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※重要※ 
◆オーダー画面にて出荷準備対象となるエクスポート未完了オーダーをご検索下さい。 

⇒①オーダー状況:“オープン” ②発送ステータス：“全て” ③エクスポートステータス：”未完了エクスポート” 

  

◆1時間ごとの新規オーダー通知メール、本日期限メールが約1営業日以降に、 

そして遅延オーダーメールが約1営業日以降毎日送付されます。 

⇒出来る限りテスト期間中は毎日ログイン頂きオーダーの抽出、 

そして掲載画面記載の発送期限厳守での出荷対応をお願い致します。 

  

>>通知メール設定 

ナビゲーションの"アカウント設定"⇒"環境設定"のパーソナル設定内、 

通知部分にて通知メールの配信設定が可能です。 

  

◆商品名部分に社内システムとの連動作業の為、商品名以外の文言が含まれている場合がございます。 

予めご容赦頂けますと幸いです。 

  

◆ご利用頂き、たくさんのご意見を頂戴できればと思います。 

こちらのアンケートにご回答をお願い致します。 

 

 

https://jp.surveymonkey.com/s/XFBGNWC
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イントロダクション 
 

毎度お引き立て頂き、厚く御礼申し上げます。 

 

お取引企業様のアカウントを作成後、 

ログイン方法に関する確認メールが送られてきます。 

 

本ガイドを読んでシステム内をご覧頂き、使用してみてください。 

 

ログイン情報を忘れてしまった場合は、ログイン画面上の 

「パスワードを忘れた場合」リンクを利用して下さい。 

 

お問い合わせの際は、お客様の企業名を件名にご入力のうえ、 

jp-ci-support@groupon.com までご連絡下さい。 

Introduction Starting Searching Exporting 

Importing Carriers 

重要ポイント! 

Commerce InterfaceよりEメールを
受信できていない場合は、スパム
フォルダを必ずチェックして下さ
い。もしくは、下記のEメールアド
レスを検索して下さい: 

no-reply@commerceinterface.com 

CIのパスワード設定について 

下記の条件を満たしていないとエラ
ーになってしまいますのでご留意く
ださい。 

・7文字以上 

・4文字種［英語の大文字・小文字・
数字・記号（!など）］から3種類が
含まれている必要がある。 

mailto:jp-ci-support@groupon.com
mailto:jp-ci-support@groupon.com
mailto:jp-ci-support@groupon.com
mailto:jp-ci-support@groupon.com
mailto:jp-ci-support@groupon.com
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はじめに 
 

• Commerce Interfaceへは、https://scm.commerceinterface.comからアクセス頂けます。 

• 地図上でお客様のディールを掲載した国を選択して下さい。 

Introduction Starting Searching Exporting 

Importing Carriers 

重要ポイント！ 

本システムには Google Chrome、Mozilla 

Firefox および Apple の Safari ウェブブ
ラウザが最適です。 

https://scm.commerceinterface.com/
https://scm.commerceinterface.com/
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ログイン方法 
• Commerce Interfaceよりパスワードを含むログイン情報メールがお客様宛てに送られます。 

ユーザー名は、御社のメールアドレスとなります。 

• 上記の項目を、該当フィールドに入力して ログイン をクリックします. 

 

Introduction Starting Searching Exporting 

Importing Carriers 

Forgot your password? 

パスワードを忘れた場合は、
このリンクをクリックするだ
けで新たなパスワードがお客
様宛てにメールされます。 

重要ポイント！ 

国旗を確認して、正し 

い国が選択されている 

か確認して下さい。
「Change Country(国
を変更する)」をク 

リックすれば、いつで 

も変更できます 

CIのパスワード設定について 

下記の条件を満たしていないとエラーになってしまいますのでご留意ください。 

・7文字以上 

・4文字種［英語の大文字・小文字・数字・記号（!など）］から3種類が含まれて
いる必要がある。 
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日本語使用への変更方法 
ログイン後に画面表示が英語になっている場合は、アカウント管理の画面にて日本語設定へと変更をお願い致します。 

