
ロジレスとの連携

ebisumartの項目名 ロジレスの項目名

物理名 論理名 備考 受注取込 エンティティ 物理名 論理名 出荷通知 備考

ORDER_NO 受注番号 取込 受注伝票 attr1 属性1

PC_MOBILE_KBN 購入時の端末区分

ORDER_DISP_NO 受注表示番号 取込 受注伝票 code 受注コード

ORDER_DATE 受注日時 取込 受注伝票 ordered_at 受注日時

KESSAI_ID 支払方法 取込 受注伝票 payment_method 支払方法

HAISO_ID 配送方法 取込 受注伝票 delivery_method 配送方法

SEIKYU 請求金額合計 ※ロジレスで計算した合計金額との照合に使用

TAX 消費税

TEIKA_SUM 商品定価

TEIKA_SUM_TAX 商品定価消費税

SHIRE_SUM 仕入金額合計

SORYO 送料 取込 受注伝票 delivery_fee 送料

SORYO_TAX 送料の消費税

DAIBIKI 代引手数料 取込 受注伝票 sundry_fee その他手数料

DAIBIKI_TAX 代引手数料の消費税

MEMBER_WARIBIKI_SUM 会員割引額 取込 受注伝票 discount 割引

POINT_WARIBIKI ポイント使用額 取込 受注伝票 discount 割引

COUPON_WARIBIKI クーポン使用額 取込 受注伝票 usePoint ポイント利用

TAX_RATE 税率 取込 受注伝票 document_rax_rate 伝票の税率

PAYMENT_DATE 入金日

CANCEL_DATE 受注取消日

AUTHORIZATION_FIXED_DATE オーソリ確定日

AUTHORY_STATUS クレジット処理結果ステータス

AUTHORY_DATE オーソリ日

ATOBARAI_STATUS 後払いステータス

DEL_DATE 削除日

SEND_DATE 配送日 受注伝票 finished_at 完了日時 反映

SEND_HOPE_DATE 配送希望日

NEXT_SEND_HOPE_DATE 次回配送予定日

IS_TEIKI_HEADER_FLG 1:定期親受注を示します。

TEIKI_HEADER_ORDER_NO 定期ヘッダ受注番号

YOYAKU_STATUS 予約ステータス

COUPON_ID 利用クーポンID

BIKO 備考 取込 受注伝票 buyer_comment 購入者備考欄

MEMBER_ID 注文者 : 会員ID

L_NAME 注文者 : 姓 取込 受注伝票 buyer_name_1 購入者名1

F_NAME 注文者 : 名 取込 受注伝票 buyer_name_2 購入者名2

L_KANA 注文者 : 姓（カナ） 取込 受注伝票 buyer_name_kana_1 購入者名（かな）1

F_KANA 注文者 : 名（カナ） 取込 受注伝票 buyer_name_kana_2 購入者名（かな）2

ZIP 注文者 : 郵便番号 取込 受注伝票 buyer_post_code 購入者 郵便番号

ADDR1 注文者 : 住所1(都道府県) 取込 受注伝票 buyer_prefecture 購入者 都道府県

ADDR2 注文者 : 住所2(市区町村、番地) 取込 受注伝票 buyer_address_1 購入者 住所1

ADDR3 注文者 : 住所3(ビル、マンション名等) 取込 受注伝票 buyer_address_2 購入者 住所2

TEL 注文者 : 電話番号 取込 受注伝票 buyer_phone 購入者 電話番号

PC_MAIL 注文者 : PCメールアドレス 取込 受注伝票 buyer_email 購入者メールアドレス

MOBILE_MAIL 注文者 : 携帯メールアドレス 取込 受注伝票 buyer_email 購入者メールアドレス ※PCメールアドレスが空のとき使用

SEND_L_NAME 送付先 : 姓 取込 受注伝票 recipient_name_1 お届け先名1



SEND_F_NAME 送付先 : 名 取込 受注伝票 recipient_name_2 お届け先名2

SEND_L_KANA 送付先 : 姓（カナ） 取込 受注伝票 recipient_name_kana_1 お届け先名（かな）1

SEND_F_KANA 送付先 : 名（カナ） 取込 受注伝票 recipient_name_kana_2 お届け先名（かな）2

SEND_ZIP 送付先 : 郵便番号 取込 受注伝票 recipient_post_code お届け先 郵便番号

SEND_ADDR1 送付先 : 住所1(都道府県) 取込 受注伝票 recipient_prefecture お届け先 都道府県

SEND_ADDR2 送付先 : 住所2(市区町村、番地) 取込 受注伝票 recipient_address_1 お届け先 住所1

SEND_ADDR3 送付先 : 住所3(ビル、マンション名等) 取込 受注伝票 recipient_address_2 お届け先 住所2

SEND_TEL 送付先 : 電話番号 取込 受注伝票 recipient_phone お届け先 電話番号

SEND_MAIL 送付先 : PCメールアドレス

SEND_HOPE_DATE 配送希望日 取込 受注伝票 delivery_preferred_date お届け希望日

SEND_HOPE_TIME 配送希望時間帯 取込 受注伝票 delivery_preferred_time_zone お届け希望時間帯

