
14．「いつどこ通販」のシステム管理
15．システムと外部データの入出力



　15．1．システム設定

　「いつどこ通販」のシステム設定は、システム設定画面から行います。

　【 システム設定画面を開く 】
　① メイン画面のメニューバーから、「システム（F6）」→「システムの設定を行う」を選択します。

　　メイン画面
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　　② 「システムの設定を行う」を選択すると、システム設定画面が表示されます。

　　　システム設定画面

　　システム設定画面の説明

　　【 設定を更新する 】
　　① システム設定画面の「適用」ボタンをクリックします。

　　②
　　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンを
　　クリックします。
　※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　③ 更新処理が完了すると、「いつどこ通販」は自動終了します。

　　　※システム設定を更新せずにシステム設定画面を閉じる場合は、「キャンセル」ボタンをクリックします。
　　　　クリックすると左記のメッセージが表示されるので、
　　　　よければ「OK」ボタンをクリックし、画面を閉じます。
　　　※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　　

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

サーバ設定グループ

顧客情報グループ

メールの送受信に使用するサーバの情報を設定します。

顧客情報について設定します。

メール設定グループ メールの送受信に必要な情報を設定します。

適用ボタン システム設定を更新してシステム設定画面を閉じます。

ポイント設定グループ ポイントの運用について設定します。（Ver.1.01では設定不可）

伝票情報グループ 発行する伝票情報について設定します。

キャンセルボタン システム設定を更新せずにシステム設定画面を閉じます。



　【 メール設定を設定する 】
　メールの送受信に必要な情報を設定します。
　
　① システム設定画面で、メール設定タブを選択します。

　　システム設定画面[ メール設定]

　② 「メールの受信・送信機能を使用します。（注文メールの受信や案内メールの送信が可能になります）」に
　　チェックを入れます。
　　メールの受信・送信機能を使用しない場合はチェックを外します。その場合、「メール設定」「サーバ設定」の
　　各入力欄は入力不可の状態になります。

　③ メール設定グループの各項目を設定します。

　　設定する項目

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

受信したメールのログを
保存する場所
（必須）

受信したメールは注文メール以外のメールも含め、全て
利用しているコンピュータ本体にログとして保存されます。
ログを保存する場所を設定します。

転送用メールアドレス
（必須）

注文メールアドレスに送られてきた注文メール以外のメールは、
別のメールアドレスに転送されます。
転送先となるメールアドレスを設定します。

受信間隔（分）
（必須）

いつどこ通販は、設定されたメールアドレスに受信がないかを
定期的に確認します。確認する間隔を設定します。

送信履歴用メールアドレス
（必須）

いつどこ通販から顧客へメールを送信する場合に、履歴を残す
ために同じ内容のメールを別のアドレスにも送信します。
その宛先となるメールアドレスを設定します。

表示メールアドレス
（必須）

いつどこ通販が送信するメールの送信者として表示される
メールアドレスを設定します。

注文メールアドレス
（必須）

ショッピングカートから送信され、いつどこ通販で受信するメール
の宛先となるメールアドレスを設定します。

起動時受信状態 いつどこ通販の起動と同時にメールの受信を自動で開始したい
場合はチェックを入れます。



　【 サーバ設定を設定する 】
　メールの送受信に使用するサーバについて設定します。

　① システム設定画面で、サーバ設定タブを選択します。

　　システム設定画面[ サーバ設定 ]

　② サーバ設定グループの各項目を設定します。

　　設定する項目

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

受信メール（POP3, IMAP または
HTTP）サーバ （必須）

受信メールサーバのアドレスを設定します。

アカウント名 （必須） 受信メールサーバのアカウント名を設定します。

パスワード （必須）
受信メールサーバに接続するために必要なパスワードを
設定します。

送信メール（SMTP）サーバ （必 送信メールサーバのアドレスを設定します。

ポート番号 （必須） メール送信のために使用するポート番号を設定します。

SMTP認証チェック
送信メールサーバーが「SMTP 認証」に対応している場合は
チェックを入れます。チェックを入れた場合はアカウントと
パスワードを入力します。

アカウント

パスワード

SMTPサーバのアカウント名を設定します。

SMTPサーバのパスワードを設定します。



　
　【 伝票情報を設定する 】
　「いつどこ通販」が作成する伝票に表示する、情報やメッセージを設定します。

　① システム設定画面で、伝票情報タブを選択します。

　　システム設定画面[ 伝票情報 ]

