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１）はじめに 掲載者操作メニューでできること。

◆以下の様な事を行います。◆

・掲載者の広告宣伝用ホームページを更新します。

・掲載者の商品ページを更新します。

・受注票を発行します。

・発送案内メールを送信します。

掲載者操作メニュー
～手引書～

◆目次◆
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２） ログイン

掲載者操作メニュー ログイン画面

粋粋モール ～掲載者操作メニュー手引書～

ログインの手順
１．掲載者コード 半角英数字7桁の文字を入力します。
２．パスワード 半角英数字10桁以内の文字を入力します。
３．入力が完了したら「ログイン」ボタンをクリックしてください。
※大文字と小文字の区別ありますので入力間違いに注意してください。

ログインが完了するとメニューが表示されます。
これで、ログインの説明は終わりです。
ログイン画面に戻る場合「ログオフ」ボタンをクリックしてください。
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３） ホームページ

粋粋モール ～掲載者操作メニュー手引書～

メニューから「ホームページ」をクリックしてください。

「変更」ボタン ：ホームページ情報を更新します。
「メニュー」ボタン ：掲載者操作メニューに戻ります。

あらかじめ登録されているホームページ情報が自動的に表示されます。

修正が必要な部分を訂正入力して
「変更」ボタンを押します。
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3-1）画像設定

画像の変更方法

ホームページに掲載する画像を変更（入れ替えや追加）することができます。

「参照」ボタンをクリックしてパソコン内やSDカードに保存されている画像ファイルを

選択し、最上段か最下段にある「変更」ボタンをクリックしてください。

画像の指定方法

１）「参照ボタン」をクリックして画像を保存しているフォルダを選択します。

２）保存先フォルダの中の画像を選択します。結果、選択したファイル名が

表示されます。画像を確認する場合は「変更ボタン」を押した後に

「プレビュー表示で確認する」ボタンを押してください。

※選択するとは、通常、ダブルクリックすることです。

尚、詳しい方法は「掲載者操作メニュー ログイン画面 」の
「画像のリサイズ(PDF)」と「画像のアップロード(PDF)」をご覧ください。

3-2）タイトルバナー

タイトルバナーの画像を設定します。

3-2）都道府県ページ掲載者紹介情報の入力

紹介画像

都道府県別掲載者紹介のページで

使用する画像を設定します。

※「プレビュー表示で確認する」ボタンで

ある程度の出来具合を確認できます。

紹介文

都道府県別掲載者紹介のページで使用する文章を設定します。

短縮名称

都道府県別掲載者紹介のページで使用する掲載者の名称を設定します。

粋粋モール ～掲載者操作メニュー手引書～
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3-4）掲載者紹介情報の入力

