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差差分分個個別別配配信信 ((DDLL))ササーービビススののごご案案内内   

  

  

 

 

 

 

 

 

一般社団法人  医器販協データベースセンター  

(医 器 販 協 D B C )  

 

 

 

 

 

会員の皆様には、日頃より医器販協データベースをご利用頂き、誠にありがとうございます。 

医器販協データベース事務局では、会員様の利便性向上を目的とした｢商品マスタ差分個別配信 

サービス｣を実施しております。サービスの詳細は以下にご案内致します通りです。 

この機会に是非ご検討ください。 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

お申込み随時受付中  
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・・ ・・ ・・ ここんんなな時時ににササーービビススををごご活活用用くくだだささいい   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要な項目が既存型 DB と

新型 DB それぞれに  

あるんだけどな･･･ 

定型の CSV だと項目が

足りないな。  

差分の｢個別配信 (DL)｣がお悩みを 

解決致します！  

定型フォーマットなら無償です！  

また差分を確認し忘れた。  

毎回自分で検索して落とすのも面

倒だし･･･ 

カスタマイズ版なら既存型、新型を問わず、 

項目のチョイスが可能です！  

しかも、ひとつのファイルにまとめてご提供します。 

項目を選択頂く際の参考資料として、項目定義表を別途ご用意しております。  

事務局までご請求ください。 
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ササーービビススのの内内容容   
 

 

1 .  サービスの種 類  

№ サービス名称
サービス
対象DB

内容
有償
無償

配信時期 配信方法

1 定型CSV
既存型DB

新型DB

WEB画面のCSV出力と同じ形式で
ご提供します。項目の選択、出力順序の
指定はできません。

無償
差分更新
ごと

既存型DB用

新型DB用の2種類を
メール配信

2 カスタマイズ版CSV
既存型DB

新型DB

ご希望項目の選択、出力順序の指定が
可能です。別紙オーダーシートに記載
されている項目が選択対象です。

有償
差分更新
ごと

1ファイルに出力
してメール配信

※ 定型CSVの出力項目、出力順序は、別紙｢定型CSV 出力項目一覧表（参考）」をご覧ください。

※ カスタマイズ版CSVの場合、既存型DB、新型DBを問わず、項目の選択、出力順序の指定が可能です。

※ サブマスタ、区分マスタは全てのサービスに付随して、差分更新ごとにメール配信されます。

※ 本サービスの内容は、次回のデータベースシステムリニューアル時に変更、または中止される場合があります。

 

2 .  有 償 サービスの費 用  

№ サービス名称
導入費用

(サービス開始時のみ)

配信費用
(年 間)

備考

1 カスタマイズ版CSV ¥20,000 ¥90,000
配信費用は、ご契約年4月1日から翌年3月31まで
の年間費用となります（単価２,５００円ｘ差分36回分）。

※　費用は全て税込金額です．

※　年度の途中からご契約頂いた場合の年間配信費用は、月割とさせて頂きます。

 

3 .  有 償 サービス費 用 のお支 払 方 法 とサービス開 始 時 期  

お支払方法
申込書到着後、事務局よりご請求書を発行させて頂きます。導入費用、
及び年間配信費用の全額をサービス開始前にお支払いください。

サービス開始時期
差分のメール配信開始は、導入費用、及び年間配信費用のご入金が
確認できました月の翌月最初の差分からとなります。

 

 

4 .  サービスのお申 込 み方 法  

№ サービス名称 お申込み方法

1 定型CSV 別紙｢申込書｣に必要事項をご記入のうえ、FAXにてお申込みください。

2 カスタマイズ版CSV
別紙｢オーダーシート｣のご希望の項目名に出力順序をご記入のうえ、
｢申込書｣と一緒にFAXにてお申込みください。

 

 

 

 

お問合せは、医器販協データベースセンターまでお気軽にどうぞ。 

TEL: 03-3868-8581／FAX: 03-3868-8582 

e-mail: info_sp@jahid.jp 
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差差分分個個別別配配信信ササーービビスス   申申込込書書   
 

 

一般社団法人 医器販協データベースセンター 行 

（FAX番号 03-3868-8582） 

 

 

 

下記の通り、医器販協データベース差分個別配信サービスを申し込みます。 

 

 

サービス開始年月日 

年   月   日以降、初回差分更新発生時より 

 