　② 伝票情報グループの各項目を設定します。
　　　入力欄が空白の場合は、伝票には何も表示されません。

　　設定する項目

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

納品書メッセージ１～２
納品書に表示するメッセージを設定します。
入力欄一つが一行で表示されます。

店舗情報１～５
店舗の情報を設定します。請求書、納品書に店舗情報として
表示されます。入力欄一つが一行で表示されます。

請求書メッセージ１～５
請求書に表示するメッセージを設定します。
入力欄一つが一行で表示されます。



　【 顧客情報を設定する 】
　システム画面からの設定で、顧客情報に任意のチェック項目を追加することができます。
　追加するチェック項目を設定します。

　① システム設定画面で、顧客情報タブを選択します。

　　システム設定画面[ 顧客情報 ]

　② 顧客情報グループの各項目を設定します。

　　設定する項目

　※設定した項目は顧客管理画面に表示され、顧客情報として入力できるようになります。
　※入力欄を空白にした場合は「チェック1～3」のチェック名がセットされます。

　　顧客管理画面

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

チェック名１～３
顧客情報に追加する項目のチェック名を設定します。
追加しない場合は、入力欄を空白にします。



　【 ポイントを設定する 】
　ネットショップで使用するポイントについて設定します。
　ポイントは商品購入時に金額に応じて発生し、そのポイントを使用することで値引を行います。

　① システム設定画面で、ポイントと税率タブを選択します。

　　システム設定[ ポイントと税率 ]

　② 「ポイントを設定しない」「ポイントを設定する」のいずれかを選択します。

　③ 「ポイントを設定する」を選択した場合は、ポイントの詳細を設定します。

　　設定する項目

　　※「注文受付時に顧客のポイント残高を自動計算する」にチェックを入れた場合、

　　　【注文受付】より受付を行った際に自動でポイントの計算を行います。

　　　※「値引き前の金額から算出」を選択した場合は、値引きやポイント使用による値引きをする前の合計から

　　　　取得ポイントを算出します。

   　   「値引き後の金額から算出」を選択した場合は、値引きやポイント使用による値引きを行ったあとの合計から

　　　　取得ポイントを算出します。

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

取得時のポイント設定
何円分の購入で何ポイント取得するかを設定します。
更に、取得ポイントの計算で生じた端数の扱いを選択します。

利用時のポイント設定 何ポイントあたりで何円分の値引ができるかを設定します。



　【 税率を設定する 】
　受注登録画面の（内消費税）の計算で使われる税率を設定します。
　※設定を反映させるためには、注文メール取り込み設定で消費税の取り込みを「設定する」にする必要があります。

　① システム設定画面で、ポイントと税率タブを選択します。

　　システム設定[ ポイントと税率 ]

　② 「現在の税率」の項目に税率を設定します。

　　設定する項目

　　　　※設定した消費税は受注登録画面の（内消費税）の金額の計算に反映されます。
　　　　　但し、これはメールからの受注ではなく、手動で受注登録するときのみに有効です。

 　　　　　   　 受注登録画面

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

現在の税率 税率を指定します。例）5%の時は「5」、10%の時は「10」と入力します。



　15．2．注文メールの取込形式を設定する

　ショッピングカートから送信される注文メールの記述に合わせ、取込形式を設定します。
　取込形式が正しく設定されていないと、システムは注文を取り込むことができません。
　注文メールの取込形式設定は、注文メール取込設定画面から行います。

　注文メールの取込設定では主に、顧客名、顧客住所といった項目ごとに、情報を取り込む
　目印となる「項目文字列」を設定します。項目文字列の後に記述された文字列を情報として取り込みます。
　下記の注文メールの場合、顧客名の項目の項目文字列は「■お名前：」となり、顧客名として「いつどこ太郎」を
　取り込みます。
　
　　注文メール



　【 注文メール取込設定画面を開く 】
　① メイン画面のメニューバーから、「システム（F6）」→「注文メール取込設定」を選択します。
　　　※システム設定のメール設定、サーバ設定を行っていない場合は、
　　　　「注文メール取込設定」は選択不可の状態になります。

　　メイン画面

　③ クリックすると、注文メール取込設定画面が表示されます。

　　注文メール取込設定画面
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　【 設定を更新して注文メール取込設定画面を閉じる 】
　① 注文メール設定画面の「適用」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面

　②
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンを
　クリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　③
　　　左記のメッセージが表示されれば、更新処理完了です。
　　　「OK」ボタンをクリックして、注文メール取込設定画面を閉じます。

　　※設定を更新せずに注文メール取込設定画面を閉じる場合は、
　　　注文メール取込設定画面の「キャンセル」ボタンをクリックします。
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　【 注文メール取込設定を初期値に戻す 】
　注文メール取込設定を、インストール時の値に戻します。

