
最終更新日

【e飛伝Ⅱ 便種対応版】出荷データCSV入力項目レイアウト 2016/9/1

取込みパターン：標準パターン 送り状印刷時必須
「速販」の項目
または、固定値

ｅ飛伝
CSV作成

No. 名称 文字タイプ 文字数 備考

- 1 住所録コード 半角英数カナ 12文字

送付先電話番号 ⇒ 2 お届け先電話番号
半角数字
"-"ハイフン

14文字

送付先郵便番号 ⇒ 3 お届け先郵便番号
半角数字
"-"ハイフン

8文字

送付先都道府県 ⇒ 4 お届け先住所１ 全半角英数カナ 16文字
全半角空白のみも未入力エラー
16文字×3（e飛伝Ⅱの住所欄数）=48文字まで入力可能
（都道府県＋住所）

送付先住所 ⇒ 5 お届け先住所２ 全半角英数カナ 16文字
16文字×3（e飛伝Ⅱの住所欄数）=48文字まで入力可能
（都道府県＋住所）

- 6 お届け先住所３ 全半角英数カナ 16文字
送付先氏名 ⇒ 7 お届け先名称１ 全半角英数カナ 16文字 全半角空白のみも未入力エラー

- 8 お届け先名称２ 全半角英数カナ 16文字
取込番号 ⇒ 9 お客様管理ナンバー 半角英数 16文字

（設定＞e飛伝Ⅱ便種対応版＞CSV出力項
目設定でお客様コードの出力設定がされて

いる場合のみ出力されます。）
⇒ 10 お客様コード 半角数字 12文字

- 11 部署・担当者（荷送人） 全半角英数カナ 16文字

- 12 荷送人電話番号
半角数字
"-"ハイフン

14文字

注文者電話番号
(会社情報-電話番号[※1])

⇒ 13 ご依頼主電話番号
半角数字
"-"ハイフン

14文字

注文者郵便番号
（会社情報-郵便番号[※1]）

⇒ 14 ご依頼主郵便番号
半角数字
"-"ハイフン

8文字

注文者都道府県
+ 注文者住所

（会社情報-所在地[※1]）
⇒ 15 ご依頼主住所１ 全半角英数カナ 16文字

（都道府県＋住所）が16文字×2（e飛伝Ⅱの住所欄数）=32
文字まで入力可能

- 16 ご依頼主住所２ 全半角英数カナ 16文字
注文者氏名

（会社情報-会社名[※1]）
⇒ 17 ご依頼主名称１ 全半角英数カナ 16文字

（会社情報-店舗名[※1]） ⇒ 18 ご依頼主名称２ 全半角英数カナ 16文字
設定＞e飛伝Ⅱ便種対応版＞CSV
出力項目設定の設定により出力が
異なります。

［出力できるコード］
001：箱類
002：バッグ類
003：スーツケース
004：封筒類
005：ゴルフバッグ
006：スキー
007：スノーボード
008：その他

⇒ 19 荷姿コード 半角数字 3文字

【商品1】の商品名

※設定＞e飛伝Ⅱ便種対応版＞CSV出力項
目設定の設定により出力が異なります。

⇒ 20 品名１ 全半角英数カナ 32文字

半角33文字以上
全角17文字以上
半角・全角混在
はエラー

- 21 品名２ 全半角英数カナ 32文字
- 22 品名３ 全半角英数カナ 32文字
- 23 品名４ 全半角英数カナ 32文字
- 24 品名５ 全半角英数カナ 32文字
1 ⇒ 25 出荷個数 半角数字 3文字