〒 住所

TEL/FAX

掲載者掲載ページで掲載する

掲載者の所在地・連絡先を

ここで設定します。

キャッチ

フレーズ 掲載者掲載ページで掲載するキャッチフレーズをここに入力します。

紹介詳細 掲載者掲載ページで掲載する紹介詳細をここに入力します。

3-5）紹介詳細１～１０の入力

紹介詳細の最初の枠です。内容は自由ですが、最初の枠は必ず記入して下さい。

紹介詳細は全部で１０枠ありますが必須ではありません。たくさん入力すれば

それだけ多くの紹介ができます。文章と画像がどちらも存在しなければ、

この部分は紹介されません。

※「プレビュー表示で確認する」ボタンで

ある程度の出来具合を確認できます。

大

粋粋モール ～掲載者操作メニュー手引書～

拡
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3-6）掲載者紹介ページ・リンク情報の入力

掲載者の広告宣伝ホームページへ

導く、画像の設定と文章の入力をします。

※「プレビュー表示で確認する」ボタンである程度の出来具合を確認できます。

紹介ページ文章 掲載者紹介詳細ページへのリンク（文章）をここに入力します。

紹介ページ文章画像 掲載者紹介詳細ページへのリンク画像をここで設定します。

3-7）基本情報の入力

パスワード 掲載者メニューにログイン

パスワード－再入力 する際のパスワードを

変更することができます。

確認のための再入力も

忘れずに設定してください。

掲載者分類 該当する分類がなければどちらも「その他」「その他掲載者」を選択してください。

電話番号 掲載者の電話番号を設定してください。

FAX番号 受注票を受信するFAX番号を設定してください。

メールアドレス 受注票を受信するメールアドレスを設定してください。

担当部課名、担当者名、担当者電話 担当になる部課・担当者・連絡先を入力してください。

未入力でも構いません。

郵便番号、住所 掲載者の郵便番号、住所を設定してください。

地域分類 該当する地域を設定してください。

正式名称 掲載者の正式な名称を設定してください。

請求書名 粋粋モールの掲載料を請求する請求先の名称を設定してください。

粋粋モール ～掲載者操作メニュー手引書～
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3-8）取引銀行（必須）及び郵便貯金口座（任意）
※使用ポイントの振込先や受注決済の振込先に使用します。

各項目を設定してください。 郵便貯金口座は未入力でも構いません。

取引銀行 銀行名・支店名

取引銀行 預金種目・口座番号

取引銀行 口座名義

郵貯記号－番号

郵貯口座名義

3-9）決済方法
※注文時の決済方法で、可能なものにチェック「レ点」を入れてください

利用決済区分

※「レ点」を入れるには□をクリックします。

又、「レ点」を消す時も、クリックします。

3-10）休日の設定
※掲載者の定休日にチェック「レ点」を入れてください

午後もしくは午前営業でもチェック「レ点」を入れてください

粋粋モール ～掲載者操作メニュー手引書～
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3-11）代引金額・送料の設定

送料パタン

「送料パタン」は送料料金を設定します。

設定は粋粋モールのスタッフ側で行いますので、

特に指定がない場合は変更しないでください。

まとめ基準額 及び まとめ基準数

「まとめ基準額」と「まとめ基準数」はまとめ送り特別送料となる

金額と数量の値を設定します。特になければ0を設定します。

設定は粋粋モールのスタッフ側で行いますので、

特に指定がない場合は変更しないでください。

代引手数料計算区分

代引き手数料を発生させないときは「計算しない」に設定してください。

3-12）存続の設定

存続区分

※掲載者を掲載する場合は「存続区分」を存続中に、

掲載者の掲載を一時停止する場合は「休止」にしてください。

粋粋モール ～掲載者操作メニュー手引書～

全ての編集が終了したら「変更」ボタンをクリックすれば完了です。
注）入力時間制限が９０分の為、強制的にログアウトされる場合があります。
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４） 商品ページ

粋粋モール ～掲載者操作メニュー手引書～

メニューから「商品ページ」をクリックしてください。

「変更」ボタン ：商品情報を更新します。
「メニュー」ボタン ：掲載者操作メニューに戻ります。

あらかじめ商品情報が登録されているので
その中で編集したい商品情報を選択すると・・・・・。

必要な部分を訂正入力して「変更」ボタンを押します。

商品情報が自動的に
表示されます。
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4-1）画像設定

画像の変更方法

ホームページに掲載する画像を変更（入れ替えや追加）することができます。

「参照」ボタンをクリックしてパソコン内やSDカードに保存されている画像ファイルを

選択し、最上段か最下段にある「変更」ボタンをクリックしてください。

画像の指定方法

１）「参照ボタン」をクリックして画像を保存しているフォルダを選択します。

２）保存先フォルダの中の画像を選択します。結果、選択したファイル名が

表示されます。画像を確認する場合は「変更ボタン」を押した後に

「プレビュー表示で確認する」ボタンを押してください。

※選択するとは、通常、ダブルクリックすることです。

尚、詳しい方法は「掲載者操作メニュー ログイン画面 」の
「画像のリサイズ(PDF)」と「画像のアップロード(PDF)」をご覧ください。

4-2）商品画像・１枚目

商品画像・１枚目の画像を

設定します。この画像は必須です。

4-3）商品画像・２枚目

商品画像・２枚目の画像を設定します。

この画像は必須ではありません。

4-4）商品画像・３枚目

商品画像・３枚目の画像を設定します。

この画像は必須ではありません。

粋粋モール ～掲載者操作メニュー手引書～
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4-5）商品情報の入力