　① 注文メール設定画面の「初期値に戻す」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面

　②
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンを
　クリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　③
　　　左記のメッセージが表示されれば、処理完了です。
　　　「OK」ボタンをクリックして、注文メール取込設定画面に戻ります。
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　【 設定した内容を確認する 】
　設定した内容で注文メールサンプルを表示し、設定内容を確認します。

　① 注文メール設定画面の「設定確認」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面

　② クリックすると注文メールサンプル画面が表示されるので、内容を確認します。
　　　※設定した項目は実際に取込むメールの本文中のどこに含まれていても取込み可能です。
　　　　 順番もこの通りでなくてかまいません。

　　注文メールサンプル画面

　③ 注文メールサンプル画面を閉じる場合は、「閉じる」ボタンをクリックします。

①①①①

③③③③



　【 メール件名の取込形式を設定する 】
　メール件名は、注文メールに記載されているメール件名本文です。
　メール件名は、設定が必須の項目です。必ず項目文字列を設定します。

　① 注文メール取込画面から、「メール件名」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ メール件名 ]
　

　② 項目文字列の入力欄に、注文メールの件名を入力します。

　【 注文番号の取込形式を設定する 】
　注文番号は、注文情報を管理するための番号です。

　① 注文メール取込画面から、「注文番号」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 注文番号 ]
　



　② 注文番号について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に注文番号の項目文字列を入力します。

　【 顧客名の取込形式を設定する 】
　顧客名は、設定が必須の項目です。必ず項目文字列を設定します。

　① 注文メール取込設定画面から、「顧客名」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 顧客名 ]

　② 項目文字列の入力欄に、顧客名の項目文字列を入力します。
　　※顧客名の苗字と名前を別項目として設定することも可能です。
　　　別項目にする場合は、「苗字・名前が別項目」にチェックを入れ、苗字の文字列、名前の文字列の入力欄に、
　　　それぞれ項目文字列を入力します。



　【 顧客カナの取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込画面から、「顧客カナ」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定[ 顧客カナ ]

　② 顧客カナについて、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に顧客カナの項目文字列を入力します。
　　※顧客カナの苗字と名前を別項目として設定することも可能です。
　　　別項目にする場合は、「苗字・名前が別項目」にチェックを入れ、苗字の文字列、名前の文字列の入力欄に、
　　　それぞれ項目文字列を入力します。

　【 性別の取込形式を設定する 】
　性別の取込設定では項目文字列と共に、男女それぞれの場合での記述形式も設定します。

　① 注文メール取込設定画面から、「性別」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 性別 ]



　② 性別について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　項目文字列の入力欄に、性別の項目文字列を入力します。

　④ 性別ごとに、注文メールに記述される文字列を設定します。

　【 顧客郵便番号の取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「顧客郵便番号」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 顧客郵便番号 ]

　② 顧客郵便番号について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に顧客郵便番号の項目文字列を入力します。



　【 顧客住所の取込形式を設定する 】
　顧客住所は、設定が必須の項目です。必ず項目文字列を設定します。

　① 注文メール取込設定画面から、「顧客住所」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 顧客住所 ]

　② 顧客住所の項目数を選択します。選択できる項目数は１～３です。
　　　注文メールでの住所が県やアパート名など複数項目で記述されている場合に、
　　　その項目数に合わせて選択します。

　③ 顧客住所の項目文字列を入力します。
　　　複数の項目を設定する場合は、記述が先に来るものから項目文字列を入力し、
　　　続けて次の項目文字列を入力します。

　【 顧客電話番号の取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「顧客TEL」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 顧客TEL ]



　② 顧客電話番号について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に顧客電話番号の項目文字列を入力します。

　【 顧客FAX番号の取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「顧客FAX」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 顧客FAX番号 ]

　② 顧客FAX番号について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に顧客FAX番号の項目文字列を入力します。



　【 メールアドレスの取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「メール」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ メール ]

　② メールアドレスについて、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄にメールアドレスの項目文字列を入力します。

　【 届先名の取込形式を設定する 】
　届先名は、顧客住所と異なる住所に商品を送る場合の受取人の氏名です。

　① 注文メール取込設定画面から、「届先名」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 届先名 ]



　② 届先名について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に届先名の項目文字列を入力します。
　　※届先名の苗字と名前を別項目として設定することも可能です。
　　　別項目にする場合は、「苗字・名前が別項目」にチェックを入れ、苗字の文字列、名前の文字列の入力欄に、
　　　それぞれ項目文字列を入力します。

　【 届先カナの取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「届先カナ」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 届先カナ ]

　② 届先カナについて、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に届先カナの項目文字列を入力します。
　　※届先カナの苗字と名前を別項目として設定することも可能です。
　　　別項目にする場合は、「苗字・名前が別項目」にチェックを入れ、苗字の文字列、名前の文字列の入力欄に、
　　　それぞれ項目文字列を入力します。