設定＞e飛伝Ⅱ便種対応版＞便種
（スピードを選択）の設定により出力
が異なります。

［出力できる種別］
000：飛脚宅配便
001：飛脚スーパー便
002：飛脚即配便
003：飛脚航空便（翌日中配達）
004：飛脚航空便（翌日午前中配達）

⇒ 26 便種（スピードを選択） 半角数字 3文字

設定＞e飛伝Ⅱ便種対応版＞便種
（クール便指定）の設定により出力
が異なります。

［出力できる種別］
001：指定なし
002：飛脚クール便（冷蔵）
003：飛脚クール便（冷凍）

⇒ 27 便種（クール便指定） 半角数字 3文字

配送希望日 ⇒ 28 配達日 半角数字 8文字

配送希望時間 ⇒ 29 配達指定時間帯 半角数字 2文字

- 30 配達指定時間（時分） 半角数字 4文字
請求金額[※2]

※設定＞e飛伝Ⅱ便種対応版＞代引金額が
設定されている場合のみ出力されます。

⇒ 31 代引金額 半角数字 7文字

- 32 消費税 半角数字 6文字
- 33 保険金額 半角数字 8文字

⇒ 34 指定シール① 半角数字 3文字

⇒ 35 指定シール② 半角数字 3文字

⇒ 36 指定シール③ 半角数字 3文字

- 37 営業店止め 半角数字 1文字
- 38 営業店コード 半角数字 4文字
- 39 元着区分 半角数字 1文字

※1　：　『速販』の「設定」＞「会社情報」＞[サイト名］において、サイト別会社情報が有効の場合、サイト別の会社情報を出力することが可能です。

※2　：　複数送付先注文の場合は「商品1」の配送にのみ出力

（設定＞e飛伝Ⅱ便種対応版＞CSV出力項
目設定で指定シールの出力設定がされてい
る場合のみ出力されます。）

［出力できるシール］
001：飛脚クール便（冷蔵）
002：飛脚クール便（冷凍）
003：飛脚スーパー便
005：配達指定日
007：時間帯指定
008：eコレクト（現金決済）
009：eコレクト（デビット/クレジット決済）
010：eコレクト（なんでも決済）
011：取扱注意
012：貴重品
013：天地無用
014：飛脚即配便
016：時間帯指定（午前中）　※6時間帯用
017：飛脚航空便
019：時間帯指定　※6時間帯用

