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スタートアップマニュアルは、価格＆在庫最適化エンジンを初めて利用するにあたり、必要最
低限の情報を掲載しております。詳細については、別途本マニュアルもご確認頂きながらご利
用頂きますようにお願い致します。

スタートアップマニュアルについて
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１．サービス概要：サービス概要

■概要

価格＆在庫最適化エンジンは、楽天が提供する独自のアルゴリズムを活用し、需要予測に応
じた最適価格の計算と価格の更新を行えるサービスで、 item Robotの機能を使い利用する
ことができます。
（*ご利用には別途、お申込みが必要になります。）

独自ロジック
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価格＆在庫最適化エンジンには「売上・利益最大化」と「在庫削減」という2つのメニュー（価格&在庫最適化
エンジンでは「モデル」と表現されています）があり、最適価格の計算を行う際に重視する項目と価格の動き
方が異なります。

売上・利益最大化 在庫削減

提案価格
適用開始

ア
ク
セ
ス

販
売
価
格

提案価格
適用開始

在
庫

在庫削減
目標期限

• 価格に対する売上の反応を随時分析し、値下げ・
値上げを適宜行いながら、売上や利益の最大化を
図ります。

• 在庫残高は最適価格の計算に影響はありません。

• 適切なタイミングで価格の値下げを行い、不要な
値引きや機会損失を回避しながら、在庫削減目標
期限までに在庫削減が最大となるようにします。

販
売
価
格

１．サービス概要： 「価格＆在庫最適化モデル」について

※他のデータも参照
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item Robotに消費税の設定を行い、楽天市場のショップ設定を行います。
（※楽天市場以外のモールでは利用できません）

item Robotに商品データを登録します。

商品データにコスト（商品原価）を入力します。
（※このコストデータを考慮して価格の計算を行います。）

価格最適化モデルを作成し、価格提案の目的などを指定します。複数店運営の場合でも、
１つの価格最適化モデルで利用することも可能です。

作成した価格最適化モデルにどの商品を適用するかを指定します。
（毎日21時～24時にデータ取り込み、翌日6時頃item Robotに価格の提案

価格は自動的にアップロードできます。また価格を確認してからアップロードする手動アップロードも選択
できます。設定は「価格最適化モデル」で指定できます。

２．価格＆在庫最適化エンジン（ ）ご利用の流れ

ご利用までの流れは以下となります。

価格の反映

価格＆在庫最適化

モデル作成

モデルと商品の
紐づけ

コストデータ
登録

商品データ
登録

基本情報設定
ショップ設定

送料コストグループを登録します。※任意推奨です。
（※次のコストデータの登録で送料コストを指定する場合は、登録が必要です）

送料コストグループ

登録
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３．ショップ設定： で消費税の設定 (基本情報設定)

① 基本管理＞基本情報管理をクリックしてください
② 「消費税」「消費税率」「消費税の計算方法」を設定して下さい。
※RMSの「消費税計算方法」と設定を同じにしてくださいにして下さい。

RMS基本情報設定消費税計算方法
1

2
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３．ショップ設定： に楽天ショップを登録

① 基本管理＞ショップ情報管理をクリックしてください。
② 設定対象店舗の「編集」をクリックして下さい
③ 「FTPユーザー名」と「FTPパスワード」にRMSのFTPユーザー名/パスワードを入力してください。
④ 「更新する」をクリックして下さい。
⑤ 入力内容を確認し「更新」をクリックして下さい。

■FTPユーザー名/パスワードの設定：
FTPユーザー名及びパスワードがご不明な場合は、ショップ内でご利用の方がいない
ことをお確かめの上
RMS内 ＞ 7.拡張サービス一覧 ＞ FTPサーバー用パスワード変更 から新しく
パスワードをご設定ください。

※RMSでパスワード変更された場合は、item Robot上の設定も忘れずに変更を
行ってください。パスワードが一致しないと、楽天市場への商品のアップロードを行う
ことができません。