こちらの画面では、CSVファイルのデリミタの選択やログイン時のランディングページ、そして通知メール設定が可能です。 

 

Introduction Starting Searching Exporting 

Importing Carriers 

①Account Settings 

サイドナビゲーションの
[Account Settings]をクリック
し、[Preferences]を選択しま
す。 

②Default Language 

“Japanese”を選択
し、”Save Default”を
クリックし、保存し
てください。 

保存完了後、別の画
面へ飛ぶと日本語表
記に変更となりま
す。 

注意 

弊社よりお渡ししているマ
クロファイルをご利用され
る場合、CSVデリミタの設
定はカンマのままでお願い
します。 
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データ範囲 

 

検索機能を利用し 

て、閲覧したい 

注文に該当する期 

間を選択します。 

デフォルト設定で 

は、過去８日間が 

表示されます。 

ナビゲーション 

このパネルを利用し 

て、異なるセクシ 

ョン間を移動しま 

す。 

商品リスト 

 

+ アイコンをクリ 

ックして、お客様 

がシステム上で抱 

えている全ての商 

品のリストを表示 

します。 

Introduction Starting Searching Exporting 

Importing Carriers 

ダッシュボード 
 

• 最初の画面は、ダッシュボードです。この画面では、オーダーのステータス概要が確認できます。 

• 数字部分をクリックすると関連したオーダーを表示するページへと誘導されます。 

オープン 

出荷準備を進めるオ 

ーダー 

本日期限 

出荷期限(トラッキ
ング番号のインポー
ト)が本日までのオ
ーダー 

遅延 

出荷期限後に、トラ
ッキング番号が未だ
インポートされてい
ないオーダー 

キャンセル済み 

キャンセル済み,も 

しくは返金済みのオ 

ーダー 

トラッキング受領 

トラッキング番号が
インポートされたオ
ーダー 

平均日数(O2P) 

オーダーオープンから
トラッキング受領まで
の平均日数 



8 All figures and data displayed are private  & confidential 

オーダー ID 

Groupon のオーダーID 

ステータス 

オーダーのステータスを
表示します。 

「オープン」であれば、
出荷の準備が整った事を
意味します。「処理中」
であれば、御社よりトラ
ッキングコードをアップ
ロード済みで、Groupon

が確認中である事を意味
します。「配送済み」で
あれば、オーダーは発送
完了済みであることを意
味します。 

出荷ステータス 

ここでは、御社による 

オーダー処理が「オ 

ンタイム」あるいは 

「遅れ」のいずれかで 

あった事を示します。 

Groupon では、システ
ムにてオーダーが受理
されてから24時間以内
における商品の出荷を
お願いしています。 

エクスポート 

御社がオーダーをエクスポートした後、グリーンのチェック 

印が表示されます。Grouponでの掲載を行った翌日には、必ず
新たにオーダーが受理されるため、御社での御手配を必要と
しているオーダーの把握が重要になります。 

プロダクト名 

商品の名前 

CID 

御社商品を識別する際 

に Groupon が利用す
るコードです。これ
は、掲載された各単品
あるいはバンドル商品
に固有のものとなりま
す。このため、これを
お客様の SKU コード
としてもご利用頂けま 