 

お申込み年月日:      年   月   日 

印

※ 上記e-mailアドレスが差分の配信先となります。配信先アドレスのご指定は、1アドレスのみとなります。

1

2

※ サブマスタ、区分マスタは全てのサービスに付随して、差分更新ごとにメール配信されます。

※ お申込み年月日、及び太枠内の項目を全てご記入の上、FAXにてご送信ください。

※ カスタマイズ版CSVをご希望の場合は、別紙オーダーシートを忘れずに添付願います。

※ 折返しご指定のアドレスにお申込みご確認のメールを送らせて頂きます。

※ サービス対象期間の途中からご契約頂いた場合の年間配信費用は、月割とさせて頂きます。

ＦＡＸ番号

ご担当者様氏名

貴社名

（ご希望のサービス内容に○をお付けください）

お申込み内容

配信先e-mail

（1アドレスのみ）

導入費用

所属部署

電話番号

定型CSV（既存型DB用、新型DBの2種類） 無償

¥20,000

費　用

住所

カスタマイズ版CSV ¥90,000

無償

年間配信費用

 

 

お問合せは、 医器販協データベースセンターまでお気軽にどうぞ。 

TEL: 03-3868-8581／FAX: 03-3868-8582 

e-mail: info_sp@jahid.jp 



カ ス タ マ イ ズ 版 C S V　オ ー ダ ー シ ー ト （ 最 終 シ ー ト 右 下 に シ ー ト 記 入 例 が あ り ま す ）

既存型 新型 既存型 新型 既存型 新型

1 － 品番 45 材料償還請求区分 あり あり 96 あり なし

2 － 品名 46 医事コード あり あり 97 あり あり

3 － 価格 47 医事名称 なし なし 98 あり あり

4 － 価格単位 48 分類コード あり あり 99 あり なし

5 － コメント 49 償還価格算定留意事項 なし あり 100 あり あり

1 あり あり 50 償還請求備考 あり あり 101 あり あり

2 なし なし 51 償還価格合計 あり なし 102 あり あり

3 あり あり 52 （現）償還分類コード あり なし 103 あり なし

4 あり あり 53 （現）償還分類番号 なし あり 104 あり あり

5 あり あり 54 （現）特定保険医療材料名 あり あり 105 あり あり

6 あり あり 55 （現）償還分類適用開始日 あり あり 106 あり なし

7 なし あり 56 （現）償還分類価格 あり あり 107 あり あり

8 あり あり 57 PI-0の保険償還単位数 あり あり 108 あり あり

9 あり あり 58 PI-0の算定単位 なし あり 109 あり あり

10 あり あり 59 PI-0の償還価格 あり あり 110 あり なし

11 あり なし 60 （旧）償還分類コード あり なし 111 あり あり

12 なし あり 61 （旧）償還分類番号 なし あり 112 あり あり

13 なし なし 62 （旧）特定保険医療材料名 なし あり 113 あり なし

14 なし あり 63 （旧）償還分類適用開始日 あり あり 114 あり あり

15 なし なし 64 （旧）償還分類価格 あり あり 115 あり あり

16 あり あり 65 （新）償還分類コード なし なし 116 あり あり

17 あり あり 66 （新）償還分類番号 なし あり 117 あり なし

18 あり なし 67 （新）特定保険医療材料名 なし あり 118 あり あり

19 あり なし 68 （新）償還分類適用開始日 なし あり 119 あり あり

20 あり あり 69 （新）償還分類価格 なし あり 120 あり なし

21 あり なし 70 医療機関最小購入単位梱包インジケータ あり あり 121 あり あり

22 あり あり 71 製造業者最小出荷単位梱包インジケータ あり あり 122 あり あり

23 あり あり 72 製造業者最小出荷単位数量 あり なし 123 あり あり

24 あり あり 73 製造業者最小出荷単位呼称 なし なし 124 あり なし

25 あり あり 74 製造業者最小出荷個装単位呼称 なし なし 125 あり あり

26 あり あり 75 PI-0個装：梱包識別インジケータ あり なし 126 あり あり

27 あり あり 76 PI-0個装：梱包識別インジケータ付商品コード あり あり 127 あり なし

28 あり あり 77 PI-0個装：梱包数（入数） あり あり 128 あり あり

29 あり あり 78 PI-0個装：単位コード あり なし 129 あり あり

30 なし なし 79 PI-0個装：単位呼称 あり あり 130 あり あり

31 あり あり 80 PI-0個装：数量（PI0の単位の総数量） あり あり 131 あり なし

