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１．はじめに 

１－１．本アプリでできること 

本アプリは、『ネクストエンジン』(以下、NE と表記)と『BASE EC システム』(以下、BASE と表記)の下記のデータ連携を行います。 

【連携できる情報】 

・本アプリは NE１契約に対し、BASE1 店舗のみの連携となります。複数店舗の連携はできません。 

・「受注連携」「商品連携」「在庫連携」それぞれ個別に[利用する/しない]を設定することができます。 

(1) 注文情報の連携 

新規注文について 

・ BASE で注文が入った際、注文商品情報を、NE の受注伝票として取込を行います。 

※1 回の注文で複数商品購入された場合、複数明細の受注として取り込みます 

・ 注文商品情報が NE に取り込まれると、該当の商品数量が引当済となり、在庫に反映されます。 

・ 受注新規登録完了後、NE 上で、購入者・発送先の情報の確認、出荷・売上の管理が可能になります。 

・ 注文情報や店舗の設定によっては、確認待ちステータスで止まる為、注文情報を確認・修正することで先のステータスへ進め

ます。 

必須   受注情報を連携するためには、事前に「受注一括登録パターン」が設定されている事が前提になります。 

入金待ち注文について 

・ 入金が必要な支払方法の注文の場合、入金待ちのステータスで止まります。 

支払方法：コンビニ（Pay-easy）決済、銀行振込決済 

・ 購入者から入金されると、入金状態を自動で NE へ連携し、NE 受注の出荷処理が可能になります。 

※在庫が無い場合は、引当待ちのステータスで止まります。 

入金済み注文（受注）について 

・ 入金が不要（購入時決済）な支払方法の注文の場合、納品書印刷待ちのステータスで止まります。 

支払方法：クレジットカード決済、キャリア決済、PayPal 決済、後払い決済 

・ 上記受注については、すぐに NE 受注の出荷処理が可能です。 

※在庫が無い場合は、引当待ちのステータスで止まります。 

(2) 注文商品のキャンセル、出荷確定の連携 

注文のキャンセルについて 

・ BASE 側で注文がキャンセルになった場合、NE 受注も自動でキャンセルされます。 

・ NE で受注をキャンセルしても、BASE へは連携されません。BASE 受注は手動でキャンセルしてください。 

・ 商品数量の変更や一部商品がキャンセルになった場合、BASE、NE 両方で情報の変更が必要になります。 

注文の出荷確定について 

・ NE 上で出荷の処理を行い、出荷確定をすると、BASE 側の注文ステータスも自動で発送済みになります。 

※追跡ありの配送業者を利用している場合、発送伝票番号が登録済になると連携されます 

 

(3) 在庫数量の連携 

NE で管理している商品の在庫数量を、BASE に連携します。 

他のモール・カートで商品が売れた場合、在庫数の変動が BASE に反映されます。 

・ 連携する在庫数について 

NE 商品マスタの設定に応じて、以下の通り連携されます。 

NE 通常商品（商品マスタ．商品区分＝通常） 

NE のフリー在庫数が連携されます。 

NE 予約商品（商品マスタ．商品区分＝予約） 

NE のフリー在庫数＋予約フリー在庫数の合計値が連携されます。 

※NE 予約在庫数の無限売り設定（予約在庫数＝99,999）は連携できません。使用しないでください。 

※商品区分＝「受注発注」は在庫数の管理ができない為、BASE 連携商品には使用しないでください。 

NE 在庫数が、BASE 上限の 50,000 を超える場合、50,000 で連携されます。 

必須   在庫数量の連携をするためには、BASE 側の対応する商品に商品コード、種類コードが設定されている必要があります。

（商品連携を使用してアップロードした場合は、考慮不要） 
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(4) 商品・画像・カテゴリ情報の連携 

商品連携について 

・ NE に登録された商品マスタの情報を基に、BASE に自動で商品の登録ができます。連携項目：商品コード、種類コード、商品

名、商品説明、価格、消費税率、JAN コード 

・ BASE に出品しない商品については、連携させないように設定が可能です。 

NE 商品マスタの「商品非表示設定ネクストエンジン項目」に"連携不可"と設定することで、連携対象外になります。 

・ 商品バリエーションについて 

NE 商品マスタに代表商品コードが設定されている場合 

代表商品に紐づく商品がバリエーションとして連携されます。 

NE 商品マスタに代表商品コードが設定されていない場合 

バリエーション展開無商品（単品商品）として連携されます。 

・ BASE の制限で、新規登録できる商品ページ数（代表商品数）は、1 日 1,000 件となっております。 

連携する新規登録商品ページが 1,000 件を超える場合、次の日以降に連携が実施されます。 

・ 商品連携は 1 時間に 1 回連携されます。連携されない場合、設定が誤っている可能性があります。 

商品画像連携について 

・ NE 商品に登録されている画像を BASE へ連携します。 

・ 画像分類タグの[基本-画像 1]から[基本-画像 20]が設定された画像を、BASE へ登録します。 

[基本-画像 1]から順に[基本-画像 20]までの画像が表示されます。 

・ 代表商品毎に最大 20 画像まで連携が可能です。（単品商品も 20 画像連携可能）歯抜けにならないよう、[基本-画像 1]から順

に設定してください。 

・ 容量 4M バイト以上の画像は連携できません。推奨サイズは 640×640px です。 

商品カテゴリ連携について 

・ NE 商品に登録されている商品カテゴリを BASE へ連携します。 

・ BASE 店舗にカテゴリが登録されていない場合は追加されます。 

BASE 店舗カテゴリが、自動で商品に設定されます。 

・ BASE でカテゴリを確認・管理する為には、「カテゴリ管理 App」を導入してください。 

(5) その他 

連携上限について 

・ 各情報を連携する際、BASE の API を使用していますが、BASE の API 使用回数には、上限があります。 

1 時間当たり 5,000 回、1 日当たり 100,000 回 

上記を超えた場合、連携が一時的に停止されます。 

・ 1 日当たりの新規商品連携の上限は 1,000 商品になります。 

・商品画像は画像数が多いと連携までに時間がかかります。 

 最大１日 24,000 枚が限度となります。 

 また、100,000 枚を超えますと、連携できなくなる場合があります。 
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１－２．連携のための手順概略 

機能 手順 本マニュアルでの詳細セクション 注意事項 

初期設定 

１．アプリ起動専用ユーザの作成 
２．店舗登録 
３．支払方法、発送方法の変換設定 
４．BASE、NE の規定値を設定 

２－１．連携処理実行ユーザーの作成 
２－２．店舗登録 
２－４．支払方法、発送方法の変換設定 
２－５．受注. 規定値設定 

・店舗は 1 店舗のみの対応です。 
・支払方法・発送方法は、特に変更がなければ、表

示されたままの設定をお使いください。 

商品連携 

１．ネクストエンジンへ商品の登録 
２．商品画像の登録（商品画像がある場

合） 
３．商品カテゴリの登録 
４．商品連携を「利用する」に設定 

２－８．連携する商品の追加 
２－９．連携する商品画像の追加 
２－１０．連携する商品カテゴリの追加 
４－２．画面の説明 

・CSV で一括登録する場合はネクストエンジンのマ
ニュアルを参照してください。 
https://manual.next- 
engine.net/main/product/prd_shohintouroku/8599/ 