す。 

機能ボタン 

検索 – Pg.10 参照 

エクスポート – Pg.11 参
照 

インポート – Pg.19 参照 

注文詳細 

コグアイコンをクリ 

ックすると、更に詳し 

い注文詳細を記載した 

ページへと移動しま 

す。p.7参照 

Introduction Starting Searching Exporting 

Importing Carriers 

オーダー 
 

• 左手にあるナビゲーションパネルを利用して、注文タブに移動します。これによって、オーダーを検索できます。 

※オーダー画面では、この画面からの選択・一括での操作を可能にする為、オーダー数量1毎に行が表示されます。 

トラッキング受領日および CIオーダ
ー日 

ここでは、トラッキングコードが加 

えられた日と、システムに注文が加 

えられた日を記録します。 
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オーダー詳細 

オーダーに関連する重 

要項目。顧客#は、 

Groupon が顧客識別に 

利用している固有の識 

別番号です。 

ラインアイテム 

顧客が購入したアイテ 

ム数をリストします。 

請求先 

顧客の請求先住所 

追跡状況 

‘発送済み’にステータスは変更されます。 

配送先 

顧客の配送先住所 

および電話番号 

Introduction Starting Searching Exporting 

Importing Carriers 

オーダー詳細 
• オーダーの詳細ページへは、コグアイコンへのクリックでアクセスします。 

  ここでは、御社へのオーダーについて更に詳しい情報が確認できます。 

※オーダー詳細は、OID毎での表示になるため同じOIDのラインをオーダー画面より開くと 

OIDに付随するラインアイテムを表示致しますので重複にはご注意ください。 

 

配送詳細 

オーダー毎のトラッキング番号を表示。 

含まれるもの： ラインアイテム #, 配送業者名(英
語表記)、トラッキング情報. 

アクション 

オーダーがオープン
の場合、トラッキン
グ番号を追加した
り、オーダーのキャ
ンセル対応がここか
らできます。 



10 All figures and data displayed are private  & confidential 

オーダーの検索 
 

オーダー タブにおける検索機能を利用する事で、抽出したいオーダー簡単に検索できるようになります。 

Commerce Interface は、多数のパラメータに基づいて検索をかけることができるようになっております。 

 

1. 検索ボタンをクリックします。 

 

2. 希望する検索項目を選択します。 
重要ポイント！ 

複数のオーダー ID やSKUは、
各コードをセミコロン「;」で分
ける事で一括で検索できます。 

Introduction Starting Searching Exporting 

Importing Carriers 
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オーダーのエクスポート(1 of 7) 
 

1. 検索機能を利用して、エクスポートしたい注文を引き出します。 

2. 新規の注文に関しては、必ず下記の通りに抽出条件を選択します。 

オーダー状況– ‘オープン‘ 、エクスポートステータス– ‘未完了エクスポート‘、発送ステータス－ ‘全て‘ 

 

こちらの検索にて出荷準備をして頂くオーダーが閲覧できます。. 

 

必ずオーダーのエクスポート前に上記を選択することによって、 

既に処理完了となったオーダー抽出することを防げます。 

 

Introduction Starting Searching Exporting 

Importing Carriers 

重要 

期間設定がなければ、全て
のオーダーがでてきます。 

未完了エクスポート 
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オーダーのエクスポート (2 of 7)   
 

3. エクスポートボタンをクリックして、オーダー(.CSV)を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 次に、オーダーファイルを確認できるナビゲーションパネル上のエクスポート／インポートをクリックします。 

最初にファイルのダウンロード準備が行われているため、「保留」となっています。準備が整うと「ダウンロード」と変わりますの
で、「ダウンロード」をクリックしてファイルのエクスポートを実行します。準備が整うまでに10秒程度かかるため、ページをリフレ
ッシュしてステータスの更新を行って下さい。最後に、オーダーにあわせてトラッキングテンプレートを同時にエクスポートするのも
よいでしょう。そうすることによって、次回トラッキングコードをインポートする際に役立ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納品書 – 商品と同梱可能な、各顧客向け注文詳細を記載したスリップ 

オーダー(.CSV) – 検索したオーダーの.CSV ファイルです。 

トラッキングテンプレート– 各トラッキング番号や配送業者コード用フィールドを備えた、「ラインアイテム番号」のリ
ストです。対応可能な配送業者のリストに関しては、Pg.18をご参照下さい。 

 

All figures and data displayed are private & confidential 

Introduction Starting Searching Exporting 

Importing Carriers 

重要 

CSV ファイルを開く際は、必ず正し
く開き、ファイルをこわす事のない
ようお願い致します。何か問題があ
りましたら、お客様のパートナー・
マネージャーまで問い合わせ下さ
い。jp-ci-support@groupon.com 

