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はじめに

■同期できるデータの種類

①商品情報（BASE⇒ロジモプロ）
BASEにご登録済みの商品情報のうち、最新の30SKUをロジモプロに
取り込むことができます。
※30SKU以上ある場合は、エクセルインポートによる登録をご利用ください。

②受注データ(発送依頼データ)（BASE⇒ロジモプロ）
BASEの注文データのうち、最新30件のご注文を発送依頼データとしてBASEからロ
ジモプロに取り込むことができます。
※注文数が30件以上ある場合は、エクセルインポートによる登録をご利用ください。

③発送完了情報（ロジモプロ⇒BASE）
倉庫側の出荷作業が完了しましたら、運送会社の問い合わせ番号をロジモプロか
らBASEに同期し、BASEのステータスを対応済みにします。

④入荷実績（ロジモプロ⇒BASE）
ロジモプロへ商品を入荷すると、在庫計上が完了次第、入荷された商品のロジモ
プロ在庫数をBASEの在庫数へ同期します。
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①BASEとロジモプロを連携しよう

【手順1】
まずは同一のブラウザでBASEとロジモプロにログインをしてください。
※推奨ブラウザ：Google Chrome

【手順2】
ロジモプロメニュー
ユーザ情報⇒他社サービス連携画面に入り、右上の「＋新規登録」ボタンを
クリックしてください。
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【手順3】
表示された連携サービス名のうち「BASE」をクリックし、表示された画面の
「BASEの承認ページへ」というボタンをクリックしてください。

【手順4】
BASEのページに遷移しますので、ページ下部の「アプリを認証する」ボタンをクリック
してください。クリック後、再びロジモプロの画面に遷移しますが、連携サービス名に
「BASE」と表示されていれば、連携は完了です。

①BASEとロジモプロを連携しよう

登録日はAPI連携開始日、最終取得日は最後にデータ同期をされた日が表示されます。
※連携を解除する場合は、操作欄の「解除」ボタンをクリックします。
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②同期のための設定をしよう

【手順1】
BASE Appsの「送料詳細設定」 をインストールしてください。

●BASE配送方法の設定

【手順2】
「配送方法の追加」をクリックし、配送方法は『その他の国内配送方法』を選択し、
配送方法の名称、説明をご入力の上、ご登録を進めてください。

配送方法の名称、説明文の内容はユーザー
様にて自由に決めていただけます。

ただし、BASEから同期された注文データの
配送方法は宅配マルチチャネルとなります。

そのため、配送方法名称は「国内配送便」
説明文は
「佐川急便、ヤマト運輸のいずれかで配送
されます。」
のような内容で作成されますと、購入者様
にも分かりやすいかと思います。
※運送会社のご指定はいただけません。
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佐川急便、ヤマト運輸のいずれかで配送されます。



②同期のための設定をしよう

●BASE配送日の設定

【手順1】
BASE Appsの「配送日設定」 をインストールしてください。

【手順2】
最短お届け日は注文日から『3営業日』、最長お届け日は任意の日数をご入力いただき、
休業日の設定は土、日、祝日にチェックを付けてください。
また、配送時間帯の設定は『ヤマト宅急便』を選択してください。
※宅配マルチチャネルで指定可能な配送時間帯がヤマト宅急便と同一のためです。
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②同期のための設定をしよう

●インストールしておくと便利なBASE Apps

①商品コード
型番やバーコード(JANコード等)がある場合、商品コードをインストールする事で
BASEの商品マスタにも情報を登録する事ができます。
「商品コード」に入力した内容はロジモプロの「商品表示型番」に、
「JAN/GTIN」に入力した内容はロジモプロの「バーコード」にそれぞれ紐付けら
れます。
②CSV商品管理
BASEに登録されている商品情報をCSVファイルでダウンロードする事ができます。
ロジモプロに直接入力やファイルアップロードで商品マスタ登録を行う場合は、
CSV商品管理でダウンロードしたCSVファイルを活用する事で、よりスムーズに
登録作業を行っていただけます。

③注文データダウンロード
BASEの注文データをCSVファイルでダウンロードする事ができます。
ファイルアップロードによる発送依頼登録を行う場合は、
注文データダウンロードで出力したCSVファイルの情報を活用して
ロジモプロのエクセルテンプレートを作成される事をおすすめいたします。
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③BASEの商品マスタをロジモプロに同期しよう