1 2
3

4

5

ーTipsー
APIを設定していただくと、価格&在庫最適化エ
ンジンのデータがエラーなくRMSに反映される
ようになりますので、是非設定ください。
▼API設定方法

https://www.hunglead.com/item-robot-

manual/startup/03/

https://www.hunglead.com/item-robot-manual/startup/03/
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４．商品データ登録：全商品自動一括
のご利用が始めての方で商品登録数が 万点以下の場合

① 左メニューの商品管理 > CSVインポートをクリックして下さい。CSVインポートのページに遷移します。
② 「インポートの設定」をクリックしてください。ポップアップ画面が表示されます。
③ インポート設定を行ってください
④ 「楽天商品マスタ―自動インポート」をクリックしてください。RMSに登録されている商品情報がItem

Robotに登録されます。
※一度自動インポートを行うと30日間は利用することはできません。自動インポート後30日以内に新商
品など新しい商品をItem Robotに登録されたい場合は次ページのCSVでの登録を行ってください。

Item Robotに登録する商
品を「全商品」にするか
「販売中の商品」のみに
絞るか選択ください。

「メインデータとしてイ
ンポート」を選択してく

ださい。

1

2

3

4
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４．商品データ登録： 登録
のご利用が始めての方で商品登録数が 万点を超える場合）

Item Robot無料プランでは商品点数の上限が10万点のため、商品数が10万点以上の場合は以下のご対応をよろし
くお願いいたします。
① RMSより商品情報をCSVでダウンロードしてください。
② 10万点以下になるように商品を選び、選んだ商品でCSVインポートを行い、Item Robotに商品を登録ください。

商品管理 > CSVインポート＞楽天CSVインポートから
CSVデータをインポートして商品登録を行ってください。

RMSから商品情報のCSVダウンロードを行ってください。
RMSから商品情報をダウンロードする方法こちらを参照く
ださい。※必要項目はP15を参照ください。

①CSVダウンロード画面 ②CSVインポート画面

価格＆在庫最適化エンジン
のみを利用する場合

※1 インポートする際は商
品情報インポートのみで問題
ありません。カテゴリ情報イン
ポート等は不要です。

※2 1店舗の利用の場合は
「ショップタブにデータをコピー
する」はチェック不要です

※３ 画像の取込みは不要
です。

https://navi-manual.faq.rakuten.net/item/000039424
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【参考】４．商品データ登録：商品登録に必要な項目

CSVインポートでItem Robotに商品を登録する際に最低限必要な項目は「商品管理番号（商品
URL）」「商品名」「販売価格」「消費税」「送料」「在庫タイプ」となります。
そのため必要最低限の項目をダウンロードしたい場合は、RMSからダウンロードする際に該当項目のみを選択し

て、CSVダウンロードを行ってください。

CSVダウンロード画面
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５．送料コストグループの入力：送料コストの自動計算機能について

送料コストについては「都道府県別の配送業者へ支払う配送料」を店舗様にご入力頂くことで、楽天側で店舗
様の実質負担の送料コストを算出し、商品原価などのデータも考慮して、商品価格を計算します。

店舗入力項目

配送業者へ
支払う配送料

ユーザーから頂く
送料

店舗の
実質負担の
送料コスト

ー＝

B CA

送料コスト

商品価格

600円

例）

400円200円A

利益

都道府県別の
配送業者へ
支払う配送料

東京都：500円
大阪府：700円

・・・

商品価格構成イメージ 送料コスト計算イメージ

その他費用

商品原価
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５．送料コストグループの入力：送料コストグループの入力について

価格&在庫最適化エンジンに「1オーダーあたりの送料コスト」（その商品を配送する際の都道府県別の配送
料金）を入力いただくと、前ページの説明のように実質の送料を計算したうえで価格の算出を行うことがで
きます。
送料コストグループは複数作成することができるので、サイズや重量ごとに作成してください。
コストデータの入力画面で各商品に割り当てします。

送料コストグループ一覧 送料コストグループコスト入力画面

送料コストグループ名は任意で指定いただ
けます。商品にコストデータを登録する際
に、この名称で選択できます。
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５．送料コストグループの入力：送料コストグループ作成方法

