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37 送料 送料 配送料金 半角数字

【ロジザードZERO】インポートCSV　出力形式

項番 CSV項目名 『速販』の出力項目 ロジザードZERO対応項目 必須 出力形式 備考
1 取込番号 取込番号 送り状備考1 制限なし 同梱したときは子注文は全て親注文の取込番号で統一される

2 受注日時 受注日時 注文日 半角英数字 yyyy/MM/dd HH:mm:dd

3 ECサイト ECサイト

「Yahoo!ショッピング」
「新Yahoo!ショッピング」
「Yahoo!オークション」
「Rモール」
「楽天市場」
「Eストアー」
「夢店舗」
「おてがる通販」
「MyDoショップ」
「ビッダーズ」
「DeNAショッピング」
「livedoorデパート」
「amazon」
「ColorMeShop」
「MakeShop」
「ホームページマイスター」
「MyDoショップ2」
「夢店舗2」
「電話」
「FAX」
「その他」
「サンプル」

※注文データのECサイト名を出力します。

4 受注番号 受注番号
荷主出荷NO
サイト受注NO

○ 制限なし
・複数送付先時には末尾に"#"+枝番を付与する。受注番号+"#"+枝番(0～)
・同梱したときは子注文は全て親注文の受注番号で統一される

5 メモ メモ ピッキング印字ヘッダ1 制限なし
6 注文者氏名 注文者氏名 購入者氏名 制限なし
7 注文者カナ 注文者カナ ―
8 顧客ID 顧客ID 顧客ID 制限なし
9 性別 ― ―

10 誕生日 ― ―
11 注文者国 ― ―
12 注文者郵便番号 注文者郵便番号 購入者郵便番号 半角英数字
13 注文者都道府県 注文者都道府県 購入者都道府県 制限なし
14 注文者住所 注文者住所 購入者住所1 制限なし
15 注文者電話番号 注文者電話番号 購入者電話番号 制限なし
16 メールアドレス1 メールアドレス1 購入者E-MAIL 半角英数字
17 送付先氏名 送付先氏名 配送先名 ○ 制限なし
18 送付先カナ 送付先カナ ― 制限なし
19 送付先国 ― ―
20 送付先郵便番号 送付先郵便番号 配送先郵便番号 半角英数字
21 送付先都道府県 送付先都道府県 配送先都道府県 制限なし
22 送付先住所 送付先住所 配送先住所1 ○ 制限なし
23 送付先電話番号 送付先電話番号 配送先電話番号 制限なし
24 支払方法 支払方法 決済方法 制限なし
25 カード会社 ― ―
26 カード番号 ― ―
27 有効期限 ― ―
28 カード名義人 ― ―
29 一括/分割 ― ―
30 分割回数 ― ―
31 配送方法 ― ―
32 配送希望日 配送希望日（【商品】の配送情報） 配達指定日 半角英数字 yyyy/MM/dd

33 配送希望時間 配送希望時間（【商品】の配送情報） IF配達時間帯ID 制限なし
設定-解釈-配送希望時間の解釈により共通表記を出力。解釈の設定がされて
いない場合は、そのまま出力。

34 請求金額 請求金額 買上金額合計 半角数字
35 合計金額 合計金額 ― 半角数字
36 消費税 消費税 税 半角数字
37 送料 送料 配送料金 半角数字
38 手数料 手数料 代引手数料金 半角数字
39 包装料 包装料 包装料1 半角数字
40 割引金額 割引金額 行価格割引金額 半角数字
41 利用ポイント 利用ポイント ポイント使用額 半角数字

42 ギフト ギフト ギフトフラグ 制限なし
「空欄」または「いいえ」の場合はギフト対象外（"0"を出力）、それ以外の場合
はギフト対象（"1"を出力）

43 ギフトメッセージ ギフトメッセージ ギフトメッセージ 制限なし
44 備考 備考 ピッキング印字ヘッダ2 制限なし

45 ステータス ステータス ― 制限なし
速販のステータスが「発送前入金待ち」「引き当て保留」の時に"1"を出力。
「キャンセル」の時は"9"を出力。
それ以外の時は"0"を出力。