SHIP_SLIP_NO 伝票番号 受注伝票 delivery_tracking_number 配送追跡番号 反映

POINT_USE 注文時に使用したポイント数

ADD_POINT_SUM 注文によって付与されるポイント数

PAYMENT_STATUS 受注決済ステータス

VERI_TORIHIKI_ID 決済取引 取引ID

SAVED_CARD_DUMMY_ORDER_FLG クレジットカード : ダミーフラグ

SAVED_CARD_VERI_TORIHIKI_ID クレジットカード : 取引ID

SYOUKAI_NO 決済取引 照会番号

ADMIN_UPDATE_USER_ID 管理ツールでの更新者のユーザID

ORDER_MAIL_DATE 受注確認メール配信日

SEND_MAIL_DATE 配送確認メール配信日

CANCEL_MAIL_DATE 取消メール配信日

DOWNLOAD_DATE ダウンロード日

PAYMENT_MONEY 入金額

CREDIT_LIMIT 有効期限

CREDIT_COUNT 分割回数

NETMILE_ADD_POINT_ALL ネットマイル加算ポイント

PAY_LIMIT 払込期限

RECEIPT_NO 受付番号

HARAIKOMI_URL 払込票URL

TEIKI_ORDER_DATE 定期販売受注処理日

TEIKI_SEND_HOPE_MONTHLY_DAY 定期販売毎月配送希望日

TEIKI_YM 定期販売対象年月

TEIKI_KBN 定期販売区分

TEIKI_STOP_DATE 定期販売停止日

FREE_DATE1 受注自由区分1

FREE_DATE2 受注自由区分2

FREE_DATE3 受注自由区分3

FREE_DATE4 受注自由区分4

FREE_DATE5 受注自由区分5

FREE_MAIL_DATE1 受注自由区分1メール配信日

FREE_MAIL_DATE2 受注自由区分2メール配信日

FREE_MAIL_DATE3 受注自由区分3メール配信日

FREE_MAIL_DATE4 受注自由区分4メール配信日

FREE_MAIL_DATE5 受注自由区分5メール配信日

SEISAN_PAGE_ID 精算ページID

ORDER_H_ACCESS_BROWSER_KBN 受注アクセスブラウザ区分

KESSAI_ORDER_ID 決済連携ID

ESCOTTPLUS_AUTHORY_ID e-SCOTT オーソリID 　



AUTO_ALERT_ICON_LIST 自動お知らせアイコン

ORDER_API_STATUS 受注API連携ステータス 1:連携済み, 2:連携エラー

REGIST_USER_ID データ登録者

UPDATE_USER_ID データ更新者

REGIST_DATE データの登録日

UPDATE_DATE データが最後に更新された日

FREE_ITEM1～100

order_details 受注明細

ORDER_NO 受注番号

ORDER_D_NO 明細番号

ORDER_SEND_NO 受注配送番号

ITEM_ID 商品ID

ITEM_NAME 購入時の商品名 取込 受注伝票明細行 article_name 商品名

ITEM_ITEMPROPERTY_CD 購入時の商品バリエーションコード 商品コード+商品バリエーションコードのハイフン区切り 取込 受注伝票明細行 aritcle_code 商品コード

ITEMPROPERTY_LIST 商品バリエーション文字列 商品バリエーションIDのハイフン区切り

TEIKA 購入時の値段（単価） 取込 受注伝票明細行 price 販売単価

QUANTITY 商品の個数 取込 受注伝票明細行 quantity 販売数量

LOT_COUNT ケース数

OUTPUT_FLG 出力フラグ

ITEM_SERIAL_NO_LIST シリアル番号のカンマ区切りのリスト

ADD_POINT 加算ポイント

SHIRE_PRICE 仕入金額

MEMBER_WARIBIKI 会員割引額

ITEM_DOWNLOAD_URL ダウンロードURL

ITEM_DOWNLOAD_COUNT ダウンロード回数

ITEM_DOWNLOAD_LIMIT ダウンロード有効期限

OPTION_PARENT_ORDER_D_NO オプション商品対象受注明細番号

SET_ITEM_FLG セット商品フラグ

FREE_ITEM1～100

send_data 受注配送先

ORDER_NO この配送先が紐づく受注の受注番号

ORDER_SEND_NO この配送先 : 番号

SEND_L_NAME 配送先 : 姓

SEND_F_NAME 配送先 : 名

SEND_L_KANA 配送先 : 姓（カナ）

SEND_F_KANA 配送先 : 名（カナ）

SEND_ZIP 配送先 : 郵便番号

SEND_ADDR1 配送先 : 住所1(都道府県)

SEND_ADDR2 配送先 : 住所2(市区町村、番地)

SEND_ADDR3 配送先 : 住所3(ビル、マンション名等)

SEND_TEL 配送先 : 電話番号

SEND_HOPE_DATE 配送希望日

SEND_HOPE_TIME 配送希望時間帯

SEND_DATE 配送日

SEND_MAIL_DATE 配送メール送信日

SEND_SORYO 配送先 : 送料

SHIP_SLIP_NO 宅配伝票番号

FREE_ITEM1～100



metadata 受注ヘッダに紐づくメタデータ