① 左メニューの「価格＆在庫最適化エンジン」＞「送料コストグループ一覧」をクリックしてください。
送料コストグループ一覧ページに遷移します。

② 「新規送料コストグループ追加」をクリックしてください。
③ 「送料コストグループ名」と都道府県別の送料を入力してページ下部の「確認する」をクリックして下さい。
④ 各設定が問題ないか確認したうえで「追加」をクリックしてください

CSV設定不可

1

2
3

4

離島について
は次ページを
参照ください
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５．送料コストグループの入力：送料コストグループのコスト入力例

例では「宅配便(60サイズ)」を使う商品と、「メール便」を使う商品でグループを分けています。

宅配便は地域のよってコストが違う場合、メール便は全国一律のコストとしています。

それぞれのグループを作成し、送料コストを入力します。

その商品を発送する際に、実際に配達業者に支払う配送料を入力してください。(税抜で入力します。)

(ここで入力する値は上限価格や下限価格には影響しません。最適価格計算を行う際に参考にしており、入力いただくことでより推奨価格の最適化を行えます。)
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【参考】５．送料コストグループの入力：送料コストグループの「離島」欄について

送料コストグループに都道府県別以外に「離島」という項目があります。

この「離島」は、楽天市場の「共通の送料込みライン」で送付先が楽天市場が定義する「沖縄・離島等」に該
当する郵便番号の地域です。

価格＆在庫最適化エンジンが推奨価格を計算する(過去の注文履歴から楽天市場の離島に該当した)場合に考慮
されます。(「共通の送料込みライン」を考慮するため参考にしています)

送料コストグループ「離島」

例には以下を入力します。

・各離島の送料コストの平均値
・各離島の送料コストの最大値
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６．コストデータの入力：コストデータの入力について

価格＆在庫最適化エンジンをご利用いただく商品データには「コストデータ」の入力が必須です。
コストデータは、原価や送料等を指し、最適な価格を計算する際に考慮されます。コストデータ
は商品データを登録していないと登録できません。

コストデータ入力画面
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６．コストデータの入力：コストデータ入力項目定義

項目
入力

必須・任意
入力単位 説明

原価 必須 円
• その商品の原価を入力します
• 小数点第5位まで指定することができます。

1オーダーあたり
の送料コスト

任意
（推奨）

グループ名
• 送料コストグループを指定します。※事前に送料コストグループ一覧で作成した送料コストグループ名が
表示されますので、該当するものを選択します。

その他費用
任意

（推奨）
円 or  %

• その他、諸経費や販促費等を入力します。尚、ポイントとクーポン費用については実績に基づき自動で考
慮されるため入力は不要となります。

• （参考）決済利用料等を％で入力されるケースが多くあります。

上限価格 任意 円
• 価格計算は上限価格以下になるように推奨価格を提供します。
※例えば、定価があるような商品は、定価以上の販売価格にならないように、定価を指定します。

下限価格 任意 円 • 価格計算は下限価格以上になるように推奨価格を提供します。

推奨価格の
四捨五入設定

任意 -

• 推奨価格を指定した位で四捨五入します。
• 「商品別に設定しない」「四捨五入しない」・「1の位」・「10の位」の3パターンから選択できます。
• CSVファイルで登録を行う場合は、以下数値に置き換えてご入力ください。
・商品別に設定しない…「0」もしくは空欄
・四捨五入しない…「1」
・1の位…「2」
・10の位…「3」

※％で入力された場合は、販売価格×入力された％でコストが計算されます。 ※消費税別での入力となります。

※任意の項目は設定が不要でしたらブランクで問題ありません。特に「上限価格」・「下限価格」は特別な理由がない限りは入力頂かない方が柔軟
な推奨価格の提供を行うことができます。

以下価格＆在庫最適化エンジンに入力するコストデータになっております。コストデータをItem Robotに登録するにあた
り、個別に登録する方法とCSVで一括で登録する方法があります。方法の詳細は次ページ以降をご確認ください。
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６．コストデータの入力：コストデータの入力方法(個別編集の場合）