　【 届先郵便番号の取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「届先郵便番号」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 届先郵便番号 ]

　② 届先郵便番号の取込形式に対して、「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に届先郵便番号の項目文字列を入力します。

　【 届先住所の取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、届先住所タブを選択します。

　　注文メール取込設定画面[ 届先住所 ]



　② 届先住所の取込形式に対して、「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。届先住所の項目数を選択します。
　　　選択できる項目数は１～３です。
　　　注文メールでの住所が県やアパート名など複数項目で記述されている場合に、
　　　その項目数に合わせて選択します。

　④ 届先住所の項目文字列を入力します。
　　　複数の項目を設定する場合は、記述が先に来るものから項目文字列を入力し、
　　　続けて次の項目文字列を入力します。

　【 届先電話番号の取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「届先TEL」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定[ 届先TEL ]

　② 届先電話番号について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に届先電話番号の項目文字列を入力します。



　【 受注商品の取込形式を設定する 】
　受注商品は、設定が必須の項目です。必ず項目文字列を設定します。

　① 注文メール取込設定画面から、「受注商品」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定[ 受注商品 ]

　② 受注商品情報には、商品コード、商品名、単価、数量等の情報が含まれます。
　　　下記の注文メールの場合、枠で囲んだ部分が受注商品情報になります。
　　　「（商品コード）商品名：数量 × 単価 = 合計」という形式で、各商品につき１行で明細が記述されています。

　　注文メール



　③ 明細行開始区切の入力欄に、受注商品情報の記述が始まる目印となる文字列を入力します。
　　　下記の場合は、「------------------------------------------------------」になります。

　　注文メール（受注商品情報）

　④ 明細行終了区切の入力欄に、受注商品情報の記述が終わる目印となる文字列を入力します。
　　　下記の場合は、「■商品合計：」になります。

　　注文メール（受注商品情報）

　⑤ 受注商品情報の明細の取込形式を設定して行きます。
　　　商品CD区切開始文字・区切終了文字それぞれの入力欄に、商品コードの記述が開始する直前の文字、
　　　終了した直後の文字を入力します。下記の受注商品情報の場合、一行目の商品の商品コードは「123456」、
　　　二行目の商品の商品コードは「0011Ax」です。
　　　区切開始文字は「（」、区切終了文字は「）」になります。

　　注文メール（受注商品情報）

　⑥ 数量区切開始文字・終了文字それぞれの入力欄に、数量の記述が開始する直前の文字、
　　　終了した直後の文字を入力します。
　　　下記の受注商品情報の場合、一行目、二行目の商品の数量は共に「１」です。
　　　区切開始文字は「：」、区切終了文字は「×」を入力します。

　　受注商品情報

　　※商品明細が4行の場合は、記述が先に来るものから項目名を入力します。



　⑦単価区切開始文字・終了文字それぞれの入力欄に、単価の記述が開始する直前の文字、
　　 終了した直後の文字を入力します。
　　 下記の受注商品情報の場合、一行目の商品の単価は「100」、二行目の商品の単価は「1,200」です。
　　 区切開始文字は「×」、区切終了文字は「円」を入力します。

　　受注商品情報



　【 小計の取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「小計（税込）」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 小計（税込） ]

　② 小計について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に小計の項目文字列を入力します。

　【 消費税の取込形式を設定する 】
　※注文メールから取り込む消費税額は小計に含まれる内税額となります。
　① 注文メール取込設定画面から、「消費税」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 消費税 ]



　② 消費税について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に消費税の項目文字列を入力します。

　【 送料の取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「送料」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 送料 ]

　② 送料について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に送料の項目文字列を入力します。



　【 手数料の取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「手数料」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 手数料 ]

　② 手数料について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に手数料の項目文字列を入力します。

　【 値引額の取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「値引額」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 値引額 ]



　② 値引額について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に値引額の項目文字列を入力します。

　【 売上総額の取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「売上総額」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 売上総額 ]

　② 売上総額について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に売上総額の項目文字列を入力します。



　【 ポイント値引額の取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「ポイント値引額」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ ポイント値引額 ]

　② ポイント値引額について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に使用ポイントの項目文字列を入力します。

　【 取得ポイントの取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「取得ポイント」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 取得ポイント ]



　② 取得ポイントについて、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に取得ポイントの項目文字列を入力します。

　【 配達希望日の取込形式を設定する 】
　配達希望日の取込形式は、「配達希望日１」「配達希望日２」のそれぞれのボタンで画面を切り替えて設定します。

　① 注文メール取込設定画面から、「配達希望日１」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 配達希望日１ ]