画面項目の解説（２）※上から順番に説明していきます※

商品名 商品の名前を設定してください。

商品コード 商品のコード又は、記号を設定してください。

品種分類 商品の該当する分類がなければどちらも「その他」「その他」を選択してください。

商品解説 商品の説明文を設定してください。

※色違いの商品がありましたらそれもあわせて設定してください。

商品内訳 パッケージ内の商品内容を設定するところです。

通常はラベルに表示されているような内容を設定してください。

4-6）価格の設定

売単価 インターネットで販売する価格（税込） を設定してください。

特売期間 開始～終了 特売が存在するなら特売日の範囲を設定してください。

なければ未入力でも構いません。

特売単価 上記、特売期間中に適用される単価を入力します。

粋粋モール ～掲載者操作メニュー手引書～
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4-7）送料の設定

送料パタン

「送料パタン」は送料料金を設定します。

設定は粋粋モールのスタッフ側で行いますので、

特に指定がない場合は変更しないでください。

送料基準値（商品１個）

（重量㎏ または 容積ｃｃ）

送料計算対象が

<<重量計算の場合>> 例：500ｇの商品は 『0.5』 と設定してください

重量は１個の㎏を設定してください。（風袋の重さも加算してください）

<<容積（縦・横・高さ）計算の場合>>

容積は１個の平方センチメートル（縦×横×高さ）を入力してください。

4-8）販売数量の設定

販売限定区分

区分を「有り」に設定すると

『受注可能個数』を設定することにより、販売数を限定することができます

受注可能個数 『販売限定区分』 が「有り」に設定されたときに入力が可能になります。

現在受注個数 注文が確定されている商品の個数の合計値です。

設定の必要はありません。

※※※『販売限定区分』 が「有り」に設定されたときの注意事項※※※

『現在受注個数』 が 『受注可能個数』 と等しいか大きい場合、自動的に

この商品はインターネット上に掲載されなくなります。

区分を「無し」に設定すると販売数を限定しません。

粋粋モール ～掲載者操作メニュー手引書～
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4-9）その他の設定

税区分 特に理由がなければ

「内税」を設定してください。

期間限定区分 期間限定区分を設定してください。内訳は以下の通りです。

期間限定なし：販売期間を限定しません。

期間限定あり：期間限定（１）か期間限定（２）で指定した

販売期間を適用します。

期間限定（１） 販売期間を（月/日）で指定します。

期間限定（２） 販売期間を（月/日）で指定します。

※期間限定区分を『期間限定あり』にした場合、期間限定（１）か期間限定（２）の

どちらも販売期間として適用されます。

したがって、期間限定（１）か期間限定（２）のいずれかか、

両方に期間を入力する必要があります。

存続区分 存続区分を設定してください。

商品を掲載する場合は「存続区分」を存続中に、

商品の掲載を一時停止する場合は「休止」にしてください。

粋粋モール ～掲載者操作メニュー手引書～

全ての入力が終了したら「変更」ボタンをクリックし、更新します。
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５） 受注票発行処理