在庫連携 

１．店舗情報の追加設定 
２．モール商品一括登録 
３．在庫連携を「利用する」に設定 

２－１１．在庫連携の準備（１） 
２－１１．在庫連携の準備（２） 
４－２．画面の説明 

・CSV の形式は汎用を使用してください。（1 行目

が「商品コード」、「商品名」、「売価」となっているも

の） 

受注連携 

１．受注登録一括パターンの設定２．受注

連携を「利用する」に設定 
２－３．受注登録一括パターンの設定 
４－２．画面の説明 

 

その他 

【商品連携はせず在庫連携を行う場合】 
１．上記、在庫連携・受注連携の手順を実

施 
２．BASE 上で商品の管理を行う 
３．商品連携を「利用しない」に設定 

３．BASE の設定 
４－２．画面の説明 

・受注連携は BASE での受注を在庫に反映
するために必要です。 

・商品の紐づけは手動で行ってください。 
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１－３．BASE 全自動アプリの仕組み 

  

 

ネクストエンジン BASE 全自動アプリ BASE 

商品連携・商品画像連携・カテゴリ連携 

受注連携 

在庫連携 

商品管理 

・商品名 

・商品コード

… 

 

商品管理 

・商品名 

・商品コード… 1 回/時 

商品管理 

・Item（キー） 

・商品名 

・商品コード 

 

 

・商品画像 

・カテゴリ 

商品コード・Item 変換 

・商品コード 

・Item 

商品画像 

・商品コード 

・商品画像… 
1 回/時 

カテゴリ 

・カテゴリ 
1 回/時 

商品画像 

カテゴリ 

受注伝票 受注データ 

 

注文 

受注連携(10 分毎) 受注連携(10 分毎) 

発送連携(2 回/時) 発送連携(2 回/時) 

在庫情報 

（フリー在庫数+ 

予約フリー在庫数) 

 

在庫情報 

ネクストエンジン

在庫 

在庫情報 

BASE 在庫 

 

在庫連携(3 回/時) 在庫連携(3 回/時) 

商品コード 

Item 
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２．ネクストエンジンの設定 

２－１．連携処理実行ユーザーの作成 

受注・発送・在庫連携処理の設定をするユーザーは、専用のユーザーを作成し、設定を行ってください。 

通常業務でネクストエンジンを使用するユーザーで、連携サービスを起動した場合、認証情報の不整合が発生し、連携が出来なくな

る可能性があります。 

ネクストエンジン TOP 画面より、「設定」－「メンバー」タブを選択し、メンバー追加ボタンを押下します。 

【メンバーを追加】 

役割選択 ： 一般 

開発権限 ： チェックなし 

アプリのみ利用 ： チェックなし 

ネクストエンジンマニュアル    ネクストエンジンユーザの作成につきましては、こちらを参照ください。 

NE より招待メールが送信されますのでリンクをクリックし、ユーザー情報を設定します。 

【ユーザー情報の設定】 

ネクストエンジン ID： 任意 

氏名： 連携処理実行ユーザー 

※氏名は、連携処理実行ユーザー と、設定して下さい。 

※連携処理実行ユーザー 以外のユーザー名でアプリ基本設定画面を操作するとエラーになります

。 

  

必ず「連携処理実行ユーザー」

という氏名で設定します。 

異なる氏名を設定すると、アプ

リの操作ができません。 

http://manual.next-e.jp/screen/setting/setting_companies_users/
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注意      連携処理実行ユーザーでログインした際に、アプリアイコンが表示されない場合は、アプリの利用権限を設定します。 

管理者権限のあるユーザーでネクストエンジンにログインし直し、「設定」→「アプリ」→「ご利用アプリ一覧」から 

「BASE 全自動」アプリの「利用ユーザー設定」を押下し、「連携処理実行ユーザー」に利用許可を与えます。 
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２－２．店舗登録 

NE に連携対象の BASE 店舗を作成してください。 

NE 画面より「設定」－「基本」－「店舗」を選択し、「店舗の追加画面を開く」から BASE 連携用の店舗を登録してください。 

このとき必須４項目は以下の値で設定してください。 

 ・出店モール ：  その他（汎用） 

 ・税区分 ：  税込 

 ・税計算順序 ：  単価から税計算 

・通貨単位区分 ： 円 

ネクストエンジンマニュアル    店舗の作成についてはこちらを参照ください。 

２－３．受注登録一括パターンの設定 

受注連携の準備としてＮＥより「設定」－「受注」－「受注一括登録パターン」を選択して下さい。 

受注一括登録パターン設定画面が開きます。 

「【1】店舗を選択」から２－１で登録した店舗を選択してください。 

 

「【2】ファイルパターンを選択」から”汎用標準パターン”を選択してください。 

 

※上記名称で無いと受注取込に失敗します。 

「受注一括登録パターン設定を登録」ボタンをクリックして登録を実行してください。 

ネクストエンジンマニュアル        受注登録一括パターンについてはこちらを参照ください。 

 

  

「【3】受注一括登録パターン名を入力」に半角英字で” BASE ”と入力してください。 

必ず「BASE」という名称で設定します。 
異なる名称を設定すると、受注連携が

できません。 

https://manual.next-engine.net/main/starter/str_settei/4055/
https://manual.next-engine.net/main/orders/ord_torikomi-shori/juchu_torikomi/7625/
https://manual.next-engine.net/main/orders/ord_torikomi-shori/juchu_torikomi/7625/
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２－４．支払方法、発送方法の変換設定 

NE へ新規受注登録をする際、支払方法、発送方法の名称を変換できるように登録してください。 

NE より「設定」－「受注」－「支払発送変換」を選択してください。支払発送変換設定画面が開きます。 

＜支払方法＞ 

BASE から連携される支払方法名に対応する、支払方法を設定します。 

BASE 支払方法名称を追加し、デフォルトで登録されている以下の区分を選択することを推奨します。 

受注 CSV ファイルでの名称（固定）※1 変換する値（ネクストエンジン上の名称）※2 

creditcard 支払方法：クレジットカード 

cvs 支払方法：コンビニ決済 

base_bt 支払方法：銀行振込前払い 

atobarai 支払方法：銀行振込後払い 

carrier_01 支払方法：ドコモケータイ払い 

carrier_02 支払方法：まとめて au 支払い 

carrier_03 支払方法：ソフトバンクまとめて支払い 

paypal 支払方法：PayPal 

amazon_pay 支払方法：Amazon ペイメント 

bnpl 支払方法：あと払い（Pay ID） 

※1 BASE とネクストエンジンで連携するための内部名称です。この名称をそのまま追加してください。 

※2 変換する値が選択肢にない場合は、ネクストエンジンの設定⇒受注⇒区分名称で追加してください。 

＜発送方法＞ 

BASE から連携される配送方法名に対応する、配送方法を設定します。 

以下の設定を参考にして、運送に合わせた配送方法を設定してください。 

受注 CSV ファイルでの名称(BASE)※1 変換する値（ネクストエンジン）※2 

ヤマト運輸 ヤマト(発払い)B2v6 

宅急便コンパクト ヤマト(ネコポス) 