　② 配達希望日１について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に配達希望日１の項目文字列を入力します。



　④ 配達希望日の情報が複数項目で記述されている場合は、「配達項目２」ボタンをクリックし、
 　　項目文字列を設定します。

　　注文メール取込設定[ 配達希望日２ ]

　【 支払方法の取込形式を設定します 】
　支払方法の取込設定では項目文字列と共に、各支払方法の記述形式も設定します。

　① 注文メール取込設定画面から、「支払方法」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 支払方法 ]



　② 支払方法について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　詳細設定グループの項目文字列の入力欄に、支払方法の項目文字列を入力します。

　④ 支払方法別に、注文メールに記述される文字列を設定します。
　　　設定する支払方法は、現金支払、代金引換、郵便振替、コンビニ支払、銀行振込、
　　　クレジット決済、その他の支払です。

　【 備考の取込形式を設定します 】
　① 注文メール取込設定画面から、「備考」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 備考 ]

　② 備考について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に備考の項目文字列を入力します。



　15．3．データをバックアップする

　「いつどこ通販」に登録したデータのバックアップファイルを作成します。
　データのバックアップは、バックアップ処理画面から操作を行います。

　【 バックアップ処理画面を開く 】
　① メイン画面のメニューバーから、「ファイル（F1）」→「データをバックアップする」を選択します。

　　メイン画面

　② 「データをバックアップする」を選択すると、バックアップ処理画面が表示されます。

　　バックアップ処理画面

①①①①



　【 データをバックアップする 】
　① バックアップファイルの出力先を入力します。
　　　最初に画面を開いたとき出力先は「c:\Program Files\Infony\DataBase\Backup\IDK_yyyyMMddHHmmss.mdb」と
　　　入力されています。初期の出力先から変更する場合は「参照」ボタンをクリックし、
　　　出力先を選択します。選択すると入力欄にパスが入力されるので、続けて任意のファイル名を入力します。

　　バックアップ処理画面

　② 「実行」ボタンをクリックします。

　③
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　④
　　左記のメッセージが表示されれば、
　　バックアップ処理完了です。

　⑤ バックアップ処理を中断する場合は、「戻る」ボタンをクリックします。

①①①①

②②②②

⑤⑤⑤⑤



　15．4．バックアップファイルからデータを復元する

　バックアップファイルを使い、「いつどこ通販」にデータを復元します。
　データの復元は、復元処理画面から操作を行います。

　【 復元処理画面を開く 】
　① メイン画面のメニューバーから、「ファイル（F1）」→「バックアップファイルからデータを復元する」を選択します。

　　メイン画面

　② 「バックアップファイルからデータを復元する」を選択すると、復元処理画面が表示されます。

　　復元処理画面

①①①①



　【 データを復元する 】
　① 入力欄に復元するバックアップファイルを設定します。
　　　「参照」ボタンをクリックし、復元するバックアップファイルを選択します。

　　復元処理画面

　② 「実行」ボタンをクリックします。

　③
　左記のメッセージが表示されるので、
　よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、
　処理は中止されます。

　④
　左記のメッセージが表示されれば、復元処理完了です。
※「OK」ボタンをクリックすると、復元したデータを有効に
　するためにシステムが自動的に終了します。

　⑤ 復元処理を中断する場合は、「戻る」ボタンをクリックします。

①①①①

②②②②

⑤⑤⑤⑤



　顧客情報、商品情報、商品分類情報、受注データ、入金データをCSVファイルに入出力します。

　

　16．1．CSV形式でデータを出力する

　各種データをCSVファイルに出力します。
　CSV形式のデータ出力を行うには、「いつどこ通販」ホームページからオプション利用の申し込みを行う
　必要があります。

　【 出力手順 】
　① メイン画面のメニューバーから、「システム（F6）」→「外部データの入出力」
　　　→「CSV形式でデータを出力する」を選択します。

　　メイン画面

　② 「CSV形式でデータを出力する」を選択すると、CSV出力画面が表示されます。

　　CSV出力画面

　③ CSVファイルに出力するデータを選択します。
　　　出力できるデータは、顧客情報、商品情報、商品分類情報、受注データ(受注明細あり)、
　　　受注データ(受注明細なし)、入金データです。

16．システムと外部データの入出力

①①①①

③③③③
④④④④

⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥



　④ 出力するCSVファイルの1行目に項目名を入れて出力する場合は、「項目名出力」にチェックを
　　　入れます。

　⑤ CSVファイルの出力先を入力します。
　　　「参照」ボタンをクリックし、CSVファイルの出力先を選択します。
　　　選択すると入力欄にパスが入力されるので、続けて任意のファイル名を入力します。
　　　ファイルの拡張子は「.csv」です。