画面項目の解説（１）※上から順番に説明していきます※

受注票発行処理の全体図

5-1）処理ボタンメニュー

受注データ(CSV形式) 明細画面の「CHK」にチェックを入れた明細の受注データを

ＣＳＶ形式でダウンロードします。

※チェックを入れるには、チェックボックスをクリックします。

受注票(ＰＤＦ形式) 明細画面の「CHK」にチェックを入れた明細の受注票を

ＰＤＦ形式でダウンロードします。

メニュー 掲載者メニューの画面に戻ります。

5-2）抽出条件メニュー

受注範囲指定 開始日から終了日を設定して、画面右端にある「検索」ボタンをクリックすると

指定した日付の範囲内に該当する受注データが明細に表示されます。

※終了日のみ入力すると、終了日までの受注データとなります。

発行区分指定 発行区分を設定して、画面右端にある「検索」ボタンをクリックすると

設定した発行状態に該当する受注データが明細に表示されます。

粋粋モール ～掲載者操作メニュー手引書～

メニューから「受注票発行処理」をクリックしてください。
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5-3）ページボタンメニュー

前頁 ・ 次頁 一ページに明細が収まりきらない場合、明細が複数ページにまたがることが

あります。その場合「前 頁」・「次 頁」ボタンを使ってください。

5-4）明細

ＣＨＫ チェックボックスにチェックを入れて、

「受注データ(CSV形式)」ボタンもしくは「受注データ(ＰＤＦ形式)」ボタンを

クリックすると、受注データもしくは受注票がダウンロードできます。

※複数チェックを入れて一度に処理を行うこともできます。

発行状態 初期値は「未発行」です、受注票を発行すると「発行済」になります。

受付番号 注文されたときに割り当てられる一意の番号です。

配達予定日 商品の発送日です。

総額 注文商品の合計金額です。

注文者名 注文をした顧客の氏名です。

住所 注文をした顧客の住所です。

粋粋モール ～掲載者操作メニュー手引書～
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６）発送案内メール

発送案内メールの全体図

6-1）処理ボタンメニュー

発送案内メールを作成する 明細画面の「CHK」にチェックを入れた明細の受注データを

対象に発送案内メールを送信します。

実行するとメールの本文を入力する画面へ移動します。

その画面は『6-5）発送案内メール－詳細画面①』以降で解説します。

※チェックを入れるには、チェックボックスをクリックします。

尚、一度に入れられるチェックはひとつです。

メニュー 掲載者メニューの画面に戻ります。

6-2）抽出条件メニュー

受注範囲指定 開始日から終了日を設定して、画面右端にある「検索」ボタンをクリックすると

指定した日付の範囲内に該当する受注データが明細に表示されます。

※終了日のみ入力すると、終了日までの受注データとなります。

発送案内メール 「検索」ボタンをクリックすると設定した発行状態に該当する

受注データが明細に表示されます。全件は全ての受注データが表示されます。

粋粋モール ～掲載者操作メニュー手引書～

メニューから「発送案内メール」をクリックしてください。
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6-3）ページボタンメニュー

前頁 ・ 次頁 １ページに明細が収まりきらない場合、明細が複数ページにまたがることが

あります。その場合「前 頁」・「次 頁」ボタンを使ってください。

6-4）明細

ＣＨＫ チェックボックスにチェックを入れて、「発送案内メールを作成する」ボタンを

クリックすると、メールの本文を入力する画面へ移動します。

その画面は『6-5）発送案内メール－詳細画面①』以降で解説します。

発行状態 初期値は「未送信」です、メールを送信すると「送信済」になります。

受付番号 注文されたときに割り当てられる一意の番号です。

受注日 注文を受け付けた日です。

配達予定日 商品の発送日です。

総額 注文商品の合計金額です。

注文者名 注文をした顧客の氏名です。

住所 注文をした顧客の住所です。

粋粋モール ～掲載者操作メニュー手引書～
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6-5）発送案内メール－詳細画面①

粋粋モール ～掲載者操作メニュー手引書～
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6-6）発送案内メール－詳細画面②