佐川急便 佐川急便(e 飛伝 PRO) 

ゆうパック ゆうパック 

スマートレター ゆうメール 

レターパックライト レターパック 350 

レターパックプラス レターパック 500 

定形外郵便 定形外郵便 

福山通運 福山通運 istar2 

西濃運輸 西濃運輸カンガル m2 

※1 BASE 管理画面の「利用中の Apps」⇒送料詳細設定で確認・変更することができます。 

※2 変換する値が選択肢にない場合は、ネクストエンジンの設定⇒受注⇒区分名称で追加してください。 

ネクストエンジンマニュアル    支払発送変換についてはこちらを参照ください。 

本アプリの支払方法、発送方法の設定につきましては、「４－２．画面の説明」を参照ください。 

  

http://manual.ec-doc.net/operation/operation-tips/jyucyu-tips/a009/
http://manual.ec-doc.net/operation/operation-tips/jyucyu-tips/a009/
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２－５．受注. 規定値設定 

BASE 送料無料設定の対象となった受注が NE へ新規登録される際、BASE 側で配送方法が指定されないため、 

NE 規定値設定に定義された配送方法が自動で設定されます。 

そのため BASE 送料無料設定を利用する場合は、規定の発送方法を設定してください。 

 

NE より「設定」－「受注」－「規定値」を選択してください。規定値設定画面が開きます。

 
 

 
ネクストエンジンマニュアル    受注データの変換ルール設定(規定値設定)についてはこちらを参照ください。 

 

  

https://manual.next-engine.net/main/orders/ord_torikomi-shori/juchu_benri/10221/
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２－６．受注確認内容設定 

 

取り込んだ受注について、確認待ちで止める条件を設定します。 

運用に合わせて設定を行ってください。 

NE より「設定」－「受注」－「受注確認内容設定」を選択してください。受注確認内容設定が開きます。 

「【1】店舗を選択」から２－２で登録した店舗を選択してください。 

「【2】 【確認待ち】にする条件を選択」で運用に合わせて設定を行います。 

「確認内容を保存」ボタンをクリックして登録を実行してください。 

ネクストエンジンマニュアル    受注確認内容設定についてはこちらを参照ください。 

ネクストエンジンマニュアル    受注確認内容設定の一覧についてはこちらを参照ください。 

２－７．商品連携の非対象商品設定 

NE に登録されている商品の中で、BASE へ出品しない商品がある場合、以下の通り設定を行います。 

連携したくない商品について、 

「４－４．連携情報の設定（商品連携セクション）」で設定する「商品非表示設定ネクストエンジン項目」に、 

"連携不可"と設定します。 

例： 

連携不可判断項目に、「項目２」を選択した場合 

連携対象から外したい商品の、NE 商品マスタの「項目２」に"連携不可"と設定し、商品マスタを更新する。 

商品管理 

 

商品マスタの更新は、商品管理または商品管理の一括登録を使用して行います。 

 

ネクストエンジンマニュアル      商品管理の一括登録についてはこちらを参照ください。 

 

  

～～～ 

http://manual.ec-doc.net/operation/operation-tips/jyucyu-tips/a007/
https://manual.next-engine.net/main/orders/ord_torikomi-shori/juchu_status-shori/38471/
https://manual.next-engine.net/main/product/prd_shohin-touroku/8599/


© Humans Net Co., Ltd. All rights reserved. 

２－８．連携する商品の追加 

新規に出品する商品は、NE の商品管理で登録します。 

NE の「商品」－「商品管理」を選択してください。 

※NE の商品マスタを削除しても、BASE へは連携されませんのでご注意ください。 

 また、NE で商品を「非表示」にした場合、BASE では商品ページ全体が「非公開」になります。 

 
  

【単品商品】 
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【バリエーション商品】 
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NE 商品マスタをどのように BASE に連携するかを以下に示します。 

NE 商品マスタ項目 BASE 商品項目 備考 

代表商品コード 商品コード ※1 バリエーション商品の場合 

商品コード 商品コード ※1 単品商品の場合 

商品コード 種類コード ※1 バリエーション商品の場合 

商品名 商品名 ※2  

商品名 種類名 バリエーション商品の場合 

商品説明（テキスト） ※3, 4 商品説明  

売価 価格(税込)  

消費税率（%） 税率 未設定の場合、企業の消費税率を連携 

JAN コード JAN / GTIN ※1 バリエーション商品の場合 

表示・非表示 商品管理の表示・公開 バリエーション商品の場合、1 つのバリエーションが非表示で

も、商品全体が非公開になります 

 ※1 BASE の「商品コード App」を導入すると表示されます。 

 ※2 新規登録時のみ BASE へ反映されます。 

 ※3 全自動アプリ用項目 

 ※4 バリエーション商品場合、すべての子商品に共通の値を設定してください。 

NE 上で商品を削除した場合は、自動連携されませんので、BASE 上でも商品を削除してください。 
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２－９．連携する商品画像の追加 

出品する商品に画像を追加する場合は、NE の商品管理で画像を登録します。 

 

画像分類タグの[基本-画像 1]から[基本-画像 20]の中から 1 つ選択して設定します。 

[基本-画像 1]の画像から順に連携されます。（歯抜けにならないように設定していく） 

 

商品ページに表示する分、最大 20 件、上記を繰り返す。（画像分類タグに[基本-画像 2]から[基本-画像 20]を設定）バリエーションご

とではなく、代表商品単位に、最大 20 画像登録します。 
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２－１０．連携する商品カテゴリの追加 

出品する商品にカテゴリを設定する場合は、NE の商品管理->ヤフオク！全自動アプリ用項目で商品カテゴリを登録します。 

※ カテゴリ名は全角、半角に関わらず 1 階層につき 30 文字以内で入力してください。

 
・ 

・ 

・ 

 

汎用モールのカテゴリを設定する。 

 
２－１１．在庫連携の準備 

（１）店舗情報の編集 

在庫連携の準備としてＮＥより「設定」－「基本」-「店舗」を選択し、２－２で登録した店舗を「編集する店舗設定を選択」から選択して

下さい。 

「編集画面を開く」をクリックし、「店舗設定」-「基本設定」の下記設定を行ってください。 

在庫更新用ＵＲＬ：https://basene.hm-net.co.jp/public/UpdStock  

ストアアカウント： ＜連携先のセラーID＞ ※  

認証キー： ＜不要＞ 

※ セラーID が不明な場合、アプリ基本設定画面で認証後、画面に表示されるので、そちらを確認ください。 

詳細は、「４－２．画面の説明」（4）ショップ ID をご参照ください。 

 