　⑥ 「実行」ボタンをクリックします。

　⑦
　　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
　※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　⑧ 「OK」ボタンをクリックすると、出力処理を開始します。処理中はプログレスバーが表示されます。

　　　プログレスバー

　⑨ 
　　　左記のメッセージが表示されれば、出力処理完了です。

　⑩  出力処理を中断する場合は、「戻る」ボタンをクリックします。



　16．2．CSV形式のデータを取込む

　CSV形式で保存された顧客情報、商品情報、受注情報を取込みます。
　CSV形式のデータ出力を行うには、「いつどこ通販」ホームページからオプション利用の申し込みを行う
　必要があります。

　16．2．1．顧客情報、または商品情報を取込む

　【 取込み手順】
　① メイン画面のメニューバーから、「システム（F6）」→「外部データの入出力」
　　　→「CSV形式のデータを取り込む」を選択します。

　　メイン画面

①①①①



　② 「CSV形式のデータを取り込む」を選択すると、CSV入力画面が表示されます。

　　CSV入力画面[ 顧客情報１ ]

③③③③

④④④④

⑤⑤⑤⑤ ⑥⑥⑥⑥

⑦⑦⑦⑦

[ 顧客情報２ ] [ 商品情報 ]

⑨⑨⑨⑨



　　顧客情報１で設定する項目の説明

　　顧客情報２で設定する項目

　　商品情報で設定する項目

　　※取込むファイルの1行目に項目名などのデータが入っている場合は取込ができません。
       必ず1行目から登録するデータが始まっていることを確認して取込みを行ってください。
　　　 1行目に項目名などが入っている場合は削除してから取込みを行ってください。
　　　 

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

届先氏名

届先住所

電話番号

届先の受取人の氏名 (30文字以内)

届先の住所 (60文字以内)

顧客の電話番号 (半角数字14桁以内、「-」は1桁に数える)

顧客名 顧客の氏名 (30文字以内)

届先電話番号 届先の電話番号 (半角数字14桁以内、「-」は1桁に数える)

郵便番号 顧客の郵便番号 (半角数字7桁、「000-0000」の形式)

届先カナ 届先氏名の読み (30文字以内)

住所 顧客の住所 (60文字以内)

顧客カナ 顧客名の読み (30文字以内)

届先郵便番号 届先の郵便番号 (半角数字7桁、「000-0000」の形式)

FAX番号

ポイント

顧客のFAX番号 (半角数字14桁以内、「-」は1桁に数える)

顧客のポイント数 (9999999999 ～ -999999999)

メモ メモ (50文字以内で入力)

誕生日 顧客の生年月日 (半角数字、「YYYY/MM/DD」の形式)

メールアドレス 顧客のメールアドレス (半角英数字100桁以内)

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

　女性の場合の文字列

　配信OKの場合の文字列

　PCの場合の文字列

性別の項目で、女性の場合の文字列 (30文字以内)

メール送信区分の項目で、配信を希望する場合の文字列 (30文字以内)

メール端末区分の項目で、メール端末がPCの場合の文字列 (30文字以内)

性別 顧客の性別

　携帯の場合の文字列 メール端末区分の項目で、メール端末が携帯の場合の文字列 (30文字以内)

　配信NGの場合の文字列 メール送信区分の項目で、配信を希望しない場合の文字列 (30文字以内)

　設定なしの場合の文字列 性別の項目が設定されていない場合の文字列 (30文字以内)

メール送信区分 メール配信の要・不要

　男性の場合の文字列 性別の項目で、男性の場合の文字列 (30文字以内)

メール端末区分 顧客のメール端末の種別

　無しの場合の文字列

　「御中」の場合の文字列

メール端末区分の項目が設定されていない場合の文字列 (30文字以内)

敬称区分の項目に「御中」を設定する場合の文字列 (30文字以内)

敬称区分 顧客に使用する敬称

　「様」の場合の文字列 敬称区分の項目に「様」を設定する場合の文字列 (30文字以内)

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

分類コード 商品分類を管理するためのコード (半角英数字6桁以内)

商品コード(必須） 商品を管理するためのコード (半角英数字6桁以内)

単価 (必須) 商品の価格 (99999999 ～ -9999999円)

商品名 (必須) 商品の名称 (30文字以内)



　③ 入力種別グループから、入力するCSVファイルのデータの種類を選択します。

　④ 入力方式グループから、入力の方式を選択します。選択できる方式は、追加取込、新規取込です。
　　　追加取込の場合、現在のデータを残して追加で取込みます。
　　　新規取込の場合、現在のデータを削除して取込みます。
　　※顧客情報を新規取込で取込んだ場合、顧客情報以外に現在の売上・入金データも削除されます。

