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はじめに

■同期できるデータの種類

①商品情報（ColorMe⇒ロジモプロ）
ColorMe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)（ColorMe⇒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
ColorMe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⇒ColorMe）
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ColorMeに同期し、ColorMe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⇒ColorMe）
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ColorMeの在庫数へ同期します。
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①COLOR ME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COLORMEとロジモプロにログインをしてください。

【手順2】
COLOR MEログイン画面の「アプリを探す」をクリックしてください。

【手順3】
アプリストアの「ログイン」をクリックし、COLORMEのアカウント情報を入力してログイン
してください（既にログイン済みの場合は次ページ【手順4】に進んでください）。
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【手順4】
アプリストア内にあるアプリ一覧より「ロジモプロ」をクリックし、次画面で
「プランを選択してアプリを追加する」ボタンをクリックしてください。

①COLOR MEとロジモプロを連携しよう

【手順5】
次に表示される画面で表示されるプランの「選択する」にチェックを付け、ページ下部の
同意項目2か所にチェックを付け、「アプリを追加する」をクリックしてください。
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①COLOR MEとロジモプロを連携しよう

【手順6】
ロジモプロの画面に遷移しますので、「ColorMeの承認ページへ」をクリックしてください。

【手順7】
再びCOLOR MEの画面に遷移しますので、ここでもCOLORMEのログイン情報を入力し、
「ご利用内容確認へ」をクリックしてください。
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①COLOR MEとロジモプロを連携しよう

【手順9】
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「COLORME」と表示
されていれば、連携は完了です。登録日にはAPI連携開始日が表示されます。

※注意事項※
COLOR MEとロジモプロのメールアドレスが異なる場合、COLOR MEとロジモプロを別々の
ブラウザで開いている場合は連携されませんので、ご注意ください。

【手順8】
次画面の同意項目3か所にチェックを付け、「アプリを連携」をクリックしてください。
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②同期のための設定をしよう

【手順1】
ショップ作成⇒配送⇒配送方法設定をクリックしてください。

●COLOR ME 配送方法の設定

【手順2】
配送種別で「その他」を選択し、『詳細を入力』をクリックしてください。

配送会社名、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、COLOR ME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、配送会社名は「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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②同期のための設定をしよう

●COLOR ME 配送方法の設定（メール便配送を利用する場合）

【手順2】
配送種別で「クロネコヤマト」を選択し、『詳細を入力』をクリックしてください。

配送会社名は「ヤマト運輸」としてください。

また、説明文には
「ネコポスで発送いたします。」
という文言を記載してください。

同期された注文データの配送方法は前述の通り
「宅配マルチ」が自動選択されますので、
メール便で発送する場合は、データ同期後にロ
ジモプロ上で配送方法を必ず「メール便」に変
更してください。
※変更されなかった場合は、宅配マルチで発送
されます。

【手順1】
ショップ作成⇒配送⇒配送方法設定をクリックしてください。
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②同期のための設定をしよう

●COLOR ME 配送日時の設定

【手順2】
お届け可能日は『3日後』としてください。※最長日数は任意でご入力ください。

【手順1】
ショップ作成⇒配送⇒お届け日時設定設定をクリックしてください。

また、日付変更時刻は『14時』としてください。

配送時間帯については下記の通りご記入ください。

01.午前中
02.14～16
03.16～18
04.18～20
05.19～21

※宅配マルチでは12～14時の指定はできません。
仮に12～14時の指定で受注し同期された場合は、
配送方法が「宅配便」に自動で切り替わります。
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③COLOR ME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「COLORME」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COLORME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その他ご案内にてご説明いたします。
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●商品マスタの構成について

COLOR ME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。

①～②はCOLOR ME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。オプション名が2つある場合は、オプション名1とオプション2が
「□×□」(※□は全角スペース)で繋がれて商品名に反映されます。
※型番、項目名が無い商品は、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。
※COLOR MEで入力したJANコードはロジモプロには引き継がれないため、同期後にロジモプロ上
で別途ご入力いただく必要がございます。

商品ID：150000000
型番 ：RS
商品名：カラーミーパーカー
オプション名1：赤
オプション名2：S

商品ID： 150000000_RS
商品名：カラーミーパーカー_赤 × S
商品表示型番：RS

（
登
録
例
）

⇒

③COLOR MEの商品マスタをロジモプロに同期しよう
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●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、COLOR MEで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(オプションは1SKUとしてはカウントされません)。