ネクストエンジンマニュアル     在庫連携用店舗設定についてはこちらを参照ください。 

  

https://manual.next-engine.net/main/stock/stk_settei-unyou/zaiko_hanyo/4975/
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（２）モール商品一括登録の設定 

NE で管理している商品の在庫数を、BASE へ連携する設定をする為、「モール商品一括登録」を行ってください。 

NE より「商品」－「モール商品一括登録」を選択して下さい。モール商品一括登録画面が開きます。 

「店舗一覧」から２－２で登録した店舗を選択してください。 

「商品ファイルをアップロード」からモール商品ＣＳＶをアップロードしてください。 

ネクストエンジンマニュアル    モール商品ＣＳＶの役割についてはこちらを参照ください。 

ネクストエンジンマニュアル    モール商品ＣＳＶのファイル形式についてはこちらを参照ください。 

ネクストエンジンマニュアル    モール商品一括登録についてはこちらを参照ください。 

CSV ファイルの作成例 

商品コードのみ必須項目です 

1 行目                      必ずこの行が必要です 

2 行目 

3 行目 

4 行目 

5 行目 

： 

 

 

*1 商品コードはネクストエンジン商品マスタの商品コードです。 

バリエーションなしの商品の場合は BASE の商品コード、 

バリエーションありの商品の場合 BASE の種類コードをセットしてください。 

*2 BASE からダウンロードしたファイルを使用する場合、BASE では「価格」となっています。 

「売価」に変更してください。 

 

２－１２．備考欄変換設定 

ネクストエンジンの「備考欄変換設定」に、下記内容が設定されていない場合は、下記内容を追加設定してください。 

この設定がない場合、時間指定が正しく反映されません。 

 

変換前  変換方法  変換後 

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

0812  項目に変換 ヤマト運輸時間帯[午前中] 

1416  項目に変換 ヤマト運輸時間帯[１４時～１６時] 

1618  項目に変換 ヤマト運輸時間帯[１６時～１８時] 

1820  項目に変換 ヤマト運輸時間帯[１８時～２０時] 

1921  項目に変換 ヤマト運輸時間帯[１９時～２１時] 

0812  文字列に変換 （空白） 

1416  文字列に変換 （空白） 

1618  文字列に変換 （空白） 

1820  文字列に変換 （空白） 

1921  文字列に変換 （空白） 

 

 

  

商品コード(*1) 商品名 売価(*2) 

A-001 商品 A 100 

B-001 商品 B-S  

B-002 商品 B-M  

B-003   

： ： ： 

http://manual.ec-doc.net/operation/operation-tips/zaiko-tips/l004/
http://manual.ec-doc.net/operation/operation-tips/zaiko-tips/l004/
http://manual.ec-doc.net/operation/zaiko/zaikolist/hanyo/ah057/
http://manual.ec-doc.net/operation/zaiko/zaikolist/hanyo/ah057/
https://manual.next-engine.net/main/stock/stk_settei-unyou/zaiko_hanyo/5166/
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３．BASE の設定 

３－１．NE 商品マスタとの紐づけ 

NE 商品の代表商品コード・商品コードと BASE の商品・バリエーションの紐づけを実施し、在庫連携の設定をします。 

※商品連携機能でアップロードした商品については、設定不要です。 

① BASE の商品コード App を導入 

BASE の店舗管理画面の Apps メニューより、アプリ管理画面を開きます。 

 

② 商品コード App を検索し、導入する。 

 

④ NE 商品との紐づけをする。 

BASE 商品コード＝NE 代表商品コード（単品商品の場合は、NE 商品コード） 

BASE 種類コード＝NE 商品コード（単品商品の場合は未設定） 

 
※ 単品商品（バリエーションのない商品）の場合は入力しないでください。在庫連携時にエラーになります。 

③ 商品コード App をインストールする。 

← NE 代表商品コード（または NE 商品コード） 

↓ NE 商品コード 
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３－２．カテゴリの確認・管理 

NE 商品からカテゴリ連携をした場合に、BASE 上でカテゴリの確認・管理をする為に、「カテゴリ管理 App」を導入します。 

① カテゴリ管理 App を導入 

BASE の店舗管理画面の Apps メニューより、アプリ管理画面を開きます。 

 

② カテゴリ管理 App を検索し、導入する。 

 
④ カテゴリの確認をする。 

③ カテゴリ管理 App をインストールする。 
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カテゴリの確認、編集、削除ができます。 
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４．連携アプリの設定 

４－１．アプリの起動 

２－１で追加した連携処理実行ユーザーでＮＥにログインして、「BASE 全自動」アプリのアイコンをクリックしてください。 

※他のユーザーで画面を起動しても、操作ができません。 

連携処理実行ユーザーでログインした際に、アプリアイコンが表示されない場合は、アプリの利用権限を設定します。 

設定方法については、「２－１．連携処理実行ユーザーの作成」の注意の記載をご参照ください。 

連携処理実行ユーザーでログインしているにも関わらず、以下のメッセージが表示される場合、以前に別のユーザーでログ

インした際の情報が残っている可能性があります。「ユーザー名：連携処理実行ユーザー でないと変更を保存はできませ

ん。」その場合は、開いているブラウザを全て閉じ、起動し直してから操作を実施してください。 

ブラウザの設定で、起動時に前回開いていたページ開く設定にしている場合は、新規ページを開く設定に変更してください。 

「設定」→「起動時」の設定を「新しいタブ ページを開く」に設定する。 

 

Google Chrome 以外のブラウザはサポートしていませんので、Google Chrome を使用してください。 
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４－２．画面の説明

 

 

【画面項目説明】 

（1） BASE とネクストエンジンの認証状態を表示します。状態に応じて「未認証」「OK」「NG」が表示されます。 

（2） 画面で設定したアプリ設定を保存します。BASE 未認証・認証 NG の場合、認証画面に遷移します。 

認証に成功すると、BASE 認証情報を保存し、認証状態が「OK」になります。 

（3） 連携サービスの「開始」「停止」を行います。 

（4） BASE のセラーID が表示されます。認証後に自動で設定されます。 

（5） 貴社名を入力してください。 

（6） サポートからご連絡をする際の、ご連絡先（電話番号）を入力してください。 

（7） サポートからご連絡をする際の、ご連絡先（メールアドレス）を入力してください。 

（8） 該当商品を BASE へ商品連携をするか否かを設定する、NE 商品マスタの項目名を選択してください。 

上記項目に"連携不可"と入力すると、該当商品は連携対象外となります。 

（9） 発送連携時に使用する配送業者 ID と、NE 配送方法名の紐づけを定義します。 

設定のサンプルが、初期値として表示されますので、運用に合わせて変更してください。 

（10） 配送方法の設定をリセットします。（設定のサンプルが再表示されます） 

（11） BASE 配送業者 ID に紐づける NE 配送方法名を設定します。 

（12） BASE へ出荷情報を連携する際の、配送業者 ID を設定します。 

（13） 配送業者の追跡有無を設定します。（配送業者 ID についてこちらを参照ください。） 

配送業者が追跡可能な場合「あり」追跡可能でない場合「なし」を設定します。 

 （ａ） 「商品連携」機能を利用する／しないを選択します。 

 （ｂ） 「受注連携」機能を利用する／しないを選択します。 

 （ｃ） 「在庫連携」機能を利用する／しないを選択します。 

  