　⑤ 入力するCSVファイルを設定します。
　　　「参照」ボタンをクリックし、入力するCSVファイルを選択します。
　　　選択すると入力欄にパスが入力されるので、ファイル名を確認します。

　⑥ 「読込」ボタンをクリックします。

　⑦ 読込データ一覧に、入力したCSVファイルの内容が一覧表示されます。

　⑧ 読込んだデータの入力形式を設定します。
　　　顧客情報を読込んだ場合は顧客情報１タブ、顧客情報２タブから、商品情報を読込んだ場合は商品情報タブから、
　　　各情報に対して読込んだデータ一覧のどの項目が相当するかを選択します。
　　　読込んだデータのうち取り込みを行わない行は「削除」ボタンをクリックして削除してください。
　　　※読込んだデータの中に項目名の行が含まれている場合、その行は必ず削除してください。

　⑨ 「実行」ボタンをクリックします。

　⑩
　
　　新規取込みの場合は左記のメッセージが表示されます。
　　よければ「OK」ボタンをクリックします。
　　追加取込みの場合はこのメッセージは表示されません。

　　※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　⑪
　　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンを
　　クリックします。
　※新規取込みの場合はこのメッセージは表示されません。
　※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　⑫ 「OK」ボタンをクリックすると、入力処理を開始します。処理中はプログレスバーが表示されます。

　　プログレスバー

　⑬
　　　    左記のメッセージが表示されれば、出力処理完了です。

　⑭ 入力処理を中断する場合は、「戻る」ボタンをクリックします。



　16．2．2．受注情報を取込む

　【 取込み手順】
　① メイン画面のメニューバーから、「システム（F6）」→「外部データの入出力」
　　　→「CSV形式のデータを取り込む」を選択します。

　　メイン画面

①①①①



　② 「CSV形式のデータを取り込む」を選択すると、CSV入力画面が表示されます。

　　CSV入力画面[ 受注情報１ ]

③③③③
④④④④

⑤⑤⑤⑤
⑥⑥⑥⑥

⑦⑦⑦⑦

⑨⑨⑨⑨

[ 受注情報１ ] [ 受注情報２ ] [ 受注情報３ ]



　　受注情報１で設定する項目の説明

　　受注情報２で設定する項目

　　受注情報３で設定する項目

　　　
　　　※受注情報１のすべての項目と受注情報２の入金日、入金額は伝票番号単位で同じ値が入っている、
　　　　 もしくはそれぞれの伝票番号の1行目のみに入っている必要があります。
　　　※必須項目以外の金額(小計、内消費税、送料、手数料、入金額、金額)は、取込みを行わなかった場合全て
　　　　 0で登録されます。
　　　※日付(受付日、入金日)は取込みを行わなかった場合、取込み処理を行った日付が登録されます。
　　　※取込む商品コードが商品マスタに存在しない場合は取込みを行うことができません。
　　　　 取込もうとしている商品コードが商品マスタに存在することを確認した上で取込みを行ってください。
　　　※入金データは取込みを行わない場合、入金完了済の伝票として処理し、入金伝票を作成します。

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

顧客名(必須)

送料

顧客名カナ

顧客の名前(30文字以内)

伝票の送料(99999999 ～ -9999999円)

顧客名の読み(30文字以内)

伝票番号(必須) 伝票の番号

郵便番号 顧客の郵便番号(半角数字7桁、「000-0000」の形式)

手数料 伝票の手数料(99999999 ～ -9999999円)

小計(税込) 伝票の小計(99999999 ～ -9999999円)

(内消費税) 伝票の内消費税(99999999 ～ -9999999円)

受付日 伝票の受付日(半角数字、「YYYY/MM/DD」の形式)

売上総額(必須) 伝票の売上総額(99999999 ～ -9999999円)

住所 顧客の住所(60文字以内)

電話番号 顧客の電話番号 (半角数字14桁以内、「-」は1桁に数える)

メールアドレス 顧客のメールアドレス (半角英数字100桁以内)

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

商品コード(必須)

金額

注文された商品のコード(半角英数字6桁以内)

注文された商品単位の金額(99999999 ～ -9999999円)

入金日 入金された日(半角数字、「YYYY/MM/DD」の形式)

担当者名 取込みを行う担当者(顧客管理画面で追加した担当者の中から選択)

単価(必須) 注文された商品の単価(99999999 ～ -9999999円)

数量(必須) 注文された商品単位の数量

入金額 入金された額(99999999 ～ -9999999円)

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

配送希望時間 配送を希望する時間帯

支払区分
支払い方法のコード値(半角数字、0：現金支払、1：代引引換え、2：郵便振替
　　　　　　　　　　　　　3：コンビに支払、4：銀行振込、5：クレジット、6：その他)