【5時間帯】
00 ： 指定無し

01 ： 午前中
12 ： 12：00～14：00

14 ： 14：00～16：00
16 ： 16：00～18：00

04 ： 18：00～21：00

【6時間帯】

00 ： 指定無し
01 ： 午前中

12 ： 12：00～14：00
14 ： 14：00～16：00

16 ： 16：00～18：00
18 ： 18：00～20：00

19 ： 19：00～21：00



最終更新日：

【e飛伝Ⅱ 便種対応版】出荷データCSV入力項目レイアウト　（楽天コンビニ受取） 2016/9/1

取込みパターン：標準パターン ■通常の出荷データに存在しない項目
■コード値を出力する項目のうち、非コンビニ受
取と対応コードが違う項目。

備考

- 1 住所録コード 半角英数カナ 12文字

注文者電話番号 ⇒ 2 お届け先電話番号
半角数字
"-"ハイフン

14文字

送付先郵便番号 ⇒ 3 お届け先郵便番号
半角数字
"-"ハイフン

8文字

送付先都道府県 ⇒ 4 お届け先住所１ 全半角英数カナ 16文字
全半角空白のみも未入力エラー
16文字×3（e飛伝Ⅱの住所欄数）=48文字まで入力可
能

送付先住所から抽出
コンビニ名の手前まで

⇒ 5 お届け先住所２ 全半角英数カナ 16文字
16文字×3（e飛伝Ⅱの住所欄数）=48文字まで入力可
能

- 6 お届け先住所３ 全半角英数カナ 16文字
送付先住所から抽出
コンビニ名＋店舗名

⇒ 7 お届け先名称１ 全半角英数カナ 16文字 全半角空白のみも未入力エラー

- 8 お届け先名称２ 全半角英数カナ 16文字
取込番号 ⇒ 9 お客様管理ナンバー 半角英数 16文字

10 お客様コード 半角数字 12文字 コンビニ受取の場合は指定不可
- 11 部署・担当者（荷送人） 全半角英数カナ 16文字

- 12 荷送人電話番号
半角数字
"-"ハイフン

14文字

- 13 ご依頼主電話番号
半角数字
"-"ハイフン

14文字 コンビニ受取の場合は指定不可

- 14 ご依頼主郵便番号
半角数字
"-"ハイフン

8文字 コンビニ受取の場合は指定不可

- 15 ご依頼主住所１ 全半角英数カナ 16文字 コンビニ受取の場合は指定不可
- 16 ご依頼主住所２ 全半角英数カナ 16文字 コンビニ受取の場合は指定不可
- 17 ご依頼主名称１ 全半角英数カナ 16文字 コンビニ受取の場合は指定不可
- 18 ご依頼主名称２ 全半角英数カナ 16文字 コンビニ受取の場合は指定不可

設定＞e飛伝Ⅱ便種対応版＞
CSV出力項目設定の設定によ
り出力が異なります。

［出力できるコード］
001：箱類
002：バッグ類
003：スーツケース
004：封筒類
005：ゴルフバッグ
006：スキー
007：スノーボード
008：その他

⇒ 19 荷姿コード 半角数字 3文字

コンビニ受取の場合は、
001：箱類
004：封筒類
008：その他
のみ可。それ以外の場合はe飛伝Ⅱ取込時に
「001：箱類」が設定される。

送付先氏名 ⇒ 20 注文者名１ 全半角英数カナ 16文字
- 21 注文者名２ 全半角英数カナ 16文字

【商品1】の商品名

※設定＞e飛伝Ⅱ便種対応版
＞CSV出力項目設定の設定
により出力が異なります。

⇒ 22 品名１ 全半角英数カナ 32文字

半角33文字以上
全角17文字以上
半角・全角混在
はエラー

- 23 品名２ 全半角英数カナ 32文字
- 24 品名３ 全半角英数カナ 32文字
- 25 出荷個数 半角数字 3文字

設定＞e飛伝Ⅱ便種対応版＞コ
ンビニ受取設定＞コンビニ受取
の便種 の設定により出力が異な
ります。

［出力できる種別］
641：陸便コンビニ受取
642：Ｒ１便コンビニ受取（航空便）
643：Ｒ２便コンビニ受取（航空便

26 便種（スピードを選択） 半角数字 3文字 コンビニ受取専用の便種

- ⇒ 27 便種（クール便指定） 半角数字 3文字 コンビニ受取の場合は指定不可
- 28 配達日 半角数字 8文字 コンビニ受取の場合は指定不可
- 29 配達指定時間帯 半角数字 2文字 コンビニ受取の場合は指定不可
- 30 配達指定時間（時分） 半角数字 4文字 コンビニ受取の場合は指定不可