32 あり あり 81 PI-0個装：バーコード表示有無 あり あり 132 あり あり

33 あり あり 82 PI-1：中箱・外箱梱包識別インジケータ あり なし 133 あり あり

34 あり あり 83 PI-1：梱包識別インジケータ付商品コード あり あり 134 あり なし

35 あり あり 84 PI-1：梱包数（入数） あり あり 135 あり あり

36 あり あり 85 PI-1：単位コード あり なし 136 あり あり

37 あり あり 86 PI-1：単位呼称 あり あり 137 あり あり

38 なし あり 87 PI-1：数量（PI0の単位の総数量） あり あり 138 あり なし

39 なし あり 88 PI-1：バーコード表示有無 あり あり 139 あり あり

40 なし あり 89 PI-2：中箱・外箱梱包識別インジケータ あり なし 140 あり あり

41 あり あり 90 PI-2：梱包識別インジケータ付商品コード あり あり 141 あり なし

42 あり あり 91 PI-2：梱包数（入数） あり あり 142 あり あり

43 なし あり 92 PI-2：単位コード あり なし 143 あり あり

44 あり あり 93 PI-2：単位呼称 あり あり 144 あり あり

94 PI-2：数量（PI0の単位の総数量） あり あり 145 あり あり

95 PI-2：バーコード表示有無 あり あり

オーダー
記入欄

オーダー
記入欄

№
定型CSV出力有無

旧希望小売価格

№ 項目名称
定型CSV出力有無定型CSV出力有無 オーダー

記入欄
№項目名称

希望小売価格適用日

希望小売価格梱包インジケータ

※システム内部の管理項目のため
固定出力項目となります。

価格区分

JANコード

旧JANコード

販売名

商品名

税率区分

承認番号／届出番号

JMDN管理コード

JMDNコード

一般的名称

クラス分類

特定保守管理区分

設置管理区分

修理区分

生物由来製品区分

使用区分

滅菌区分

滅菌種別

毒劇区分

保管区分

添付文書包装単位梱包インジケータ

添付文書情報管理コード

使用単位：個装単位呼称

製品番号

カタログコード

検索用製品番号

製造販売業者コード

商品名略称

レコード管理番号

商品区分

アイテム管理番号

旧アイテム管理番号

製造販売業者名

国内総販売元業者コード

規格

規格（半角）

使用単位：数量

使用単位：単位コード

使用単位：単位呼称

国内総販売元業者名

希望小売価格

項目名称

PI-6：数量（PI0の単位の総数量）

PI-6：単位呼称

PI-6：単位コード

PI-6：梱包数（入数）

PI-6：梱包識別インジケータ付商品コード

PI-6：中箱・外箱梱包識別インジケータ

PI-5：バーコード表示有無

PI-5：数量（PI0の単位の総数量）

PI-5：単位呼称

PI-5：単位コード

PI-5：梱包数（入数）

PI-5：梱包識別インジケータ付商品コード

PI-5：中箱・外箱梱包識別インジケータ

PI-4：バーコード表示有無

PI-4：数量（PI0の単位の総数量）

PI-4：単位呼称

PI-4：単位コード

PI-4：梱包数（入数）

PI-4：梱包識別インジケータ付商品コード

PI-4：中箱・外箱梱包識別インジケータ

PI-3：バーコード表示有無

PI-3：数量（PI0の単位の総数量）

PI-3：単位呼称

PI-3：単位コード

PI-3：梱包数（入数）

PI-3：梱包識別インジケータ付商品コード

PI-3：中箱・外箱梱包識別インジケータ

PI-8：数量（PI0の単位の総数量）

PI-8：単位呼称

PI-8：単位コード

PI-8：梱包数（入数）

PI-8：梱包識別インジケータ付商品コード

PI-8：中箱・外箱梱包識別インジケータ

PI-7：バーコード表示有無

PI-7：数量（PI0の単位の総数量）

PI-7：単位呼称

PI-7：単位コード

PI-7：梱包数（入数）

PI-7：梱包識別インジケータ付商品コード

PI-7：中箱・外箱梱包識別インジケータ

PI-6：バーコード表示有無

商品画像ページリンク先

PI-9：バーコード表示有無

PI-9：数量（PI0の単位の総数量）

PI-9：単位呼称

PI-9：単位コード

PI-9：梱包識別インジケータ付商品コード

PI-9：中箱・外箱梱包識別インジケータ

PI-8：バーコード表示有無

PI-9：梱包数（入数）
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カ ス タ マ イ ズ 版 C S V　オ ー ダ ー シ ー ト （ 最 終 シ ー ト 右 下 に シ ー ト 記 入 例 が あ り ま す ）