版数：第 1.2 版 

更新日：2021/3/18 
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（ b ） 
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https://basene-doc.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/manual/delivery_company.pdf
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４－３．連携情報の設定（全般セクション） 

御社のご担当者様の緊急連絡先を登録してください。 

問題や連絡事項がある場合、連携アプリサポートから、こちらにご登録頂いた連絡先にご連絡いたします。 

４－４．連携情報の設定（商品連携セクション） 

商品連携をする際、一部商品を連携しないように設定するために、こちらの設定が必要になります。連携不可の商品を指定する際、

連携不可判断に使用する NE 商品マスタの汎用項目を設定します。 

こちらで指定した NE 商品マスタ項目に、"連携不可"と設定することで、その商品が連携対象から外れます。 

４－５．連携情報の設定（配送方法マスタセクション） 

発送連携をする際、NE 受注の配送方法名を BASE の配送業者 ID に変換するために、こちらの設定が必要になります。 

使用する配送方法に対して、配送業者 ID を設定をしてください。 

NE 配送方法に対して、1 つの配送業者 ID を指定します。 

追跡有無について、追跡ありにした場合、追跡情報（発送伝票番号）が連携されます。 

（追跡ありの場合、発送伝票番号設定されないと、発送連携がされません。） 

追跡が不要（不可）の配送業者については、追跡なしで設定してください。 

 BASE 関連情報    配送業者 ID についてこちらを参照ください。 

４－６．連携情報の登録・BASE 認証 

連携に必要な情報を入力したら、「変更を保存」をクリックし、保存します。 

未認証、認証 NG の状態の場合、BASE 認証画面に遷移します。 

 

 

BASE アカウントのメールアドレスとパスワードを入力してログインします。 

 

認証に成功すると、BASE 認証状態が OK になります。 

  

https://basene-doc.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/manual/delivery_company.pdf
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４－７．連携開始 

 

 

４－８．連携停止 

連携を停止したい場合や、認証情報の更新などで再起動が必要な場合は、連携サービスの停止を行います。 

 
  

「連携サービス開始」をクリックして、連携を開始してください。 

受注・発送・在庫・商品の連携が開始します。 
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５．運用管理 

５－１．連携状況の確認 

商品、在庫、注文連携の状況を、連携履歴から確認します。 

 

連携履歴画面を確認し、正常に連携が実施されているか確認します。 

 

 

            連携履歴が無い、またはステータスがエラーになっている場合、連携の設定がうまくいっていない可能性があります。 

ネクストエンジン、BASE の設定を見直し、マニュアルの手順通りに設定されているか確認してください。 

設定が正しいにも関わらず、連携が実施されない場合、アプリ内で保持している認証情報が古くなっている可能性があります。そ

の場合は、「連携処理実行ユーザー」でアプリ画面を起動し、連携サービスを再起動してください。 

（「４－８．連携停止」「４－７．連携開始」参照） 

  

BASE 連携 TOP 画面のメニューより、「連携履歴」を選択します。 

注意 
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５－２．新規出品する商品の確認 

新規に出品する商品が、BASE に連携されているかを確認します。 

※ 新規に商品を出品する場合、予め、以下の処理を実施しておきます。 

「２－８．連携する商品の追加」 

「２－９．連携する商品画像の追加」 

「２－１０．連携する商品カテゴリの追加」 

「２－１１．在庫連携の準備 (2)モール商品一括登録の設定」 

BASE の商品管理画面で、商品が出品されていることを確認します。 

 

【単品商品】 
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【バリエーション商品】 

商品ページの 1 バリエーション目 

の商品名が連携される為、必要 

に応じて修正する。 
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商品画像、商品カテゴリが連携されていることを確認します。 

 

 

 
  

在庫が連携されていることを確認します。 

【単品商品】 

【バリエーション商品】 
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５－３．注文の確認方法 

受注連携で取り込んだ注文・商品の情報などを確認します。 

NE より「受注」－「受注伝票管理」を選択してください。受注伝票管理画面が開きます。 

「確認待ち」リンクをクリックし、確認待ち受注の受注伝票画面を開きます。 

受注番号や商品などが分かっている場合は、その情報で検索します。 

 

受注日などを基に、参照したい受注を選択し、受注画面を開きます。 

ネクストエンジンマニュアル      受注伝票の検索方法についてはこちらを参照ください。 

ネクストエンジンマニュアル     受注伝票の各部名称と機能概要についてはこちらを参照ください。 

注文情報を確認し、適宜修正を行い、確認チェックを入れて更新します。 

 
  

受注伝票を確認済みに更新する方法についてはこちらを参照ください 。 

受注ステータスごとの操作内容についてはこちらを参照ください 。 

ネクストエンジンマニュアル 

ネクストエンジンマニュアル 

http://manual.ec-doc.net/operation/operation-tips/jyucyu-tips/c001/
https://manual.next-engine.net/main/starter/str_overview/kiso_menu-name/11159/
https://manual.next-engine.net/main/orders/ord_torikomi-shori/juchu_status-shori/10227/
https://manual.next-engine.net/main/orders/ord_torikomi-shori/juchu_status-shori/10227/
https://manual.next-engine.net/main/orders/ord_overview/12201/
https://manual.next-engine.net/main/orders/ord_overview/12201/
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５－４．入金待ち注文の確認方法 

入金が必要な決済区分の注文について、入金待ちで止まります。「入金待ち」リンクをクリックし、入金待ち受注の画面を開きます。 

受注番号や商品などが分かっている場合は、その情報で検索します。 

 

未入金の受注については、入金待ちに留まります。 

購入者より入金がされると、自動でその先のステータスに進みます。 

５－５．引当待ち注文の確認方法 

在庫が無い商品の注文については、引当待ちで止まります。 

「引当待ち」リンクをクリックし、引当待ち受注の受注伝票画面を開きます。 

受注番号や商品などが分かっている場合は、その情報で検索します。 

 

欠品している商品の仕入れを行ってください。 

ネクストエンジンマニュアル      発注～仕入処理の流れについてはこちらを参照ください。 

商品の仕入れが完了し、在庫が補充されると、在庫が引き当てられ、その先のステータスに進みます。 

  

https://manual.next-engine.net/main/product/prd_hatchu-siire/35512/
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５－６．出荷処理について 

