)清長第7センター内ロジモプロ物流センター
04-7197-5505

ロジモプロセンターへの納品について

ロジモプロ納品センター名：ロジモプロ物流センター
納品先郵便番号：〒277-0861
納品先住所：千葉県柏市高田1065-1(株)清長第7センター内ロジモプロ物流センター
納品先電話番号：04-7197-5505

納品先ロジモプロセンター情報



STEP4
ロジモプロ倉庫へ

商品発送
入荷予定登録が終わりましたら、

ロジモプロの倉庫へ商品を発送いただきます。

ここでは発送のルール、お得な集荷サービスに
ついてご案内させていただきます。
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STEP4-1：商品照合情報の確認

入荷作業開始時にご登録いただいた商品と、お送りいただいた商品の照合を行います。

商品照合のため、商品マスタには以下のいずれかの情報をご登録いただく必要がございます。

・バーコード（JAN・EAN・UPC）
・商品型番（品番）
・商品ID

梱包いただく前に、商品を照合するための情報に不足が無いかご確認をお願いいたします。

良い例 悪い例

商品照合のための情報が明確。
バーコード、型番が無い商品に関しては、商品IDを付けている。

バーコード、型番が無く、商品IDも付いていないため、
入荷時の照合確認ができない。

品番・JANコード有り 商品ID貼付け有り
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STEP4-2：商品の梱包

前述のとおり、バーコードも商品型番（品番）も無い商品に関しては、商品IDを記載した付箋などを商品に
付けていただいておりますが、同一商品が複数点ある場合は、1つの袋もしくは箱などにまとめていただき、
その袋(箱)に商品IDを明記いただれば、商品1点1点に商品IDを付けていただく必要はございません。

22

袋もしくは箱に1つにまとめ、
表に商品IDと数量を

明記すればOK

袋に纏めていただいた場合は
必ず数量も記載してください。

商品ID「LMP5505」という商品が
20pcある場合
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STEP4-3：ご依頼品の納品①

１．お手元にある商品をお送りいただく場合

①ロジモプロ左側メニューの
「入荷⇒入荷予定検索」をクリック

②対象の入荷予定Noをクリック

「入荷予定検索」というページが表示され、
登録した入荷予定の内容をご確認いただけます。
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③書類の印刷
「入荷管理番号印刷」をクリックすると別ウインドウで「入荷管理番号」の印刷画面が開きますので、
印刷して出荷する箱に貼り付けてくください。
また、「入荷明細書印刷」をクリックすると、画面右側に表示されている「入荷明細書」が印刷されます
ので、商品と共に箱の中に入れてください。

「ロジモプロセンターへの納品について」という
画面が開きます

STEP4-4：ご依頼品の納品②
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１．仕入元や別の倉庫から直接お送りいただく場合

お手元に商品がない場合は、箱に入荷管理番号の紙を貼り付けることができないため、
送り状の宛名に「ユーザーID・入荷予定No」を必ずご記載くださいませ。

記入例）ユーザーID：35/入荷予定No：seicho99の場合

２ ７ ７ ０ ８ ６ １

千葉県柏市高田1065-1

ロジモプロ物流センター

（株）清長第７センター内

LMP-No35 入荷予定No：seicho99

0 4   7  1  3 6  1  5  0 7 

ユーザーID、入荷予定Noの記載が無い場合は入荷作業ができないため、
在庫計上が遅れる場合がございます。

なお、お手元にある商品をお送りいただく場合でも、諸事情により
「入荷管理番号」印刷用紙の貼り付けができない時は、
送り状にユーザーID・入荷予定Noの記載をお願いいたします。

ユーザーID・入荷予定Noを記載
※宛名に入りきらない場合は、
ユーザーIDを住所欄に含めてもOKです。

STEP4-5：ご依頼品の納品③
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STEP4-6：集荷サービスのご案内

ロジモプロの集荷サービスをご利用いただきますと、
お安い配送料で商品を納品いただけます。

①ロジモプロ左側メニューの
「入荷⇒集荷依頼」をクリック

②
集荷依頼の画面が開きますので、必要事項をご入力いただき、
「集荷依頼する」を押して集荷サービスを依頼してください。

全国一律、どこからでも1個口につき【660円(税込)】で
お送りいただけます。

集荷条件：3辺160cm以内かつ重量30kg以内/梱包あたり
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STEP5
弊社にて入荷検品

・棚入れ
STEP5はロジモプロ側の作業となりますので、
お客様に行っていただくことはございません。

弊社の作業内容と注意事項をご案内させていた
だきます。

27©2021 株式会社清長



STEP5：入荷検品・棚入れについて

■作業①照合
ロジモプロにご登録いただいた入荷予定Noと、届いた梱包に貼られている入荷管理番号、
もしくは送り状に記載された「ユーザーID・入荷予定No」を照合します。