①左メニューの商品管理＞新規登録をクリックして下さい。商品登録ページに遷移します。
②コストデータタブをクリックしてください。
③各項目を入力ください（※原価以外は任意項目ですが、価格&在庫最適化エンジン（PIOP）が価格をより正
確に算出できるように、「1オーダー当たりのコスト」と「その他の費用」の入力も推奨しております）
④確認をクリックして、案内に沿って登録を完了してください。

1

2

3

4

送料コストグループの設定で
登録した
内容がプルダウンで選択でき
ます。
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６．コストデータの入力：コストデータの入力方法(CSV一括編集の場合)①/④
ーダウンロード項目の設定

① 左メニュー「基本管理」＞「各種設定」をクリックして下さい。
② 「メインタブの項目設定」で必要項目にチェックをいれページ下部の「設定」ボタンをクリックして下さい。
※「楽天商品番号」「コストデータ 原価」「コストデータ 送料コストグループ」「コストデータ その他の費用（円）」「コストデータ
その他の費用（%）」「コストデータ 上限価格」「コストデータ PIOP価格の四捨五入する桁」「コストデータ 下限価格」は必須となりま
す。その他の項目は必要に応じてチェックを入れてください。

1

2
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６．コストデータの入力：コストデータの入力方法(CSV一括編集の場合)②/④
ー商品データダウンロード

① 左メニューの商品管理 > CSVダウンロードをクリックして下さいCSVダウンロードページへ遷移します。
② 「IRデータダウンロード」の「ダウンロード画面へ」をクリックして下さい。
③ ページ一番下「ダウンロード予約」クリックして下さい。
④ ページ右上「更新」ボタンクリックして下さい。
⑤ 「ダウンロード」ボタンが出てきたらクリックし、CSVをダウンロードして下さい。

1
2

3

4

5

ダウンロードした
ファイルはここか
ら表示可能です。
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６．コストデータの入力：コストデータの入力方法(CSV一括編集の場合)③/④
ーアップロードするファイルの編集

① 前ページでダウンロードしたCSVファイルを開いて下さい。
② 赤枠内の商品別のコストデータを入力して下さい。
③ 編集終了後ファイルを保存して下さい。

ⅰ ⅱ Ⅲ Ⅳ

I. 必須項目です。必ず入力してください。
II. 送料コストグループ登録時に入力した「送料コストグループ名」をそのままご記入ください。
III. 円か％、どちらかを入力してください。ポイント/クーポンコストはシステムで自動考慮するので含めなくて結構です。
IV. CSVファイルで登録を行う場合は、以下数値に置き換えてご入力ください。

・商品別に設定しない…「0」もしくは空欄
・四捨五入しない…「1」
・1の位…「2」
・10の位…「3」

※数値は全て税抜きです。
※必要のない項目は空欄のままでも結構です。
※入力の必要がない項目は列ごと削除することもできます。 項目の説明詳細はこちら

Ⅲ

https://www.hunglead.com/item-robot-manual/13/02_01.html

https://www.hunglead.com/item-robot-manual/13/02_01.html
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６．コストデータの入力：商品コスト入力＆商品と送料テーブルの紐づけ ④ ④
ー ファイルをインポート

① 左メニューの「商品管理」＞「CSVインポート」をクリックして下さい。CSVインポートページへ遷移しま
す。

② インポート対象「IRデータインポート」の「インポート画面へ」ボタンをクリックして下さい。
③ 商品情報インポートの欄より、前ページで作成したファイルを選択して「インポート開始」をクリックして
下さい。

1

2

3
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価格＆在庫最適化エンジンには「売上・利益最大化」と「在庫削減」という2つのメニュー（モデ
ル）があり、各商品にモデルを紐づけることで価格＆在庫最適化エンジンは各商品の最適価格を計
算します。モデル作成/編集方法は次ページ以降を参照ください。