印刷待ちになった注文について、出荷処理を行います。 

「印刷待ち」リンクをクリックし、印刷待ち受注の受注伝票画面を開きます。 

受注番号や商品などが分かっている場合は、その情報で検索します。 

 

移動先の注文ステータス、配送情報有無、出荷指示書ダウンロード、並び順、ファイル形式を選択し、ダウンロードボタンを押下しま

す。（移動先の注文ステータス、配送情報有無は運用に合わせて選択してください）納品書がダウンロードされます。 

ネクストエンジンマニュアル       出荷処理の運用方法についてはこちらを参照ください。 

ネクストエンジンマニュアル       納品書の出力についてはこちらを参照ください。 

対象の受注を選択し、下の帯に表示される「納品書ダウンロード」を選択してください。 

https://manual.next-engine.net/main/shipment/shp_settei-unyou/12916/
https://manual.next-engine.net/main/shipment/shp_settei-unyou/12771/
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納品書の内容を確認し、ピッキング、出荷作業を実施してください。 

カスタム帳票出力アプリ「Mof Reports」を活用すれば、納品書の出力内容を自由にカスタマイズすることが出来ます。 

 

カスタム帳票出力アプリ「Mof Reports」の詳細はこちらです。 

  

納品書のサンプル 

購入時に指定された 配達希望 
日時が表示されます 

購入時に指定された 商品オプ 
ションが表示されます 

https://base.next-engine.org/apps/2069/detail/
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５－７．BASE への発送情報の連携 

BASE へ商品が出荷されたことを連携するために、注文ステータスを出荷済にする必要があります。 

（５－６で出荷済にしなかった場合）また、支払方法が「後払い決済」の場合と、使用する配送業者が「追跡あり」の場合、発送伝票番

号を設定します。 

（設定されるまで、BASE へ発送情報が連携されません） 

対象注文の受注伝票画面で、発送伝票番号（送り状番号）を設定して更新します。 

ネクストエンジンマニュアル      受注伝票に配送番号を反映 (出荷済データ取込)する方法についてはこちらを参照ください。 

ネクストエンジンマニュアル      受注伝票に配送番号を反映(一括入力)する方法についてはこちらを参照ください。 

注文ステータスを出荷済に変更します。 

ネクストエンジンマニュアル   受注伝票を出荷済みに更新 (一括処理)する方法についてはこちらを参照ください。 

５－８．注文のキャンセル処理 

BASE システムで注文キャンセルされた場合、NE 受注も自動でキャンセルになります。 

BASE の自動キャンセルではなく、お客様からキャンセルの連絡が来た場合、BASE の注文管理画面より、注文をキャンセルする必要

があります。 

 BASE 関連情報 BASE の注文キャンセルについてはこちらを参照ください。 

５－９．注文商品の数量変更、キャンセル 

注文商品の数量変更やキャンセルの連絡があった場合、NE と BASE 両方の注文情報を変更する必要があります。 

NE の注文情報については、受注伝票画面より変更してください。 

金額再計算を実施するようにしてください。（伝票更新時に再計算をするかどうか確認される） 

ネクストエンジンマニュアル    受注伝票の総合計を自動算出する方法についてはこちらを参照ください。 

ネクストエンジンマニュアル    商品をキャンセルする方法についてはこちらを参照ください。 

BASE の注文情報については、BASE の注文管理画面より変更してください。 

 BASE 関連情報 注文後に決済金額や送料を変更する方法ついてはこちらを参照ください。 

６．お問合せ 

ヒューマンズ・ネット株式会社 BASE 全自動アプリサポート 

 メール： base_ne_support@hm-net.co.jp 

※ お問い合わせはメールでのみ承っております。 

受付時間：平日 9:00～17:30 

土曜、日曜、祝日、弊社休日は受け付けておりませんので、ご了承ください。 

 

  

https://manual.next-engine.net/main/shipment/shp_settei-unyou/12775/
https://manual.next-engine.net/main/shipment/shp_settei-unyou/11175/
https://manual.next-engine.net/main/orders/ord_torikomi-shori/juchu_status-shori/11176/
https://help.thebase.in/hc/ja/articles/360000024542-%E6%B3%A8%E6%96%87%E3%82%92%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B-%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97%E5%90%91%E3%81%91-
https://manual.next-engine.net/main/orders/ord_denpyo/j-denpyo_sakusei/19845/
https://manual.next-engine.net/main/orders/ord_denpyo/j-denpyo_koushin/11164/#a3
https://help.thebase.in/hc/ja/articles/360000075942
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7．よくある質問 

No. 機能 質問 回答 補足 

1 全体 複数店舗を連携させることは

可能でしょうか。 

ネクストエンジンアカウント 1 つにつき BASE1 店

舗への連携のみ連携可能とさせていただいており

ます。 

  

2 全体 料金はかかりますか。 月額税込み 5,500 円の利用料がかかります。 

ご購入初月は無料です。 

初期費用等はございません。 

  

3 全体 以前の ID での連携をリセット

して、新しい ID で連携させる

には、どのようにすればよろし

いですか。 

ユーザー側の操作ではショップ ID をリセットするこ

とが不可能ですので、弊社側の操作で御社の

BASE 認証状態をリセットいたします 

サポート窓口までご連絡ください。 

  

4 全体 エラー通知メールアドレスに複

数のアドレスを登録することは

可能ですか。 

カンマ区切りで複数入力してください。   

5 全体 ネクストエンジンと BASE の商

品コードはどのように対応して

いますか。 

BASE とネクストエンジンの商品コート等の紐づけ

は、下記のようになっております。 

・BASE 商品コード：ネクストエンジン代表商品コー

ド（単一商品なら商品コード） 

・BASE 種類コード：ネクストエンジン商品コード（単

一商品なら空） 

  

6 全体 「BASE 全自動アプリ」で連携

できる機能には何があります

か。 

受注連携、商品連携、在庫連携、発送連携があり

ます。 

  

7 全体 受注連携、商品連携、在庫連

携、発送連携はそれぞれ、「利

用する」「利用しない」を選択で

きますか。 

アプリの連携 TOP 画面より、それぞれ選択が可

能になっています。 

・受注連携「利用する」「利用しない」→受注取込、

入金・キャンセル連携、発送連携の利用可否 

・在庫連携「利用する」「利用しない」→在庫連携の

利用可否 

・商品連携「利用する」「利用しない」→商品・画像・

カテゴリ連携の利用可否 

  

8 BASE 連携

TOP 画面 

「ユーザー名：連携処理実行ユ

ーザーでないと変更を保存は

できません。連携処理実行ユ

ーザーで操作している場合

は、ブラウザを全て閉じ、立ち

上げ直してから処理を実施し

てください。」 

というエラーメッセージが出て

います。  

どうすればよいでしょうか。 

本アプリの画面は、更新の操作ができるユーザー

を制限しております。 

「連携処理実行ユーザー」という名前のユーザー

でネクストエンジンにログインしないと、アプリの更

新操作が出来なくなっております。 

氏名が「連携処理実行ユーザー」である新規ネク

ストエンジンユーザーを作成いただき、そのユーザ

ーでネクストエンジンにログインして本アプリを起

動してください。 

 