2 

3 

1 

ココで！！ 
別途お渡ししております【MC ver.】オーダーファイル変換マクロ_ver02 を
活用頂き、ご希望のファイル形式へオーダーファイルを変換下さい。 

使用手順に関しましては、変換マクロ使用方法マニュアルをご確認ください。 

mailto:jp-ci-support@groupon.com
mailto:jp-ci-support@groupon.com
mailto:jp-ci-support@groupon.com
mailto:jp-ci-support@groupon.com
mailto:jp-ci-support@groupon.com
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◆CSVファイルをExcelで開くときのポイント 
■EXCEL2010利用の場合 

1. Excel2010を起動します。 

2. [データ]タブの[テキストファイル]を実行します。 

3. CSVファイルの場所を開き、CSVファイルを指定し[インポート]を実行します。 

4. 「テキストファイルウィザード 1/3」で「カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごと区切られたデータ」にチェックが入っ
ているのを確認して[次へ]をクリックします。 

5. 「テキストファイルウィザード 2/3」で「カンマ」にチェックを入れて[次へ]をクリックします。 

6. 「テキストファイルウィザード 3/3」でデータのプレビューの2列目を選択しました。 

7. 列のデータ形式で「文字列」にチェックを入れ[完了]をクリックします。 

8. 「データの取り込み」ダイアログボックスが開くのでデータの取り込み先を指定します。 

9. 既存のワークシートでA1セルを指定。 

 

■それ以前のバージョンをご利用の場合： 

1. Excel を開き、メニューバーの「データ」−「外部データの取り込み」−「データの取り込み」をクリックします。 

2. 「データファイルの選択」で任意の CSV（TSV）ファイルを選択 

3. 「テキストファイルウィザード」でデータを確認します。 

4. 「区切り文字」で「カンマ」を指定します。 

5. 「データのプレビュー」で指定する列を選択し、「列のデータ形式」を指定します。 

Shiftを押しながら全選択し、表示形式をそのまま表示するよう、「文字列」と指定して下さい。 

 

※このウィザードは、「ファイル」-「開く」からも表示することができます。  

CSV（TSV）ファイルの拡張子を「.txt」に変更、メニューバーから「ファイル」-「開く」 をクリックし、  

「ファイルの種類」 を「テキスト ファイル (.csv)」に変更して、任意のファイルを開きます。 

 

Introduction Starting Searching Exporting 

Importing Carriers 
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オーダーのエクスポート(3 of 7) 
オーダーファイルガイド: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction Starting Searching Exporting 

Importing Carriers 

重要 

オーダーファイルの中には、お客様のEメール
アドレスは含まれません。弊社ポリシーとし
て、オーダーを配送する為だけに必要な情報を
共有させて頂きます。 

項目名 詳細 表示 例 

1 fulfillment_line_item_id ユニークアイテムの参照ID – ラインアイテムID 常に 7046640 

2 groupon_number GrouponのオーダーID 常に 3980889 

3 order_date CIへオーダーが登録された日 常に 2014-10-22 14:34:32 

4 merchant_sku_item 商品の SKU / JAN code 常に 4946320322032 

5 quantity_requested デフォルトで‘1’となっております。 常に 1 

6 shipment_method_requested デフォルトで ‘BEST’となっております。 常に BEST 

7 shipment_address_name 配送先 氏名 常に 太郎 渋谷 

8 shipment_address_street 配送先 住所 常に 東1-2-20-5F 

9 shipment_address_street_2 配送先 住所2 常に 空白 or 建物名 

10 shipment_address_city 配送先 市区町村 常に 渋谷区 

11 shipment_address_stat 配送先 都道府県 時々  東京都 

12 shipment_address_postal_code 配送先 郵便番号 時々 150-0011 

13 shipment_address_country 配送先 国 時々 JP 
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オーダーのエクスポート(4 of 7) 
オーダーファイルガイド: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction Starting Searching Exporting 