既存型 新型 既存型 新型 既存型 新型

146 なし なし 196 特定保険医療材料名称02 なし なし 244 なし なし

147 なし なし 197 特定保険医療材料略称名02 なし なし 245 なし なし

148 なし なし 198 償還価格02 なし なし 246 なし なし

149 なし なし 199 材料償還請求区分02 なし なし 247 なし なし

150 なし なし 200 医事コード02 なし なし 248 なし なし

151 なし なし 201 医事名称02 なし なし 249 なし なし

152 なし なし 202 特定保険医療材料名称03 なし なし 250 なし なし

153 なし なし 203 特定保険医療材料略称名03 なし なし 251 なし なし

154 なし なし 204 償還価格03 なし なし 252 なし なし

155 なし なし 205 材料償還請求区分03 なし なし 253 なし なし

156 なし なし 206 医事コード03 なし なし 254 なし なし

157 なし なし 207 医事名称03 なし なし 255 なし なし

158 なし なし 208 特定保険医療材料名称04 なし なし 256 なし なし

159 なし なし 209 特定保険医療材料略称名04 なし なし 257 なし なし

160 なし なし 210 償還価格04 なし なし 258 なし なし

161 なし なし 211 材料償還請求区分04 なし なし 259 なし なし

162 なし なし 212 医事コード04 なし なし 260 なし なし

163 なし なし 213 医事名称04 なし なし 261 なし なし

164 なし なし 214 特定保険医療材料名称05 なし なし 262 なし なし

165 なし なし 215 特定保険医療材料略称名05 なし なし 263 なし なし

166 なし なし 216 償還価格05 なし なし 264 なし なし

167 なし なし 217 材料償還請求区分05 なし なし 265 なし なし

168 なし なし 218 医事コード05 なし なし 266 なし なし

169 なし なし 219 医事名称05 なし なし 267 なし なし

170 なし なし 220 特定保険医療材料名称06 なし なし 268 なし なし

171 なし なし 221 特定保険医療材料略称名06 なし なし 269 なし なし

172 なし なし 222 償還価格06 なし なし 270 なし なし

173 なし なし 223 材料償還請求区分06 なし なし 271 なし なし

174 なし なし 224 医事コード06 なし なし 272 なし なし

175 なし なし 225 医事名称06 なし なし 273 なし なし

176 あり なし 226 特定保険医療材料名称07 なし なし 274 なし なし

177 あり なし 227 特定保険医療材料略称名07 なし なし 275 なし なし

178 あり あり 228 償還価格07 なし なし 276 なし なし

179 なし なし 229 材料償還請求区分07 なし なし 277 なし なし

180 なし なし 230 医事コード07 なし なし 278 なし なし

181 あり あり 231 医事名称07 なし なし 279 なし なし

182 あり あり 232 特定保険医療材料名称08 なし なし 280 なし なし

183 あり なし 233 特定保険医療材料略称名08 なし なし 281 なし なし

184 なし あり 234 償還価格08 なし なし 282 なし なし

185 あり あり 235 材料償還請求区分08 なし なし 283 なし なし

186 あり あり 236 医事コード08 なし なし 284 なし なし