【手順1】
ロジモプロメニュー
商品検索⇒商品検索をクリックしてください。

【手順2】
画面右側にあるプルダウンメニューより「BASE」を選択し、横にある「同期」ボタンを
クリックしてください。

「同期に成功しました」というメッセージが表示され、商品検索画面にBASEの商品情報が
表示されます。これで商品マスタの同期は完了です。

なお、上記のようにユーザー様ご自身で同期ボタンをクリックして手動で同期させる方法
だけではなく、15分間隔でデータを自動同期させる事も可能です。

詳細は⑦その他ご案内をご確認ください。
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③BASEの商品マスタをロジモプロに同期しよう

●商品マスタの構成について

BASEで登録されていた商品マスタは、下記の通りロジモプロへ反映されます。

①～③はBASE側の2情報がロジモプロ側ではアンダースコア(_)で連結され、1つの値として
反映されます。
※種類ID、種類名、種類コードが無い商品は、アンダースコア以前の前半部分のみがロジモプロ
側へ反映されます。

商品ID：33333333
種類ID：99999999
商品名：BASEオリジナルTシャツ
種類名：限定版
商品コード：baseT
種類コード：limited
JAN / GTIN：1234567890123

商品ID：33333333_ 99999999
商品名：BASEオリジナルTシャツ_限定版
商品表示型番：baseT_limited
バーコード：1234567890123

（
登
録
例
）

⇒

©2021株式会社清長

ロジモプロ側



③BASEの商品マスタをロジモプロに同期しよう

●商品マスタ同期に関する補足

同期でロジモプロに自動登録できる商品マスタは、BASEに登録されている商品マスタの
最新の30SKUが対象となります。

BASE側の商品マスタが31SKU以上の場合は、全商品を自動登録する事は出来ません。

ただし、バリエーションについてはSKUとしてはカウントされません。

例えば、1商品でサイズ3種・カラー3種のように9つのバリエーションがある場合でも、
SKU数としてはあくまで1カウントとなります。

同期でカバーできない数のSKUが登録されている場合は、必ずファイルアップロードによる
商品マスタ一括登録機能をご利用の上、ご登録ください。

商品マスタ一括登録用のエクセルについては、前述のBASE Apps「CSV商品管理」で
ダウンロードしたCSVファイルの情報をご確認いただき、各項目の構成については
前ページの情報をご参照の上、作成をお願いいたします。

※詳しくは別資料「商品マスタ(BASE入力パターン)」をご確認ください。
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④入荷後の在庫数がBASEに反映される事を確認しよう

ロジモプロに入荷した商品の在庫計上が行われると、ロジモプロからBASEに
入荷した商品のフリー在庫数が自動で反映されます。※商品が入荷したタイミングのみ反映されます。

●ロジモプロ

●BASE
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●入荷時の在庫数反映に関する補足

入荷した商品の在庫数反映は、API連携で同期された商品マスタ、もしくはエクセルテンプ
レートでAPI連携コードを入力して登録された商品マスタが対象となります。

直接入力による登録、また、エクセルアップロードによる登録でもAPI連携コードが未入力
の場合、在庫数反映の対象となりませんのでご注意ください。

在庫数反映に関しては、ロジモプロに在庫計上されたタイミングで、ロジモプロのフリー在
庫数をBASEにそのまま反映させるものであり、リアルタイムで在庫情報が連動するもので
はありません。

例えば、仮にBASEを経由しない注文等で直接ロジモプロに発送依頼登録をされた場合は、
ロジモプロの在庫数だけ減り、BASE側の在庫数は変わりません。

また、意図的にBASE側の在庫数を手動で増減された場合も、その情報はロジモプロには
同期されません。

在庫数の反映後、全ての注文がBASEを経由してロジモプロから出荷が行われますと、
BASEとロジモプロの在庫数は常にイーブンとなります。

④入荷後の在庫数がBASEに反映される事を確認しよう
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⑤BASEに入った注文をロジモプロに同期しよう

【手順1】
ロジモプロメニュー
発送⇒発送状況検索をクリックしてください。

【手順2】
画面右側にあるプルダウンメニューより「BASE」を選択し、横にある「同期」ボタンを
クリックしてください。

「同期に成功しました」というメッセージが表示され、発送状況検索画面にBASEの
注文データが表示されます。これで商品マスタの同期は完了です。
なお、ロジモプロの出荷指示NOにはBASEの注文IDが引用されます。

上記方法は商品マスタと同じく手動同期となりますが、この他に同期ボタンをクリック
しなくても15分間隔でデータが自動同期される「オート」があります。
詳細は別ページにてご説明いたします。別ページ
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⑤BASEに入った注文をロジモプロに同期しよう