売上・利益最大化 在庫削減

提案価格
適用開始

ア
ク
セ
ス

販
売
価
格

提案価格
適用開始

在
庫

在庫削減
目標期限

• 価格に対する売上の反応を随時分析し、値下げ・値上げ
を適宜行いながら、売上や利益の最大化を図ります。

• 在庫残高は最適価格の計算に影響はありません。

• 適切なタイミングで価格の値下げを行い、不要な値引
きや機会損失を回避しながら、在庫削減目標期限まで
に在庫削減が最大となるようにします。

販
売
価
格

7．モデル作成： モデルとは

※他のデータも参照
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7．モデル作成：モデル作成方法

① 左メニュー 「価格＆在庫最適化エンジン」＞「価格最適化モデル一覧」をクリックして下さい。
② 「新規モデル追加」をクリックして下さい。
③ モデル作成画面に遷移するので、必要項目を入力し、「確認する」をクリックして下さい。
※売上利益最大化モデルを作成する場合は、二行目の「目的」で「売上・利益最大化」を選択し、
在庫削減モデルを作成する場合は、二行目の「目的」で「在庫削減」を選択して下さい。

④ 入力内容を確認し、「追加」をクリックして下さい。

1
2

3

各モデルの設定
項目の詳細につ
いてはP35,P36

を参照ください
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7．モデル作成：モデル説明（売上・利益最大化）

売上と利益のバランスを5段階で設定します。

• 売上重視 ：最小限の利益を確保し、最大限の売上を目指す
• やや売上重視：現状※に近い利益を維持し、売上の最大化を目指す
• 標準 ：現状※の利益率を維持し、売上/利益の最大化を目
指す

• やや利益重視：現状※に近い売上を維持し、利益の最大化を目指す
• 利益重視 ：売上に注力せず、最大限の利益獲得を目指す

※現状とは直近1ヶ月の実績をベースとしております。

• 任意に名前を指定できます

価格更新頻度（1、３、５日）を
指定できます。推奨は1日です。

推奨価格を指
定した位で四
捨五入します

この価格＆在庫最適化モデルの有効または
無効を指定。
無効にすると推奨価格は提案されません。

価格＆在庫最適化エンジンによって計算された推奨価格を、
RMS上に自動的にアップロードするか選択します。
自動アップロードしないを選択した場合は、自動でアップロー
ドされませんので、別途反映させる作業が必要となります。

「売上・利益最大化」を指定した場合に表示。推奨
価格を受ける期間を指定します。期間外になると推
奨価格は計算されません。

価格最適化モデルの編集を行います。ステータスを有効にすると推奨価格の提供が開始されます。

売上・利益最大化メニュー設定項目
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注意：在庫が途中で補充されない商品での利用をお願い致します。在庫が途中で補充をされてしまうと、推奨価格の計算に影響を及ぼし、適正な効果を
得られない可能性があります。

在庫削減の目標を2パターンから選択します。
• 利益確保：原価割れを許容せず、在庫削減を目指す
• 在庫削減：原価割れを許容し、最大限の在庫削減を目指
す

7．モデル作成：モデル説明（在庫削減）

RMS上在庫を削減(在庫数を0

個に)したい日付を入力します。

在庫削減メニュー設定項目

価格最適化モデルの編集を行います。ステータスを有効にすると推奨価格の提供が開始されます。
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7．モデル作成：モデル編集方法

① 左メニュー 「価格＆在庫最適化エンジン」＞「価格最適化モデル一覧」をクリックして下さい。
② 設定内容を変更したいモデルの「編集」をクリックして下さい。
③ 変更されたい箇所を変更し、「確認」するをクリックして下さい。
④ 設定内容を確認し、「更新」をクリックして下さい。

1

2

3

4
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８．モデルと商品の紐づけ（個別編集の場合）

① 左メニュー 「価格＆在庫最適化エンジン」＞「商品価格一覧」をクリックして下さい。
② 検索画面に何も入力せずに「検索する」ボタンをクリック して下さい。
③ モデルを紐づけたい（価格&在庫最適化エンジンを利用したい）商品にチェックを入れてください。
④ 「モデルのマッピング一括編集」をクリック して下さい。
⑤ 紐づけたいモデルを選択して下さい。
⑥ 「確認する」をクリックして下さい。
⑦ 設定内容を確認して、「更新する」をクリックして下さい。