Importing Carriers 

重要 

オーダーファイルの中には、お客様のEメール
アドレスは含まれません。弊社ポリシーとし
て、オーダーを配送する為だけに必要な情報を
共有させて頂きます。 

項目名 詳細 表示 例 

14 Gift N/A 最初は空白   

15 gift_message N/A 最初は空白   

16 quantity_shipped N/A Blank   

17 shipment_carrier N/A Blank   

18 shipment_method N/A Blank   

19 shipment_tracking_number N/A Blank   

20 ship_date N/A Blank   

21 groupon_sku Groupoのユニーク商品コード = CID 常に 168019 

22 custom_field_value Groupon 顧客の購入コード 常に  001008081P 

23 Permalink  Grouponのディール識別ID 常に 

24 item_name 商品名 常に 
PHILIPS ソニッケアー エア
ーフロス HX8232/08 

25 vendor_id GrouponのベンダーユニークID 常に 001C000001CWCZOIA5 
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Introduction Starting Searching Exporting 

Importing Carriers 

重要 

オーダーファイルの中には、お客様のEメール
アドレスは含まれません。弊社ポリシーとし
て、オーダーを配送する為だけに必要な情報を
共有させて頂きます。 

オーダーのエクスポート(5 of 7) 
オーダーファイルガイド: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目名 詳細 表示 例 

26 salesforce_deal_option_id Grouponの商品特定ID = CID 常に 168019 

27 groupon_cost Groupon 原価  常に  1500 

28 billing_address_name 顧客アカウントの氏名 常に 太郎 渋谷 

29 billing_address_street 請求先 番地 常に 東1-2-20 

30 billing_address_city 請求先 市区町村 常に 渋谷区 

31 billing_address_stat 請求先 都道府県 時々 東京都 

32 billing_address_postal_code 請求先 郵便番号 時々  150-0011 

33 billing_address_country 請求先 国 時々 JP 

34 purchase_order_number GruponのPO番号 時々   

35 product_weight 商品 重量 時々   

36 product_weight_unit 単位(e.g. lbs, kg, etc.) 時々   
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オーダーのエクスポート(6 of 7) 
オーダーファイルガイド: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction Starting Searching Exporting 

Importing Carriers 

重要 

オーダーファイルの中には、お客様のEメール
アドレスは含まれません。弊社ポリシーとし
て、オーダーを配送する為だけに必要な情報を
共有させて頂きます。 

項目名 詳細 表示 例 

37 product_length 商品 長さ 時々   

38 product_width 商品 幅 時々   

39 product_height 商品 高さ 時々   

40 product_dimension_unit 単位 (e.g. in, cm, etc.) 最初は空白   

41 customer_phone 配送先 電話番号 時々 0312345678 

42 Incoterms N/A 最初は空白   

43 hts_code N/A 最初は空白   

44 3pl_name 3PL の名前 時々   

45 3pl_warehouse_location 3PL の倉庫場所 時々   

46 kitting_details メール便の場合 最初は空白  メール便 

47 sell_price 販売価格 常に 2000 

48 deal_opportunity_id  Grouponのディール参照ID 常に  006C000000srB3YIAU 

49 shipment_strategy 

商品のエクスプレス配送対応について。
“Standard”がデフォルトとなり、 “Expedited” は
緊急配送が必要な商品を示す 

最初は空白   
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オーダーのエクスポート(7 of 7) 
オーダーファイルガイド: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction Starting Searching Exporting 

Importing Carriers 

重要 

オーダーファイルの中には、お客様のEメール
アドレスは含まれません。弊社ポリシーとし
て、オーダーを配送する為だけに必要な情報を
共有させて頂きます。 

項目名 詳細 表示 例 

50 fulfillment_method オーダーの履行方法 時々 
Drop Ship (Supplier small 

parcel) 