詳細は導入マニュアルの以下をご参照ください。 

https://basene-doc.s3-ap-northeast-

1.amazonaws.com/manual/base_renkei_manual.pdf 

２－１．連携処理実行ユーザーの作成  

  

9 カテゴリ連

携 

カテゴリを連携しないことで、

在庫や受注連携に不具合は

出るのでしょうか。 

カテゴリが連携されていない状態でも、在庫と受注

連携に影響はございません。 

  

10 カテゴリ連

携 

カテゴリ連携がエラーになりま

す。なぜでしょうか。 

BASE のカテゴリは全角半角問わず、30 文字以内

に限定されています。 

ネクストエンジンへも 30 文字以内で設定してくださ

い。 

  

11 在庫連携 ネクストエンジンで在庫変動が

あった場合、BASE には何分

位のタイムラグで反映されます

か。 

各連携の BASE へ反映されるまでの所要時間は

以下の通りです。 

商品連携：1～2 時間 

在庫連携：25～35 分 

受注連携(新規)：10～15 分 

受注連携（更新）：30 分 

発送連携：30 分 

  

12 在庫連携 BASE で受注した商品の在庫

数がネクストエンジンに反映さ

れません。 

BASE で受注した分の在庫は受注連携することで

反映されます。 

受注連携を「利用する」設定で連携サービスを開

始してください。 
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13 在庫連携 ネクストエンジンの在庫連携履

歴に「在庫連携に失敗しました 

Processed:empty」と表示され

ます。 

ネクストエンジンの店舗設定で在庫連携用 URL

が正しくセットされていないことが原因と考えられ

ます。 

  

14 在庫連携 ネクストエンジンの在庫連携履

歴に「在庫連携に失敗しました 

Processed:-2」と表示されま

す。 

原因としては下記のことが考えられます。 

・ネクストエンジンの店舗設定でストアアカウントが

正しくセットされていない 

・商品区分「20：受注発注」の商品が含まれている 

・商品区分「10：予約」かつ、予約在庫数「99999」

の商品が含まれている 

  

15 受注連携 BASE の配送業者 ID はどこか

ら確認できますでしょうか 

アプリマニュアル 「4-5.連携情報の設定(配送方法

マスタセクション)」において、「配送業者 ID につい

てこちらをご参照ください」と書かれていますので、

こちらをクリックしていただくことでご確認いただけ

ます。 

  

16 受注連携 定期便アプリに対応していま

すか。 

BASE 定期便アプリによって発生した注文も通常

の注文と同様にネクストエンジンへ取り込まれま

す。 

ただし、連携アプリで自動定期発送は行っており

ません。 

  

17 受注連携 ネクストエンジンに登録がない

商品を受注した場合、受注伝

票はどうなりますか。 

受注伝票は作成されますが、商品コードが不正な

伝票として取り込まれます。 

エラーの伝票のため、更新できない状態になりま

すので、発送連携もできなくなります。  

ネクストエンジン上で適切な商品コードに修正して

ください。 

  

18 商品連携 バリエーションのある商品で、

BASE 上で種類名変更したの

ですが、その後ネクストエンジ

ン上の商品名に上書きされま

した。 

これな正しい動きでしょうか。 

商品連携はネクストエンジンの商品情報が正の商

品情報となります。 

ネクストエンジンの商品情報に変更があった場合

に再度商品情報が BASE に連携され、ネクストエ

ンジンの情報で上書きされてしまいます。  

  

19 商品連携 本アプリをご利用前から BASE

に出品済みであった商品を連

携するにはどうすればよいで

すか。 

BASE「商品コード App」をインストール後、以下の

様に BASE 商品管理ページの商品コードと種類コ

ードに対して、結びつくネクストエンジン商品の情

報を入力していただくことで、本アプリを通して商

品が同期されます。 

  

21 商品連携 商品連携しない商品がある場

合はどうすればよいですか。 

連携が不要な商品については「連携不可」の設定

を実施してください。 

また、既に BASE へ登録済の商品については商

品コードの紐づけを実施しておいてください。 

（紐づけを実施していないものについては、BASE

へ新規商品として連携されます） 

詳細につきましては、マニュアルをご参照くださ

い。 

https://basene-doc.s3-ap-northeast-

1.amazonaws.com/manual/base_renkei_manual.pdf 

２－６．商品連携の非対象商品設定 

３－１．NE 商品マスタとの紐づけ 

  

22 商品連携 セット商品の連携はできます

か。 

BASE 上にセット商品という単位がないため、ネク

ストエンジンのセット商品単位での連携はできませ

ん。 

  

23 商品連携 商品説明が BASE に反映され

ません。なぜでしょうか。 

商品説明は「商品管理」「ヤフオク！・全自動アプ

リ項目」の「商品説明（テキスト）」に入力いただく必

要がございます。 

CSV でセットする場合も全自動アプリ向け項目の

「syohin_setumei_text」にて更新してください。 

ネクストエンジンの下記マニュアルをご参照くださ

い。 

https://manual.next-

engine.net/main/product/prd_shohin-

touroku/8588/ 

  

24 商品連携 「商品連携対象外」設定用ネク

ストエンジン商品マスタ項目 と

は何ですか。 

ネクストエンジンの商品管理でその他->項目 1～

20 のどれかに「連携不可」を記載することで、連携

対象から外すことができます。 

「連携不可」を項目 1～20 のどこに設定するかをこ

こで指定します。 

通常は「項目１」でよろしいかと思いますが、「項目

1」を別の用途でお使いの場合、2 以降に変更する

ことができます。  
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25 在庫連携 在庫連携がされません。なぜ

でしょうか。 

在庫連携が行われるためには下記の条件を満た

す必要があります。 

・TOP 画面で「在庫連携」を「利用する」が選択さ

れていること 

・ネクストエンジンに BASE の店舗情報が登録され

ていること 

・ネクストエンジンの商品コードと BASE の商品コ

ードが紐づけされていることまたは商品連携を「利

用する」にしていること 

・ネクストエンジンで BASE の商品を「モール商品

一括登録」で登録されていること 

・BASE 連携サービスが実行されていること 

・ネクストエンジンの「自動実行処理」が正しく起動

されていること 

（https://manual.next-

engine.net/main/stock/stk_settei-unyou/4451/参

照) 

  

26 受注連携 受注連携がされません。なぜ

でしょうか。 

受注連携が行われるためには下記の条件を満た

す必要があります。 

・TOP 画面で「受注連携」を「利用する」が選択さ

れている 

・受注一括登録パターンが登録されており、パター

ン名が「BASE」であること。 

・ネクストエンジンの「商品管理」で BASE の商品コ

ードが登録されていること 

・ネクストエンジンの商品コードと BASE の商品コ

ードが紐づけされていることまたは商品連携を「利

用する」にしていること 

・BASE 連携サービスが実行されていること 

  