- 31 代引金額 半角数字 7文字 コンビニ受取の場合は指定不可

「速販」の項目
または、固定値

ｅ飛伝Ⅱ
CSV作成

№ 名称 文字タイプ 文字数



- 32 消費税 半角数字 6文字
- 33 決済種別 半角数字 1文字

- 34 保険金額 半角数字 8文字

- 35 保険金額印字 半角数字 1文字
- 36 指定シール① 半角数字 3文字 コンビニ受取の場合は指定不可

- 37 指定シール② 半角数字 3文字 コンビニ受取の場合は指定不可
- 38 指定シール③ 半角数字 3文字 コンビニ受取の場合は指定不可

- 39 営業店止め 半角数字 1文字

- 40 ＳＲＣ区分 半角数字 1文字
- 41 営業店コード 半角数字 4文字
- 42 元着区分 半角数字 1文字

送付先住所から抽出
コンビニコード

⇒ 43 店舗種別コード 半角数字 4文字

"9001"（楽天） ⇒ 44 ＥＣコード 半角数字 4文字
送付先住所から抽出

店舗コード
⇒ 45 コンビニ店舗コード 半角数字 6文字

- 46 返品指示日 半角数字 8文字
- 47 返品区分 半角数字 2文字

会社情報郵便番号 ⇒ 48 返品先郵便番号
半角数字
"-"ハイフン

8文字

会社情報所在地 ⇒ 49 返品先住所１ 全角英数カナ 16文字
- 50 返品先住所２ 全角英数カナ 16文字
- 51 返品先住所３ 全角英数カナ 16文字

会社情報会社名 ⇒ 52 返品先名称１ 全角英数カナ 16文字
会社情報店舗名 ⇒ 53 返品先名称２ 全角英数カナ 16文字

会社情報電話番号 ⇒ 54 返品先電話番号
半角数字
"-"ハイフン

14文字

- 55 認証番号 半角数字 7文字
- 56 コンビニ独自ＩＤ 半角数字 16文字
- 57 コンビニ支払総額 半角数字 6文字
- 58 コンビニ支払消費税 半角数字 5文字
- 59 コンビニ決済区分 半角数字 1文字
- 60 コンビニ受取開始日 半角数字 8文字
- 61 コンビニ着予定日 半角数字 8文字

受注番号 ⇒ 62 メールアドレス 半角英数 50文字



最終更新日

【e飛伝Ⅱ 便種対応版】出荷データCSV入力項目レイアウト　（メール便） 2016/9/1

取込みパターン：標準パターン 送り状印刷時必須
「速販」の項目
または、固定値

ｅ飛伝
CSV作成

No. 名称 文字タイプ 文字数 備考

送付先電話番号 1 お届け先電話番号
半角数字
"-"ハイフン

14文字

送付先郵便番号 ⇒ 2 お届け先郵便番号
半角数字
"-"ハイフン

8文字

送付先都道府県 ⇒ 4 お届け先住所１ 全半角英数カナ 16文字
送付先住所 ⇒ 5 お届け先住所２ 全半角英数カナ 16文字

- 6 お届け先住所３ 全半角英数カナ 16文字
送付先氏名 ⇒ 7 お届け先名称１ 全半角英数カナ 16文字

- 8 お届け先名称２ 全半角英数カナ 16文字
（設定＞e飛伝Ⅱ便種対応版＞CSV出
力項目設定でお客様コードの出力設
定がされている場合のみ出力されま

⇒ 10 お客様コード 半角数字 12文字



最終更新日：

【e飛伝Ⅱ 便種対応版】出荷履歴データCSV入力項目レイアウト 2017/3/8

No. 名称 文字タイプ 文字数 備考
ｅ飛伝
CSV取

込

上書きされる
「速販」の項目

1 お問合せ№ 半角英数 12桁 ⇒ 送り状番号
2 出荷日時　※1 半角数字 14桁 西暦年月日時分秒　（例 ： 20081231235959） ⇒ 出荷日　※2
3 住所録コード
4 お届け先電話番号
5 お届け先郵便番号
6 お届け先住所１
7 お届け先住所２
8 お届け先住所３
9 お届け先ＪＩＳコード

10 お届け先名称１
11 お届け先名称２
12 グループ名
13 お客様管理ナンバー 半角英数 16桁 『速販』の【共通情報】内の「取込番号」を出力（例：20081231000001） ⇔ 取込番号
14 お客様コード
15 荷送人電話番号
16 荷送人郵便番号
17 荷送人住所１
18 荷送人住所２
19 荷送人名称１
20 荷送人名称２
21 部署・担当者
22 ご依頼主コード
23 ご依頼主電話番号
24 ご依頼主郵便番号
25 ご依頼主住所１
26 ご依頼主住所２
27 ご依頼主名称１
28 ご依頼主名称２
29 荷姿コード
30 品名１
31 品名２
32 品名３
33 品名４
34 品名５
35 出荷個数
36 便種（スピードで選択）
37 便種（商品）
38 配達日 半角数字 8桁 ⇒ 到着予定日