■作業②数量検品
登録された入荷予定から出力したSKUごとの入荷指示書を基に、数量検品を実施致します。
※注意事項※
品質検品は行っておりません。ただし、外装等の破損に気が付いた場合は別途ご連絡致します。

■作業③棚入れ
検品が終了した商品を棚入れしていきます。棚入れされた商品はJANコードもしくは弊社が発行する
管理用のバーコードによって管理いたします。

ロジモプロではフリーロケーションシステムを採用しており、1つのロケーションに複数のお客様の
商品が入庫されます。
※注意事項※
倉庫内での商品管理のため1ピースずつにバーコードシールを貼付する場合がございますので、
販売単位ごとに袋などへの個包装をお願い致します。

28©2021 株式会社清長



STEP6
発送依頼登録

LogiMoProに在庫計上されている商品の出荷指示
いただくための作業です。

エンドユーザー様への販売済み商品の発送、

実店舗への備品や在庫発送のほか、

返送のご依頼もこの画面から行っていただけます。
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STEP6-1：メニュー画面

LogiMoPro左側メニューの
「発送⇒発送依頼」をクリック
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STEP6-2：直接入力による出荷予定登録①

①出荷する商品にチェックを付けて

②「発送依頼する」ボタンを押す
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STEP6-3：直接入力による出荷予定登録②

①商品情報入力

商品毎の出荷予定数をご入力
ください

商品単価をご入力ください。 消費税率を選択してください。
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STEP6-4：直接入力による発送依頼登録③

②配送先情報入力 ③出荷情報入力

②③に必要事項のご入力をお願いします。

■②配送先情報入力補足■
・発送先リスト
出荷の機会が多い配送先は発送先リスト
にご登録いただく事で、入力の手間が省
けます。(登録方法はP46をご覧ください)

・購入者名称
プレゼントなどでご購入者とお受取人が
異なる場合にご入力ください。
身に覚えのない商品が届いても、購入者
名が明記されていれば安心してお受取い
ただけます。

■③出荷情報入力補足■
メール便配送は、「メール便/Sサイズ」
をご選択ください。
なお、Sサイズをご選択いただいても、
メール便の規定サイズを超える場合は、
弊社判断で宅配便配送に切り替えます。
※変更手数料：1件につき100円
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STEP6-5：直接入力による発送依頼登録④

・納品書なし
納品書が不要な場合はチェックをお願いします。

・ギフトフラグ
ギフトラッピングが必要な場合はチェックをお願いします。
チェックをいただくと、まとめラッピングか個別ラッピングかをご選択いただけます。
※ギフトにチェックを付けると、納品書に金額が表示されません。
※代引きの場合、ギフトラッピングはご選択いただけません。

以下、消費税小計～請求合計金額までの項目につきましては、必要に応じて
ご入力をお願いいたします。
※自動計算機能はございません。ご入力いただいた数字がそのまま反映されます。

※※注意事項※※
代引き発送の場合、運送会社スタッフは請求合計金額に記載されている金額を
お受取人より収受しますので、漏れなくご入力くださいますようお願いいたします。

④納品書記載金額入力

34

①～④までご入力が終わりましたら、
「発送依頼」をクリックして完了です。
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STEP6-6：登録した発送依頼の確認

LogiMoPro左側メニューの
「発送⇒発送状況検索」をクリック

「発送状況検索」というページが表示され、
登録した出荷予定の内容をご確認いただけます。

※出荷予定登録における注意事項※
出荷予定登録を行っていただきました直後は、ステータスが
「発送依頼中」となりますが、倉庫側で出荷データを取得した段階で
ステータスが「発送作業中」に代わります。

「発送作業中」のデータに関しては、ユーザー様側で修正や
キャンセルができませんので、修正・キャンセル等が発生した場合は、
カスタマーサポートへご連絡ください。
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①クリック

②「エクセルテンプレートファイルをダウンロード」
をクリック

③「出荷指示データ」という名称のエクセルがダウンロードさ
れるので、出荷するSKU毎に必要項目を入力して上書き保存

④保存したエクセルファイルを点線枠内に
ドラッグ＆ドロップしてアップロード

STEP6-7：エクセルインポートによる発送依頼登録
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STEP6-8：エクセルインポートによる発送依頼登録例①