46 直近送信メール ― ―
47 ECサイトステータス ― ―
48 カード与信 ― ―
49 振込番号 ― ―
50 振込期限日 ― ―
51 入金日 ― ―
52 出荷日 出荷日（【商品】の出荷情報） ― 半角英数字
53 到着予定日 ― ―
54 到着予定時間 ― ―

55 配送会社 配送会社（【商品】の出荷情報）
IF送り状発行ソフトID
IF配送方法ID[※1]

○ 制限なし 出力する配送会社ID（枠外に記載）

56 送り状番号 ― ―
57 お届け完了日 ― ―
58 代金回収日 ― ―
59 最終更新日時 ― ―
60 商品番号 商品番号 商品ID ○ 制限なし
61 商品名 商品名 印字商品名 制限なし
62 単価 単価 単価 半角数字
63 数量 数量 出荷予定数 ○ 半角数字
64 税区分 税区分 ― 「込」,「別」

65 選択肢 選択肢 ピッキング印字明細1 制限なし

100バイトを超える場合は100バイトまで出力

Eストアショップショップサーブのみ、商品名の「/」（半角スラッシュ）が含まれて
いれば、「/」を含むそれ以降の文字列（最後まで）を「選択肢」項目にコピーして
出力

66 サイト識別子 サイト識別子 取引先ID ○ 半角数字 出力するサイト識別子（枠外に記載）

67 支払区分   配送方法または支払方法
IF配送決済区分ID
納品書印字明細1
IF配送方法ID（※1）

○

メール便：”メール便”
代金引換：”1”
それ以外：”0”

※「配送方法」に「メール」という文字が含まれている場合、メール便と判断する
※「支払方法」に「商品代引」、「代金引換」、「代引き」が含まれている場合に代
金引換と判断する

68 店舗名 店舗名 ― 制限なし 設定-会社情報にある店舗名を出力する[※2]

69 のし ― のし
70 ラッピング ― 包装1
71 配送メモ 配送メモ 納品書フッタコメント 制限なし
72 メモ２ メモ2 納品書ヘッダコメント 制限なし
73 社内メモ 社内メモ 倉庫連絡事項 制限なし
74 商品明細No 商品明細No 倉庫行備考 半角数字
75 荷送人フラグ ― ―

※1　：　「IF配送方法ID」には、「配送会社」＋「支払区分」が取り込まれます。
※2　：　『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。



■配送会社ID

配送会
社ID

速販上の表記
【商品詳細】-配送会社

00 佐川急便
01 ヤマト運輸
07 ゆうパック
09 西濃運輸

■サイト識別子

サイト
識別子

ECサイト名

1 旧Yahoo!ショッピング
10 新Yahoo!ショッピング
51 新Yahoo!ショッピング2
59 新Yahoo!ショッピング3
2 Yahoo!オークション

52 Yahoo!オークション2
55 Yahoo!オークション3
3 楽天市場

53 楽天市場2
54 楽天市場3
56 楽天市場4
58 楽天市場5
5 ショップサーブ

60 ショップサーブ2
61 ショップサーブ3
9 DeNAショッピング

12 livedoorデパート
13 amazon
80 amazon2
81 amazon3
18 MakeShop
82 MakeShop2
83 MakeShop3
19 カラーミーショップ
7 夢店舗
8 MyDoショップ

62 ホームページマイスター
22 MyDoショップ２
63 夢店舗２
11 おてがる通販

【ロジザード】出荷実績ＣＳＶデータ

項番 CSV項目名 ロジザード項目名 『速販』の項目名 必須 入力形式 備考
1 取込番号 送状備考1 取込番号 ○ 半角英数字制限なし
2 商品明細No 速販商品明細NO 商品明細NO ○ 半角数字
3 出荷予定日 ― ― yyyy/MM/dd
4 出荷日 出荷日 出荷日 ○ yyyy/MM/dd
5 配送会社 ― ―

6 送り状番号 問番 送り状番号 ○

※同梱できないなどの理由により、1つの商品に複数の出荷情
報が含まれる場合は、「送り状番号」欄に半角スペース区切りで
複数の送り状番号が取り込まれます。（出荷日が同じ場合に限
ります）

※取込番号、商品明細Noをキーに『速販』への取込みを行います。
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