キャンセル 発送案内メール画面に戻ります。

送信内容の確認 発送案内メールを送信する確定画面へ移動します。

メニュー 掲載者メニューの画面に戻ります。

粋粋モール ～掲載者操作メニュー手引書～

発送案内メールについて

１）『発送案内メール－詳細画面』で入力された内容がそのままメールとして送信されます。

２）入力する内容について
「差出人名義」はメールで言うところの「差出人」、
「件名」はメールで言うところの「件名」となっています。
本文は
「本文＜例：前置き＞」 、「本文＜例：受付日・発送日・到着予定日 等＞」、
「本文＜例：配送問い合わせ先の表示 等＞」、「本文＜例：注文内容＞」、
「本文＜例：連絡先・ホームページの紹介等＞」
の順番で結合され『メール内の文章』となります。

３）『送信内容の確認』ボタンについて
この時点ではまだメールは送信されません。『送信内容の確認』ボタンをクリックし
次の画面へ進みます、そして発送案内メールの全文を確認した上で確定する事により
注文先へ発送案内メールが送信されます。
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6-7）発送案内メール－詳細画面③

差出人名義 メールの「差出人」として使用されます。必ず入力してください。

件名 メールの「件名」として使用されます。必ず入力してください。

本文＜例：前置き＞ 未入力でも構いません。下記に入力例を記します。

例： ●×店のご利用、誠にありがとうございます。

本日、ご注文の商品を●×運輸にて

発送致しましたのでよろしくお願いします。

本文＜例：受付日・発送日・到着予定日 等＞

未入力でも構いません。下記に入力例を記します。

例： 受付日（発送日） 2011/01/12 11:24:22

到着予定日 2011/01/26

本文＜例：配送問い合わせ先の表示 等＞

未入力でも構いません。下記に入力例を記します。

例： 【配送方法】●×△■便

【配送追跡】http://t4trng.12343fst.japan161post.rrt.jp/

【伝票番号】11115-529-d59865-2

本文＜例：注文内容＞ 未入力でも構いません。下記に入力例を記します。

例： 【注文情報】※ 商品名 : PTL-3234lr2味噌汁

※ 小計 : 2,980 X 1個 = 2,980円 (税込)

-----------------------------------------------------------

商品合計価格 : 2,980 円

-----------------------------------------

合計価格 : 2,980 円

送料 : 210 円

代引手数料 : 315 円

請求総額 : 3,505 円

本文＜例：連絡先・ホームページの紹介等＞

未入力でも構いません。下記に入力例を記します。

例：

店舗名：まるばつ太郎

福岡県岡県区隈43

電話：0992-84464-112155

http://www.fukudaroa-meakwbox.com

営業時間 14時～夜12時

粋粋モール ～掲載者操作メニュー手引書～
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6-7）発送案内メール－送信内容確認画面

内容を修正する 発送案内メール送信－詳細画面に戻ります。

注文者にメールを送信する 画面内の内容で注文者に発送案内メールを送信します。

メニュー 掲載者メニューの画面に戻ります。

差出人名義 メールの「差出人」として使用されます。

件名 メールの「件名」として使用されます。

発信メールの内容＜前文＞

この内容がそのままメールの本文として送信されます。

内容を確認し、よければ「注文者にメールを送信する」ボタンを

クリックして、注文者に発送案内メールを送信してください。

粋粋モール ～掲載者操作メニュー手引書～
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７）その他

《突然、掲載者メニューにログインできなくなった場合の対処について》

掲載者メニューを操作中に上記のような画面が表示される場合がございます。

原因は以下のことが考えられます。

１．ログインの有効時間が過ぎた。

長時間操作を行わなかった場合などに表示されるメッセージです。

このメッセージが表示された際は再度ログインをやり直してください。

２．ログインパスワードが変更された。

ホームページでパスワードが新しく再設定されました。

新しく設定したこのパスワードを用いて再度ログインをやり直してください。

もし、身に覚えのない場合。お手数ですが「掲載者画面メニュー ログイン画面」の

「パスワードを忘れた時は...」を利用してパスワードを再設定してください。

粋粋モール ～掲載者操作メニュー手引書～

22 ページ