発送依頼登録のエクセルは入力項目がA列～AC列まであります。
そのうち、下記9項目が入力必須となっております。

A:出荷指示NO／G:配送先名称／ H:配送先郵便局／ I:配達先都道府県／J:配送先住所／ P:消費税(8 or 10) ／
Y:商品ID ／ AA:出荷予定数／ AB:商品単価
※デフォルトでは1番上のセルに「必須」の文字が入っておりますが、上書きしてください。

その他項目は出荷内容に応じて適宜ご入力をお願いいたします。
次ページより、各出荷指示NO毎のインポート結果をご紹介いたします。
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STEP6-9：エクセルインポートによる発送依頼登録例②

インポート結果①複数SKUの出荷
出荷指示NO:LMP200824-01
エクセルの3~4行目に入力されている発送依頼です。

1件の受注で複数商品を発送する場合は、
商品の数だけ同一出荷指示NOの行を増やしていただき、
それぞれの行に商品IDと商品価格などをご入力ください。
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STEP6-10：エクセルインポートによる発送依頼登録例③

インポート結果②代引き発送
出荷指示NO:LMP200824-02
エクセルの5行目に入力されている発送依頼です。
F列の代引き有無に「代引き」と入力することで代引き発送
になります。

また、代引き手数料や商品代金など、お客様に請求する金額
もエクセルにご入力いただくことで反映されます。
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STEP6-11：エクセルインポートによる発送依頼登録例④

インポート結果②ギフトラッピング
出荷指示NO:LMP200824-03
エクセルの6行目に入力されている発送依頼です。

ギフトラッピングを依頼する場合は、X列のギフトフラグに「1」と入力し、
AC列の倉庫連絡事項にラッピングの種類(個別ラッピングorまとめラッピング)
を入力します。
エクセルをインポートする際に改めてラッピングの種類を確認する画面が表示
されますが、エクセルの内容通りに選択してください。
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STEP7
連携可能なサービスの
ご紹介
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STEP7：連係が可能なサービスについて①

42

https://www.shippinno.net/

https://next-engine.net/

シッピーノは出荷指示等の完全自動化システムです。

Shopifyや楽天市場、Yahooショッピング、Amazonなどで受注した
データを、ロジモプロへ出荷指示として自動で送ります。

そのため受注担当者は出荷指示の作業をすることなく、商品がロジモ
プロから出荷することが出来るようになります。
※対応モール・カートや料金につきましては直接お問合せ下さい。

ネクストエンジンは複数店舗の一元管理システムです。

複数のカートやモールでの在庫や受注情報を一元管理します。
ロジモプロとはCSV連携がされているので、面倒なデータ加工の
必要はありません。

※ネクストエンジンをお申込みいただく際は、お試し期間が延長と
なる申込フォームをご案内いたします。

お申込みの際は、営業担当までご一報ください。©2021 株式会社清長
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STEP7：連係が可能なサービスについて②
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https://thebase.in/

https://shop-pro.jp/

BASEは初期費用・月額固定費無料のECショップ作成ツールです。

ショップ開設数は1,10,000ショップを突破(※2020年8月現在)

誰でもお手軽に無料でネットショップを作成できます。

LogiMoProとは2020年2月にAPI連携が実装され、多くのBASE
ユーザー様の物流を支えています。

カラーミーショップは、国内最大級のネットショップ開業・作成
サービスです。

全国で40,000店以上のショップ開業実績があります！

人気の秘訣は《低コスト・高機能》！

LogiMoProとは2020年3月にAPI連携が実装されています。

©2021 株式会社清長

https://thebase.in/
https://shop-pro.jp/
https://thebase.in/
https://shop-pro.jp/


STEP7：連係が可能なサービスについて③

https://bcart.jp/

Bcart(Bカート)はBtoB（卸）の受発注業務をEC化するクラウドサー
ビスです。

これまでのBtoB業務では、特有の商習慣である顧客ごとの価格設定
や決済設定、電話やFAXでの受注、出荷単位の設定など複雑な管理が
必要でしたが、Bカートでは顧客ごとに商品価格を設定することや、
受発注業務などをWEB上で行うことができ、BtoBビジネスを効率化
します。

決済サービスもBtoBならではの"掛売り"に対応でき『MF KESSAI・
Paid・NP掛け払い・クロネコ掛け払い』とも連携可能です。

BカートとLogiMoProはAPI自動連携をしており、受注から出荷まで
の完全自動化を実現します！
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補足資料
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便利な機能：発送先リスト登録

①LogiMoPro左側メニューの
「ユーザ情報⇒発送先リスト登録」をクリック

②表示された画面の右上にある
「＋新規登録」をクリック

③配送先情報をご入力いただき
「保存する」をクリック
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