51 country_of_origin 参照不要 最初は空白 

52 merchant_permalink 参照不要 最初は空白 

53 feature_start_date 参照不要 最初は空白 

54 feature_end_date 参照不要 最初は空白 

55 bom_sku 商品の型番 or 複数SKU/JAN 時々 ZVW-HX823208 
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トラッキングコードのインポート(1 of 2) 
 

今後、オーダー商品を出荷した後お客様対応の為にお取引先企業様には Commerce Interface にトラッキングコードを入力して
頂く必要があります。 

 

1. オーダーと共にエクスポートしたトラッキングテンプレートファイルを開きます。エクスポートしていない場合は、トラッ
キングコードのインポートが必要となるオーダーを検索し、トラッキングテンプレートをエクスポートします。 

2. A列に、フルフィルメント用のラインアイテムID が表示されます。B列 で利用した配送業者コード(3文字)を加え、C列 にト
ラッキングコードを加えます。次に、ファイルを保存します。(OIDに複数のトラッキング番号が発行されている場合、H列
まで入力可能です。） 

3. Commerce Interface のオーダー画面にてインポートボタンをクリックし、トラッキングコードを含む御社のファイルを選択
します。. 

Introduction Starting Searching Exporting 

Importing Carriers 

<送状番号がない場合> 

該当するラインアイテム
ごとにトラッキングテン
プレート内のcarrier欄に
"ntk"でtracking_1の欄に
すべて"NTK_00001"とご
入力下さい。 
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インポート失敗：ファイル内のエラーメッセージ 

Introduction Starting Searching Exporting 

Importing Carriers 

Message(English) エラーメッセージ(日本語) 

No Data Found データが見つかりません。 

Expected:%s Found:%s 対応デリミター:%s 入力されたデリミター:%s 

Missing Field(d) 項目が不足しています。 

Blank Field(s) 空欄の項目があります。 

Invalid Quantity 無効な数量 

Invalid LINEITEM ID 無効なラインアイテムIDです。 

This LINEITEM ID has been cancelled このラインアイテムIDは、キャンセルされております。 

This LINEITEM ID has been shipped このラインアイテムIDは、出荷済みです。 

Invalid CARRIER 無効なキャリアです。 

Invalid tracking #. You must enter NTK_00001 for this carrier code, You entered: 

無効なトラッキング#です。 
NTKのキャリアコードを利用の場合は、トラッキング番号にはNTK_00001と入力をし
てください。 
入力されたコード： 

Invalid tracking #. You can enter %s only for NTK carrier 
無効なトラッキング#です。 
NTKキャリアには、%sとしか入力頂けません。 

Only alphabets/numbers/_/- allowed, you entered: 
アルファベット/数字/_/- のみ入力可能となります。 
入力頂いたのは： 

Invalid tracking number: 無効なトラッキング番号です。 
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トラッキングコードのインポート(2 of 2) 
 

個別のオーダーにトラッキングコードを加える事も可能です。 

 

1. オーダーを検索しコグアイコンをクリック、そしてオーダー詳細を閲覧 

 

2. アクションメニューから’配送’を選択します.  

 

3. ウィンドウがポップアップするので、そこにトラッキングコードを入力して配送業者を選択します。 

 「保存」をクリックして完了です。  

Introduction Starting Searching Exporting 

Importing Carriers 

1 2 3 

アクションメニュー 
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対応配送業者 
 

Commerce Interface では、トラッキングコードを有効化するために、利用した配送業者に関するプロファイルを構築しています。 

これは、弊社の取引先企業様が利用されている主な配送業者に関して行われてきたものです。現在対応可能な配送業者の確認、 

および配送業者コードを入手するためには、「認定配送業者レポート」を確認します。 

 