1
2

3

4

5

6

7

一括メニューか
ら一括設定も可
能です。
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８．モデルと商品の紐づけ(CSV一括編集の場合）①/③

① 左メニュー 「価格＆在庫最適化エンジン」＞「商品価格一覧」をクリックして下さい。
② 検索画面に何も入力せずに「検索する」ボタンをクリック して下さい。
③ 「モデルのマッピングCSVダウンロード」をクリックして下さい。
④ 「更新」をクリックして下さい。
⑤ 「ダウンロード」をクリックして下さい。

1
2

3

4

5



39

８．モデルと商品の紐づけ(CSV一括編集の場合）②/③

店舗名 価格最適化モデル名 商品コード

楽天 売上最大化 rakuten_001

楽天 売上最大化 rakuten_002

楽天 売上最大化 rakuten_003

楽天 売上最大化 rakuten_004

楽天 売上最大化 rakuten_005

楽天 売上最大化 rakuten_006

楽天 売上最大化 rakuten_007

楽天 利益最大化 rakuten_008

楽天 利益最大化 rakuten_009

CSV作成イメージ

① 前ページでダウンロードしたファイルの「価格最適化モデル名」に紐づけしたいモデル名を記入してくだ
さい。
（モデル名はP34でモデルを作成した際の「価格最適化モデル名」です）
※どのモデルにも紐づけない商品（価格＆在庫最適化エンジンを利用しない商品）は価格最適化モデル名
を空欄にして下さい。

② ファイルを保存して下さい。
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８．モデルと商品の紐づけ(CSV一括編集の場合）③/③

① 左メニュー 「価格＆在庫最適化エンジン」＞「商品価格一覧」をクリックして下さい。
② 検索画面に何も入力せずに「検索する」ボタンをクリック して下さい。
③ 「モデルのマッピングCSVインポート」をクリックして下さい。
④ 前ページで作成したファイルを選択して下さい。
⑤ 「インポート開始」をクリックして下さい。

1

2

3

4

5
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【参考】８．モデルと商品の紐づけ：商品選定について

もしどの商品を利用するか悩んだ場合は、利用推奨ランクで「売上重視」・「利益重視」に
適した商品、売切り予測日数から「在庫削減」に適した商品の検索することができます。

• 売切り予測日数が長い商品を検索することで
「在庫削減」に適した商品を検索することが
できます。

• ｢売上重視」・「利益重視」に適した商品を
★5段階で検索することができます。

• ★が少ない商品ですと、効果がでるまで時間
を要したり、効果が出にくかったりします。
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ここまでで価格&在庫最適化エンジンの初期設定は終了となります。

次ページ以降で、価格在庫最適化エンジンが算出した価格が自動で
RMSの商品価格を更新しない設定になっていた場合の価格更新方法や、
価格の変更履歴確認方法、レポートの確認方法について説明いたしま
す。
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価格の反映（価格＆在庫最適化モデルで自動アップロードをしないを選択した場合）

価格＆在庫最適化モデルで「自動アップロードをしない」を選択した場合は、価格＆在庫最適化エンジン ＞商
品価格一覧 から推奨された価格をアップロードすることができます。方法は以下となります。
① 検索条件を設定し、「検索する」をクリックして下さい。
② 価格&在庫最適化エンジンが算出した価格である「推奨価格」を確認して下さい。
③ 反映したい商品を選択して、チェックを入力下さい。
④ 楽天ショップへ価格を反映するをクリックして下さい。
⑤ 設定内容を確認し、「アップロード」をクリックして下さい。

※ このアップロードでは「販売価格」「消費税」
のみがアップロードされます。
item Robotに設定している説明文やディレクトリID
などの他の情報はアップロードされません。