配送希望日 配送を希望する日(半角数字、「YYYY/MM/DD」の形式)



　③ 入力種別グループから、受注情報を選択します。

　④ 入力方式グループから、入力の方式を選択します。選択できる方式は、追加取込、新規取込です。
　　　追加取込の場合、現在のデータを残して追加で取込みます。
　　　新規取込の場合、現在のデータを削除して取込みます。

　⑤ 入力するCSVファイルを設定します。
　　　「参照」ボタンをクリックし、入力するCSVファイルを選択します。
　　　選択すると入力欄にパスが入力されるので、ファイル名を確認します。

　⑥ 「読込」ボタンをクリックします。

　⑦ 読込データ一覧に、入力したCSVファイルの内容が一覧表示されます。

　⑧ 読込んだデータの入力形式を設定します。
　　　受注情報１タブ、受注情報２タブから各情報に対して読込んだデータ一覧のどの項目が相当するかを
　　　選択します。
　　　読込んだデータのうち取り込みを行わない行は「削除」ボタンをクリックして削除してください。
　　　※読込んだデータの中に項目名の行が含まれている場合、その行は必ず削除してください。

　⑨ 「実行」ボタンをクリックします。

　⑩ 　　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンを
　　クリックします。
　※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　⑪ 「OK」ボタンをクリックすると、入力処理を開始します。処理中はプログレスバーが表示されます。

　　プログレスバー

　⑫ 　　　左記のメッセージが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。



　⑬ 受注情報を取込んだ後は、取込んだ顧客情報と【いつどこ通販】に登録されてある顧客情報をリンクさせる
　　　作業が必要です。
　　　以下のメッセージが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。

　⑭ 「OK」ボタンをクリックすると以下の画面が開きます。

　　顧客検索画面の説明

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

検索結果

顧客未確定一覧

戻るボタン

顧客検索の結果を表示します。

未確定の顧客と顧客マスタの顧客情報をリンクさせます。

CSV入出力画面に戻ります。

顧客候補検索条件 条件を入力し、一致する顧客を検索します。

実行ボタン 顧客のリンクを実行します。



　⑮ 顧客未確定一覧には、CSV取込みによって取込んだ顧客情報が表示されています。
      顧客候補検索条件の中から顧客検索を行う条件を選択してチェックを入れ、「一括検索」ボタンを
　　　クリックします。

 
　⑯ 顧客未確定一覧の右側には検索した結果が表示されます。
　　　条件を複数指定した場合は、全ての条件に一致した顧客情報のみが表示されます。

　　　例） 「顧客名」のみで一括検索を行った場合

　　　〈検索結果〉
Ａ： 顧客名が「いつどこ花子」の顧客が1件見つかった。
Ｂ： 顧客名が「いつどこ五郎」の顧客は見つからなかった。
Ｃ： 顧客名が「いつどこ花代」の顧客が複数見つかった。
Ｄ： 顧客名が「インフォ太郎」の顧客が1件見つかった。

⑮⑮⑮⑮

AAAA

ＢＢＢＢ

ＣＣＣＣ

ＤＤＤＤ

⑰⑰⑰⑰



　　　
　⑰ 【該当顧客無し】もしくは【該当顧客複数】のものは「個別検索」ボタンをクリックし、顧客の選択を行います。

　⑱ 「個別検索」ボタンをクリックすると、以下の顧客検索画面が開きます。

　⑲ CSVから取込んだ情報を新規の顧客として登録する場合には「新規顧客として登録する」を選択します。
　　　既存の顧客の中から該当する顧客を選択する場合は「既存顧客として登録する」を選択し、候補の中から
　　　顧客の選択を行い、「選択」ボタンをクリックします。

　⑳ 「選択」ボタンをクリックすると以下の顧客をリンクさせる画面に戻ります。
 　　 リンクさせる顧客が決定したら、「実行」ボタンをクリックします。

   21 左記のメッセージが表示されるので「はい」をクリックします。

※「いいえ」をクリックすると処理は中断されます。

⑲⑲⑲⑲

⑳⑳⑳⑳
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　　　上記のメッセージが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。

　　　このとき登録が完了するのは「実行」ボタンをクリックした時点で
　　　リンクができていた顧客(青字で表示されていたもの)のみです。
　　　リンクできていない顧客は登録ができていないので、続けてリンク作業を
　　　行う必要があります。

　※リンク付け作業を途中で中断して顧客検索画面を閉じ、再びリンク付け作業を行う場合は、
　　 CSV入力画面の「顧客リンク」ボタンをクリックしてください。