ロジモプロはBASE側の注文データの最新30件を取り込み、取り込まれた注文データは
発送依頼データとして登録されます。

未対応

入金待ち

キャンセル

未対応

未対応

未対応

入金待ち

対応済

未対応

入金待ち

～

…

キャンセル

注文1

注文2

注文3

注文4

注文5

注文28

注文29

注文30

注文31

注文32

注文33

注文32

最新30件の注文データのうち、取り込み対象となるのは
ステータス「未対応」のデータです。

未対応

同
期
対
象

同
期
対
象
外

31件目以降のデータは同期の範囲外となるため、
ステータスが「未対応」でも同期されません。
※31件目以降のデータに関しては、以後同期対象になる
事はありません。

31件目以降に発送対象データがある場合は、直接入力
もしくはエクセルテンプレートを使った発送依頼登録を
行ってください。
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⑤BASEに入った注文をロジモプロに同期しよう

●注文データ同期に関する補足

前述の通り、発送対象のデータがBASE側注文データの31件目以降にある場合、直接入力
もしくはエクセルテンプレートによる発送依頼登録を行っていただく必要がありますが、
自動同期による登録と直接入力(orエクセルテンプレート)による登録を同時に行う場合は、
発送依頼登録が重複しないよう十分にご注意ください。

注文数が多い等の理由で31件目以降に発送依頼データが多数含まれる場合、
自動同期は利用せず、エクセルテンプレートを使用した一括登録をおすすめいたします。

発送依頼登録のエクセルの作成にあたっては、BASE Apps「注文データダウンロード」にて
ダウンロードしたCSVファイルの情報をご活用ください。
※作成の際には別資料「エクセルテンプレート入力ルール」をご確認ください。

自動同期でロジモプロに登録された発送依頼データの店舗情報は「店舗ID：00」、
配送方法は「宅配マルチ」となります。
内容を変更する場合は、データ同期後にロジモプロ上で編集操作をお願いいたします。
※ステータスが「発送依頼中」のタイミングで編集をお願いいたします。

また、注文データの自動同期においては商品の追加ができません。

各注文に対してチラシやショップカード等を同梱されたい場合は、直接入力もしくは
エクセルテンプレートによる発送依頼登録をお願いいたします。
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⑥BASEに出荷実績が反映されている事を確認しよう

API連携で自動登録された注文データの出荷が完了すると、ロジモプロからBASEに出荷実績が
同期され、BASEのステータスが「未対応」から「対応済」に変わります。

●ロジモプロ

●BASE

ステータスが から に変わると、BASEより購入者様へ自動で発送完了メール
が送信されますが、配送会社名と伝票番号は発送完了メールにも記載されます。

未対応 対応済
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（中略）

～

●発送完了メールサンプル

自動同期で登録された注文データの
配送方法はデフォルトで「宅配マルチ」
となりますが、宅配マルチで発送された
データについてはBASE側の仕様上、全て
「佐川急便」と表示されます。

そのため、佐川急便以外で発送された
場合、【店舗からのコメント】欄に
配送会社名が掲載されます。

例）
発送は佐川急便ではなくヤマト運輸とな
ります。

⑥BASEに出荷実績が反映されている事を確認しよう
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なります。



●出荷実績同期に関する補足

出荷実績の同期につきましては、API連携で同期された注文データが対象となります。

直接入力、またはエクセルアップロードによって登録された発送依頼に関しては、出荷実績
は同期されません。

そのため、BASE上のステータス変更(未対応⇒対応済)はユーザー様にてご対応が必要です。
※ロジモプロユーザー画面の「発送状況検索」にて配送会社名、問い合わせ番号をご確認
いただき、購入者様へ発送完了のご連絡をお願いいたします。

⑥BASEに出荷実績が反映されている事を確認しよう
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⑦その他ご案内

●手動同期とオートの違いについて
・手動同期
「同期」ボタンを押してユーザー様任意のタイミングでデータを同期させる事ができます。

・オート
毎時0分スタートで15分おきにデータが同期されます。
例）11:00、11:15、11:30、11:45、0:00、0:15、0:30、0:45、・・・

初期設定は手動同期です。オートへの切り替えをご希望の場合は、カスタマーサポートまで
ご連絡をお願いいたします。

●API連携の期限について
BASEとロジモプロを連携してから約30日間同期がされませんと、接続が切断されます。

同期ボタンを押してもデータが同期されない場合はいったん連携を解除し、再度連携作業を
行ってください。
※頻繁にご利用されているにも関わらず同期されなくなってしまった場合も同様に、
連携解除⇒再連携の操作をお試しください。

【連携解除方法】
ロジモプロメニュー
ユーザ情報⇒他社サービス連携画面に入り、連携サービス名の右にある「解除」ボタンを
クリック⇒確認を促すメッセージが表示されますので「はい」をクリックしてください。
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