187 あり あり 237 医事名称08 なし なし 285 なし なし

188 なし あり 238 特定保険医療材料名称09 なし なし 286 なし なし

189 なし あり 239 特定保険医療材料略称名09 なし なし 287 なし なし

190 なし なし 240 償還価格09 なし なし 288 なし なし

191 なし なし 241 材料償還請求区分09 なし なし 289 なし なし

192 なし なし 242 医事コード09 なし なし 290 なし なし

193 なし なし 243 医事名称09 なし なし 291 なし なし

194 なし なし

195 なし なし

オーダー
記入欄

№ 項目名称
定型CSV出力有無 オーダー

記入欄
№

定型CSV出力有無
項目名称

オーダー
記入欄

№
定型CSV出力有無

項目名称

MEDIS分類コード

MEDIS分類名称

MEDIS登録企業略名

MEDIS初期登録日

MEDIS最終登録日

MEDIS商品名略称

MEDIS商品名

特定保険医療材料名称01

特定保険医療材料略称名01

償還価格01

材料償還請求区分01

医事コード01

医事名称01

製造停止期日

商品分類4：第2分類名称

商品分類4：第3分類コード

商品分類4：第3分類名称

商品分類5：第1分類コード

商品分類5：第1分類名称

商品分類5：第2分類コード

メモ

登録日

更新日

商品分類2：第1分類コード

商品分類2：第1分類名称

商品分類2：第2分類コード

商品分類2：第2分類名称

商品分類2：第3分類コード

商品分類2：第3分類名称

商品分類5：第2分類名称

商品分類3：第1分類名称

商品分類3：第2分類コード

商品分類3：第2分類名称

商品分類3：第3分類コード

商品分類3：第3分類名称

削除日付

商品分類5：第3分類コード

商品分類5：第3分類名称

商品名カナ

出荷開始日

商品分類4：第1分類コード

商品分類4：第1分類名称

商品分類4：第2分類コード

商品分類1：第1分類コード

商品分類1：第1分類名称

商品分類1：第2分類コード

商品分類1：第2分類名称

商品分類1：第3分類コード

商品分類1：第3分類名称

商品分類3：第1分類コード

医事名称12

医事コード12

材料償還請求区分12

償還価格12

特定保険医療材料略称名12

特定保険医療材料名称12

医事コード14

医事コード11

材料償還請求区分11

償還価格11

特定保険医療材料略称名11

特定保険医療材料名称11

医事コード13

医事コード10

材料償還請求区分10

償還価格10

特定保険医療材料略称名10

特定保険医療材料略称名13

特定保険医療材料名称13

医事名称11

特定保険医療材料名称10

医事名称10

医事名称17

医事コード17

材料償還請求区分17

償還価格17

特定保険医療材料略称名17

材料償還請求区分14

償還価格15

特定保険医療材料略称名15

特定保険医療材料名称15

医事名称14

特定保険医療材料略称名16

材料償還請求区分13

償還価格13

医事コード15

償還価格14

特定保険医療材料略称名14

特定保険医療材料名称14

医事名称13

医事名称15

医事コード16

特定保険医療材料名称17

医事名称16

材料償還請求区分16

償還価格16

材料償還請求区分15

特定保険医療材料名称16
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カ ス タ マ イ ズ 版 C S V　オ ー ダ ー シ ー ト （ 最 終 シ ー ト 右 下 に シ ー ト 記 入 例 が あ り ま す ）