オプション有り商品に関しては、COLOR ME側で型番が入力されていないとロジモプロに商
品マスタが同期されないため、必ず型番のご入力をお願いいたします。

③COLOR MEの商品マスタをロジモプロに同期しよ
う

同期でカバーできない数のSKU(31SKU以上)が登録されている場合は、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ください。

商品マスタ一括登録用のエクセルに関しては、COLOR MEの「データダウンロード」
メニューよりダウンロード可能な「商品データ」「商品オプションデータ」(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(COLOR ME入力パターン)」をご確認ください。

※オプション毎にユニークの値を
ご入力ください。
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④入荷後の在庫数がCOLOR MEに反映される事を確認しよう

API連携で自動登録された商品マスタの在庫計上が行われると、ロジモプロからCOLORMEに
入荷後の在庫数が自動で反映されます。※未入荷商品の在庫数は反映されません。

●ロジモプロ

●COLOR ME
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●入荷実績同期に関する補足

入荷実績の同期は、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、入荷実績同期の対象となりませんのでご注意ください。

入荷実績に関しては、ロジモプロに在庫計上されたタイミングで、ロジモプロの在庫数を
COLOR ME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COLOR ME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、COLOR ME側の在庫数は変わりません。

また、意図的にCOLOR ME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。

入荷実績反映後、全ての注文がCOLOR MEを経由してロジモプロから出荷が行われますと、
COLOR ME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COLOR MEに反映される事を確認しよう
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⑤COLOR ME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「COLORME」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COLORME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COLORMEの売上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⑦その他ご案内にてご説明いたします。
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ロジモプロはCOLOR ME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。

～

…

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
発送ステータスが「未」となっているデータです。
※未入金の注文を取り込むか取り込まないかについては、
設定変更が可能です。

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、
発送ステータスが「未」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。

⑤COLOR MEに入った注文をロジモプロに同期しよう

発送未

発送未

発送未

発送未

キャンセル

発送未

発送未

キャンセル

発送済

発送済

発送済

発送未
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●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COLOR ME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、「データダウンロード」メニューにて
ダウンロード可能な「受注一括データ(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。

⑤COLOR MEに入った注文をロジモプロに同期しよ
う
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⑥COLOR ME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COLORMEに
出荷実績が同期され、発送ステータスが「未」から「済」に変わります。

●ロジモプロ

●COLOR ME

お問い合わせ番号はCOLOR MEにも反映され、購入者様への発送完了メールにも記載されます。
※発送完了メールは自動送信されませんので、ユーザー様にて送信をお願いいたします。
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●発送完了メールサンプル

⑥COLOR MEに出荷実績が反映されている事を確認しよう

発送完了メールにも問い合わせ番号が
記載されます。
※【配送会社】項目には、配送方法設定で
登録された配送会社名が記載されます。

なお、実際にどの配送会社で発送されたか
については、問い合わせ番号の先頭2桁で
判別が可能です。

購入者様にも分かるよう、発送完了メール
のフッターに、赤枠内にあるメッセージを
掲載される事をおすすめいたします。

設定方法、ご案内メッセージ例については
次ページにてご案内いたします。
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⑥COLOR MEに出荷実績が反映されている事を確認しよう

●発送完了メールフッターメッセージの設定

【手順1】
COLOR MEメニュー
ショップ作成⇒メール⇒メール内容設定に入り、
メールタイプ「発送」の『修正』ボタンをクリック

【手順3】
メールフッターに下記メッセージを入力し、『更新』ボタンを押してください。

配送会社名が「国内配送便」となっている場合は、配送エリアによって配達される運送会社が
異なります。

配送状況は下記URLよりご確認いただけます。
※配送状況のご確認は、商品発送当日の20時以降にお願いいたします。

■お問い合わせ番号が35 or 43から始まる場合は下記URLよりご確認ください。
https://k2k.sagawa-exp.co.jp/p/sagawa/web/okurijoinput.jsp

■お問い合わせ番号が39から始まる場合は下記URLよりご確認ください。
https://toi.kuronekoyamato.co.jp/cgi-bin/tneko
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●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、COLOR ME上のステータス変更(発送未⇒発送済)はユーザー様にてご対応
いただく必要がございます。
※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。

⑥COLOR ME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。
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