1

23

4 5
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価格変更履歴確認方法

価格＆在庫最適化エンジン > 連携履歴 から価格＆在庫最適化エンジンの機能に関連する各種データの送受
信の記録と価格自動反映記録、及び価格手動反映記録を確認することができます。
もしFTPのパスワードが切れているなどの理由で価格の反映が行われていない場合、ステータスという項目
に「エラー終了」と表示されます。その場合はP52「価格がRMSへ反映されない時は・・・」をご確認の上、
ご対応をお願いします。

またRMSに反映された商品価格の履歴（エラー含む）は履歴管理＞アップロード・ダウンロードにあるURL
リンクをクリックしていただくとダウンロードしていただけます。

▼価格＆在庫最適化エンジン > 連携履歴 ▼履歴管理＞アップロード・ダウンロード
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１１．価格＆在庫最適化レポート

価格&在庫最適化エンジン（PIOP）の効果は「価格最適化レポート」ページから確認いただけます。

レポートの見方はこちらをご確認ください。

▼「価格最適化レポート」
ページ遷移方法

▼価格最適化レポートイメージ

https://www.hunglead.com/item-robot-manual/13/05_01.html
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注意事項

インプットデータ
について

• インプットデータ(コストデータ・上限価格・下限価格）について、入力ミスと思われる事象が多く発生し
ております

• インプットデータの内容を基に利益率を計算し、推奨価格を計算しておりますので、インプットデータに
誤りがあると推奨価格にも影響し、効果が出づらくなりますので、ご利用の前に再度ご確認を頂くことを
推奨致します。

• 特に上限価格・下限価格を設定されることで、アウトプットに影響がでているケースが多くありますので、
特段の理由（メーカーからあまり値下げすると指摘される等）がない限りは設定しないことを推奨してお
ります）よく発生しているケースは以下となります。ご注意ください。

① 下限価格＞現行価格で設定されている場合
⇒ 現状の価格よりも値上げをすることしかできなくなります。現状の価格で売れていない商品であっ
た場合でも、値上げをすることしかできないのであまり効果を見込めなくなります。

② 下限価格 ＞トータルのコスト の差が大きい場合
⇒ 推奨価格を提供できる範囲が狭くなるため、効果がでにくくなる可能性があります。

③ トータルのコスト ＞ 上限価格で設定されている場合
⇒ 「売上・利益最大化」のメニューでご利用をされている場合、推奨価格はトータルのコストを割ら
ない範囲で提供されます。このケースの場合、上限価格で価格の提供をすると赤字となるため、エラー
となり推奨価格は提供されません。
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エラー・警告表示機能

「エラー」と「警告」を絞りこむことができます

入力内容に誤りや修正が必要かと思われる場合は、商品価格一覧ページに「エラー」もしく
は｢警告」が表示されますので内容をご確認ください。
※なお、エラー・警告表示は1日1回の更新となります。修正を行っても翌日までエラー・警告表示は消えませんのでご留
意ください。

「エラー」は赤字、「警告」は青字での表示となります。
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価格が へ反映されない時は・・・

①エラーの確認をお願いします

１）履歴管理＞アップロード履歴を確認
https://www.hunglead.com/item-robot-manual/04/08_01.html

２）履歴管理＞楽天FTPエラーログを確認
https://www.hunglead.com/item-robot-manual/04/09_02.html

3) 価格最適化エンジン＞価格最適化レポート＞レポート画面より商品エラーを確認

②モデルの有効期限が切れていないか確認お願いします

・価格＆在庫最適化エンジン＞価格最適化モデル一覧 一覧表から「価格変更期間」を確認

③他システムから価格変更していないか確認お願いします

※他システムと併用利用の店舗様のみ

http://manual.item-robot.com/04/08_01.html
https://www.hunglead.com/item-robot-manual/04/08_01.html
http://manual.item-robot.com/04/09_02.html
https://www.hunglead.com/item-robot-manual/04/09_02.html
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お問合せ先

■操作方法でご不明な点がある場合は、以下コールセンターにお問合せください。

コールセンター【item Robotサポートチーム】誘導
電話番号：050-5533-1899
ガイダンスにて「4」→「0」を選択（平日9時-17時30分）