既存型 新型 既存型 新型 既存型 新型

292 なし なし 340 特定保険医療材料名称26 なし なし 388 なし なし

293 なし なし 341 特定保険医療材料略称名26 なし なし 389 なし なし

294 なし なし 342 償還価格26 なし なし 390 なし なし

295 なし なし 343 材料償還請求区分26 なし なし 391 なし なし

296 なし なし 344 医事コード26 なし なし 392 なし なし

297 なし なし 345 医事名称26 なし なし 393 なし なし

298 なし なし 346 特定保険医療材料名称27 なし なし 394 なし なし

299 なし なし 347 特定保険医療材料略称名27 なし なし 395 なし なし

300 なし なし 348 償還価格27 なし なし 396 なし なし

301 なし なし 349 材料償還請求区分27 なし なし 397 なし なし

302 なし なし 350 医事コード27 なし なし 398 なし なし

303 なし なし 351 医事名称27 なし なし 399 なし なし

304 なし なし 352 特定保険医療材料名称28 なし なし 400 なし なし

305 なし なし 353 特定保険医療材料略称名28 なし なし 401 なし なし

306 なし なし 354 償還価格28 なし なし 402 なし なし

307 なし なし 355 材料償還請求区分28 なし なし 403 なし なし

308 なし なし 356 医事コード28 なし なし 404 なし なし

309 なし なし 357 医事名称28 なし なし 405 なし なし

310 なし なし 358 特定保険医療材料名称29 なし なし

311 なし なし 359 特定保険医療材料略称名29 なし なし

312 なし なし 360 償還価格29 なし なし

313 なし なし 361 材料償還請求区分29 なし なし

314 なし なし 362 医事コード29 なし なし

315 なし なし 363 医事名称29 なし なし

316 なし なし 364 特定保険医療材料名称30 なし なし ■ オーダーシートのご記入方法
317 なし なし 365 特定保険医療材料略称名30 なし なし 　　・配信を希望される項目の｢オーダー記入欄｣に"出力順序"を算用数字で
318 なし なし 366 償還価格30 なし なし 　　　ご記入ください。
319 なし なし 367 材料償還請求区分30 なし なし 　　・ "出力順序"の1～5番は固定出力項目になります。順序の指定は、"6番"から
320 なし なし 368 医事コード30 なし なし 　　　始めてください。
321 なし なし 369 医事名称30 なし なし

322 なし なし 370 特定保険医療材料名称31 なし なし ■ 記入例
323 なし なし 371 特定保険医療材料略称名31 なし なし

324 なし なし 372 償還価格31 なし なし 既存型 新型

325 なし なし 373 材料償還請求区分31 なし なし 1 － 品番

326 なし なし 374 医事コード31 なし なし 2 － 品名

327 なし なし 375 医事名称31 なし なし 3 － 価格

328 なし なし 376 特定保険医療材料名称32 なし なし 4 － 価格単位

329 なし なし 377 特定保険医療材料略称名32 なし なし 5 － コメント

330 なし なし 378 償還価格32 なし なし 6 1 あり あり

331 なし なし 379 材料償還請求区分32 なし なし 2 なし なし

332 なし なし 380 医事コード32 なし なし 7 3 あり あり

333 なし なし 381 医事名称32 なし なし 4 あり あり

334 なし なし 382 特定保険医療材料名称33 なし なし 8 5 あり あり

335 なし なし 383 特定保険医療材料略称名33 なし なし 6 あり あり

336 なし なし 384 償還価格33 なし なし 7 なし あり

337 なし なし 385 材料償還請求区分33 なし なし 9 8 あり あり

338 なし なし 386 医事コード33 なし なし 9 あり あり

339 なし なし 387 医事名称33 なし なし 10 10 あり あり

償還価格25

材料償還請求区分25

－ － :カテゴリ１

医事名称23

医事コード22

医事名称22

特定保険医療材料名称23

特定保険医療材料名称22

オーダー
記入欄

№
定型CSV出力有無

材料償還請求区分24

償還価格23

材料償還請求区分23

特定保険医療材料名称19

特定保険医療材料略称名19

特定保険医療材料略称名24

償還価格24

定型CSV出力有無

医事コード23

定型CSV出力有無 オーダー
記入欄

№ 項目名称項目名称

医事コード25

オーダー
記入欄

№

医事コード24

医事名称24

特定保険医療材料名称25

償還価格19

材料償還請求区分19

医事コード19

特定保険医療材料略称名25

材料償還請求区分22

特定保険医療材料名称24

特定保険医療材料略称名23

特定保険医療材料名称20

特定保険医療材料略称名20

償還価格20

材料償還請求区分20

医事コード20

医事名称25

償還価格21

材料償還請求区分21

医事コード21

医事名称21

医事名称20

特定保険医療材料名称21

特定保険医療材料略称名21

特定保険医療材料略称名22

償還価格22

特定保険医療材料名称18

特定保険医療材料略称名18

償還価格18

材料償還請求区分18

医事コード18

医事名称18

医事名称19

アイテム管理番号

旧アイテム管理番号

JANコード

特定保険医療材料名称34

医事コード34

項目名称

材料償還請求区分34

医事名称36

医事コード36

材料償還請求区分36

償還価格36

特定保険医療材料略称名36

特定保険医療材料名称36

医事名称35

医事コード35

商品名

商品名略称

償還価格34

特定保険医療材料略称名34

償還価格35

特定保険医療材料略称名35

特定保険医療材料名称35

医事名称34

材料償還請求区分35

※システム内部の管理項目のため
固定出力項目となります。

№
オーダー
記入欄

規格

※システム内部の管理項目のため
固定出力項目となります。

商品区分

レコード管理番号

定型CSV出力有無
項目名称

旧JANコード

販売名
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