39 配達指定時間帯 半角数字 2桁 ⇒

      到着予定時間

40 配達指定時間（時分）
41 代引金額
42 消費税
43 保険金額
44 指定シール①
45 指定シール②
46 指定シール③
47 営業店止め
48 営業店コード
49 元着区分 1：元払、2：着払
50 削除区分 0：出荷データ、1：削除データ ※削除区分「1」の場合はデータを取り込まない。

「速販」CSV取込時に"佐川急便"で上書き ⇒ 出荷情報‐配送会社
※1　：　PDT確定版の場合は「作成日時」
※2　：　PDT確定版の場合は、速販の設定にて、出荷日取込の設定をしている場合のみ取り込まれる。

【5時間帯】
00 ： 指定無し
01 ： 午前中
12 ： 12：00～14：00
14 ： 14：00～16：00
16 ： 16：00～18：00
04 ： 18：00～21：00

【6時間帯】
00 ： 指定無し
01 ： 午前中
12 ： 12：00～14：00
14 ： 14：00～16：00
16 ： 16：00～18：00
18 ： 18：00～20：00
19 ： 19：00～21：00

00 → 指定無し
01 → 午前中
12 → 12：00～14：00
14 → 14：00～16：00
16 → 16：00～18：00
04 → 18：00～21：00
18 → 18：00～20：00
19 → 19：00～21：00

上記以外 → 警告を表示
し、そのまま取込む



最終更新日：

【e飛伝Ⅱ 便種対応版】出荷履歴データCSV入力項目レイアウト　（楽天コンビニ受取） 2016/9/1

■通常の出荷データに存在しない項目

No. 名称 文字タイプ 文字数 備考
ｅ飛伝
CSV取

込

上書きされる
「速販」の項目

1 お問い合せ№ 半角英数 12桁 ⇒ 送り状番号
2 出荷日時 半角数字 14桁 西暦年月日時分秒　（例 ： 20081231235959） ⇒ 出荷日
3 住所録コード
4 お届け先電話番号
5 お届け先郵便番号
6 お届け先住所１
7 お届け先住所２
8 お届け先住所３
9 お届け先ＪＩＳコード

10 お届け先名称１
11 お届け先名称２
12 グループ名
13 お客様管理ナンバー 半角英数 16桁 『速販』の【共通情報】内の「取込番号」を出力（例：20081231000001） ⇔ 取込番号
14 お客様コード
15 荷送人電話番号
16 荷送人郵便番号
17 荷送人住所１
18 荷送人住所２
19 荷送人名称１
20 荷送人名称２
21 部署・担当者
22 ご依頼主コード
23 ご依頼主電話番号
24 ご依頼主郵便番号
25 ご依頼主住所１
26 ご依頼主住所２
27 ご依頼主名称１
28 ご依頼主名称２
29 荷姿コード
30 注文者１
31 注文者２
32 品名１
33 品名２
34 品名３
35 出荷個数
36 便種（スピードで選択）
37 便種（商品）
38 配達日 半角数字 8桁 ※コンビニ受取の場合は指定不可 ⇒ 到着予定日
39 配達指定時間帯 半角数字 2桁 ※コンビニ受取の場合は指定不可 ⇒ 到着予定時間
40 配達指定時間（時分）
41 代引金額
42 消費税
43 決済種別
44 保険金額
45 保険金額印字
46 指定シール①
47 指定シール②
48 指定シール③
49 営業店止め
50 ＳＲＣ区分
51 営業店コード
52 元着区分
53 店舗種別コード
54 ＥＣコード
55 コンビニ店舗コード
56 返品指示日
57 返品区分
58 返品先郵便番号
59 返品先住所１
60 返品先住所２
61 返品先住所３
62 返品先名称１
63 返品先名称２
64 返品先電話番号
65 認証番号
66 コンビニ独自ＩＤ
67 コンビニ支払総額
68 コンビニ支払消費税
69 コンビニ決済区分
70 コンビニ受取開始日
71 コンビニ着予定日
72 削除区分
73 メールアドレス

「速販」CSV取込時に"佐川急便"で上書き ⇒ 出荷情報‐配送会社