1. ナビゲーションパネルの レポート をクリックします。 

2. レポートビルダーをクリックして、認定配送業者レポートを選択します。 

3. エクスポートをクリックして、エクスポート／インポートタブからこれをダウンロードします。 

Introduction Starting Searching Exporting 

Importing Carriers 

対応配送業者レポート 

重要 

御社で利用されている配送業者
がリストにない場合は、jp-ci-
support@groupon.com  までご連

絡ください。 

carrier_name carrier_code 

福山通運株式会社 fuk 

日本郵便株式会社 jps 

日本通運株式会社 nec 

佐川急便株式会社 sgw 

西濃運輸株式会社 sno 

ヤマト運輸株式会社 ymt 

その他・トラッキング番号対応不可 ntk 

名鉄運輸株式会社 mei 

株式会社エコ配 eco 

トナミ運輸株式会社 ton 

<送状番号がない場合> 
該当するラインアイテムご
とにトラッキングテンプレ
ート内のcarrier欄に"ntk"で
tracking_1の欄にすべて
"NTK_00001"とご入力下さ
い。 

mailto:jp-ci-support@groupon.com
mailto:jp-ci-support@groupon.com
mailto:jp-ci-support@groupon.com
mailto:jp-ci-support@groupon.com
mailto:jp-ci-support@groupon.com
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ユーザーアカウントの追加方法 
 

Commerce Interface では、最初に登録されたユーザーが追加にてユーザーアカウントを管理することができます。 

 

1. ナビゲーションパネルアカウント設定をクリックします。 

2. ユーザーをクリックして、ユーザー管理の画面に入ります。 

3. ＋新規ユーザーをクリックして、ユーザーの氏名とEメール、権限レベルを設定し保存。 

Introduction Starting Searching Exporting 

Importing 
User 

Account 

重要 

最初に登録されているユーザー
はLevel1での設定です。 

各ユーザーに適切な権限レベル
を付与して下さい。 
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オーダーのキャンセル方法 
 

Commerce Interface でもベンダー様からのオーダーのキャンセルリクエストが可能です。 

 

1. ナビゲーションパネルオーダーをクリックします。 

2. キャンセルリクエストをする方法には下記の方法があります。 

Introduction Starting Searching Exporting 

Importing 
User 

Account 

重要 

最初に登録されているユーザー
はLevel1での設定です。 

各ユーザーに適切な権限レベル
を付与して下さい。 

◆オーダー検索より選択してキャンセル申請をする。 

 
①オーダー検索にてキャンセルするオーダーをオーダー画面に出す。 

②該当するオーダーの左側、チェックボックスを選択し、 

右上の操作メニューよりキャンセルオーダーをクリック 

 

 

 

※重要※ 
<ユーザー起因のキャンセルの場合> 

キャンセル理由は“配送不可エリア”をご選択ください。 

◆該当するオーダーのオーダー詳細画面よりキャンセル申請をする。 

 
①オーダー検索をし、該当するオーダーの右端にあるコグアイコンをクリック 

②該当するオーダーの詳細画面へと移るので、ラインアイテムの右端「アクション」にて 

キャンセルを選択。 
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ユーザーのアクセス権限レベル 
Commerce Interface では、最初に登録されたユーザーが追加にてユーザーアカウントを管理することができます。 

 

Introduction Starting Searching Exporting 

Importing 
User 

Account 

重要 

最初に登録されているユーザー
はLevel1での設定です。 

各ユーザーに適切な権限レベル
を付与して下さい。 

 

 

  Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 

データのエクスポート 
✔ ✔ ✔ ✔ 

データのインポート ✔   ✔ ✔ 

アカウント管理 ✔     ✔ 

オーダーのキャンセル (一括すべて & 選
択) 

✔   

✔ 

✔ 

アカウントの追加 
✔ 

    
✔ 

ダッシュボードの閲覧 ✔ 
✔ ✔ 

✔ 

インポート/エクスポートの閲覧 ✔ ✔ ✔ ✔ 

アクティビティ履歴の閲覧 ✔     ✔ 

レポート画面の閲覧 ✔ 
✔ ✔ 

✔ 