27 商品連携 カテゴリを設定しなかった場合

どうなりますか？商品連携に

影響はありますか。 

カテゴリ連携ができないだけで、商品連携自体に

影響はありません 

  

28 商品連携 商品コードの紐づけがされて

いない商品はどうなりますか 

商品コードの紐づけがされてないものは新規商品

として登録され、紐づけがされているものは、該当

商品の更新となります。 

  

29 商品連携 商品連携がされません。なぜ

でしょうか。 

商品連携が行われるためには下記の条件を満た

す必要があります。 

・TOP 画面で「商品連携」を「利用する」が選択さ

れている 

・ネクストエンジンの「商品管理」で BASE の商品コ

ードが登録されていること 

・BASE 上で「商品コード app」がインストールされ

ており、商品コードの紐づけが行われていること。 

・BASE 連携サービスが実行されていること 

  

30 発送連携 発送連携とはどのような機能

ですか。 

BASE から受注連携された受注が出荷済になった

際に、BASE の注文ステータスに反映する機能で

す。 

BASE 注文ステータスを「対応済」（後払い決済の

場合は「着荷待ち」）に変更します。 

  

31 発送連携 発送連携がされません。なぜ

でしょうか 

・ネクストエンジンの発送方法と BASE の配送業

者の紐づけが出来ていない可能性があります。こ

ちらの設定が出来ていない発送の連携に必要なと

BASE の配送方法 ID が特定できず、連携が出来

ません。 

・ネクストエンジンの発送方法に紐づく BASE の配

送業者が「追跡あり」の場合、ネクストエンジン受

注の発送伝票番号が設定されていないと連携が

実施されません。 

 

詳細は、マニュアルの「４－５．連携情報の設定

（配送方法マスタセクション）」をご参照ください。 

  

32 発送連携 BASE で送付する発送通知メ

ールにオリジナルのメッセージ

を入れることはできますか。 

BASE へは発送方法および発送伝票番号（追跡番

号）を固定で送っておりますので、オリジナルメッセ

ージを入れることはできません。 

  

33 受注連携 支払発送変換で変換後の値に

設定したい選択肢がありませ

ん。 

ネクストエンジンの設定⇒受注⇒区分名称で追

加してください。 
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改訂履歴 

 

改訂日 版数 改訂者 対象 改訂内容 

2020/10/21 1.0 HN 前嶋 ドキュメント全体 ・新規作成 

2021/01/05 1.1 HN 前嶋 
１．はじめに 

５．運用管理 

・商品連携数の上限に関する記載を追加 

・連携履歴画面の記載を追加 

2021/03/18 1.2 HN 中村 2. ネクストエンジンの設定 
・支払方法、発送方法の変換設定に Amazon Pay の記載

を追加 

2021/04/19 1.3 HN 中村 2. ネクストエンジンの設定 ・連携可能なカテゴリ文字数について追記 

2021/04/30 1.4 HN 中村 １．はじめに ・連携不可の画像について、注意書きを追加 

2021/05/21 1.5 HN 中村 4. 連携アプリの設定 ・連携アプリ画面の画像を最新のものに更新 

2021/06/08 1.6 HN 中村 2. ネクストエンジンの設定 ・商品連携の項目マッピング説明における※2、※3 を修正 

2021/06/14 1.7 HN 中村 ２－５．受注. 規定値設定 ・新規作成 

2021/06/28 1.8 HN 中村 ２－８．連携する商品の追加 ・項目マッピング表に補足４ (※４) を追加 

2021/07/06 1.9 HN 堀松 １．はじめに ・１－2．連携のための手順概略を追加 

2021/07/06 1.9 HN 堀松 ２．はじめに 
・本アプリは NE１契約に対し、BASE1 店舗のみの連携とな

ります。 

2021/07/06 1.9 HN 堀松 ２．はじめに 
・「受注連携」「商品連携」「在庫連携」それぞれ個別に設定

することができます 

2021/07/29 1.10 HN 堀松 
２－４．支払方法、発送方法の

変換設定 
・注釈を修正 

2021/07/29 1.10 HN 堀松 ４－２．画面の説明 ・注釈（8）を修正 

2021/08/11 1.11 HN 堀松 ２－１１．在庫連携の準備２ ・CSV ファイルの作成例を追加 

2021/08/16 1.11 HN 堀松 ２－８．連携する商品の追加 ・商品の削除は連携されないことを記載 

2021/08/16 1.11 HN 堀松 ２－８．連携する商品の追加 ・商品マスタの表示・非表示の説明を追加 

2021/08/18 1.11 HN 堀松 
３－１．NE 商品マスタとの紐づ

けの④ 
・単品商品の注意事項を追記 

2021/09/01 1.12 HN 堀松 ３－２．カテゴリの確認・管理 
・カテゴリ管理 app の記載が商品コード app になっているも

のを修正 

  1.13 HN 堀松 １－２．連携のための手順 ・追加記載 

  2022/09/13 1.14 HN 堀松 １－１．本アプリでできること 商品画像連携の上限を記載 

  2022/09/13 1.14 HN 堀松 
１－３．BASE 全自動アプリの仕

組み 
追加記載 

  2022/09/13 1.14 HN 堀松 目次 記載内容追加＆リンク設定 

  2022/09/13 1.14 HN 堀松 全体 誤字修正＆リンク設定 

  2022/09/22 1.14 HN 堀松 ２－８．連携する商品の追加 NE,BASE 対応表を修正 

  2022/09/27 1.14 HN 堀松 

２－１０．連携する商品カテ

ゴリの追加 画面を最新化 

2022/10/27 1.15 HN 堀松 7．よくある質問 追加記載 

2023/1/11 1.16 HN 堀松 
４－２．画面の説明 

画面項目説明（13） 
説明文変更 

2023/1/16 1.17 HN 堀松 ７．よくある質問 追加記載 

2023/3/23 1.18 HN 堀松 ７．よくある質問 料金に関する記載を変更 

2023/3/23 1.18 HN 堀松 １－１．本アプリでできること SKU 制限の記載を削除 

2023/3/23 1.18 HN 堀松 
５－２．新規出品する商品の確

認 
 SKU 制限の記載を削除 

2023/4/17 1.19 HN 堀松 
２－４．支払方法、発送方法

の変換設定 
あと払い（Pay ID）を追加 

2023/4/17 1.19 HN 堀松 ２－１２．備考欄変換設定 追加記載 

2023/4/27 1.20 HN 堀松 
２－４．支払方法、発送方法

の変換設定 
選択肢がない場合の操作方法を追加（修正） 

2023/4/27 1.20 HN 堀松 7．よくある質問 追加記載 
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