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【１(１)】パスワードを設定する。（既にパスワードを設定されている場合は、【１(２)】へ。）

指定メールアドレス宛に、下記メールが届きます。

1つ目のURLをクリックし、右図の画面で、「パスワード」を設定してください。

設定したパスワードは、お手元に保存して管理をしてください。

メールの文面 パスワード設定画面
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①クリック

②設定したいパスワードを入力して

「ログイン」をクリック

※ユーザー名が空欄の場合は、受信した
メールアドレスを「ユーザー名」に入力。

※推奨ブラウザ：

「chrome」「Microsoft Edge」「Firefox」

＜パスワードがわからなくなった場合の手順＞

A 「パスワードをお忘れですか？」をクリック。

＊「ログイン認証ウィンドウ」で次ページに沿って入力。

B メールアドレス欄に指定の登録メールアドレスを入力、

「パスワードをリセット 」を選択し「送信」をクリック。

C 指定のメールアドレスにURLが届き、メールに記載の

「パスワードをリセットする」をクリック。

D 「新規パスワード」を再設定し保存。新パスワードでログイン。

（パスワードはお手元に保存してください）

B
C

D

＜管理画面ログイン画面のURL＞
https://chocotabi-saitama-store.jp/wp-login.php

https://chocotabi-saitama-store.jp/wp-login.php


【１(２)】ログイン認証を入力します。

ログイン後に、ログイン認証ウィンドウが表示されます。下記の入力します。

＜ログイン認証ウィンドウ＞

（使用ブラウザにより表示は異なります。）
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ユーザー名 ：

パスワード ：

saitama

Saitama0500

入力後に、「サインイン」または「OK」をクリックします。

＜管理画面ログイン画面のURL＞
https://chocotabi-saitama-store.jp/wp-login.php

https://chocotabi-saitama-store.jp/wp-login.php


【１(３)】ログインします。

ログイン認証後、下の画面のログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

ログイン画面
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※推奨ブラウザ：

「chrome」「Microsoft Edge」「Firefox」

＜パスワードがわからなくなった場合の手順＞

A 「パスワードをお忘れですか？」をクリック。

＊「ログイン認証ウィンドウ」で次ページに沿って入力。

B メールアドレス欄に指定の登録メールアドレスを入力、

「パスワードをリセット 」を選択し「送信」をクリック。

C 指定のメールアドレスにURLが届き、メールに記載の

「パスワードをリセットする」をクリック。

D 「新規パスワード」を再設定し保存。新パスワードでログイン。

（パスワードはお手元に保存してください）

B
C

D



【２】商品登録画面を開きます。

①左側メニューの【SHOP】商品管理をクリックします。

②ページが切り替わった後に、右側上段の「新規追加」をクリックします。

※ログイン認証ウィンドウが表示される場合、前ページのユーザー名・パスワードを入力してください。
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①

②



【３】「商品名」・「商品説明文」を入力します。
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「商品名」・「商品説明文」を入力します。

記入例

③商品名を入力

④商品説明文を入力

※「原材料アレルギー表示」は、ご入力いただいたフォーマットをもとに
弊会側で入力いたしますので、入力不要です。

オンラインストア内の検索機能は、商品名・商品説明分に含まれ
るワードが検索対象となります。

検索時に有効なワードを、商品説明分に含めると検索にヒットし
やすくなります。

ポイント



【！】機能説明：商品説明文での「各種設定」
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商品説明文の入力欄には、文字以外にURLのリンク、画像の挿入、動画の埋め込み等が設定できます。

＜アイコンの機能説明＞

※右側のタブが「テキスト」の場合は、同機能が下記のように表示されます。



【！】機能説明：商品説明文への「リンクの挿入」
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リンクを挿入することができます。

設定完了後は、「公開」または「更新」をクリックして保存ください。（当マニュアル【１３】参照）

①リンク先URLを記入

⑤ 「リンク先を新しいタブで開く」にチェックをし、「更新」をクリック。

③ マークをクリック

④ マークをクリック

②リンク先URLを選択し、 マークをクリック



【！】機能説明：商品説明文への「画像の挿入」
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画像を挿入することができます。

②「ファイルをアップロード」をクリック。

③「ファイルを選択」をクリック。

④自身の端末に保存された「画像ファイル」選択し、「開く」をクリック

⑤画像の表示サイズの編集を行う場合は、「画像の編集」をクリック

※次ページの手順に沿って編集します。

記入例

※商品画像の登録時は、「商品画像の登録」と表示されます。

※商品紹介画像登録時は、「ギャラリーに追加」と表示されます。

設定完了後は、「公開」または「更新」をクリックして保存ください。（当マニュアル【１３】参照）

⑦「掲載」をクリック

①「メディアを追加を」をクリック。

アップロードする画像は、予めサイズ調整を行った画像をご準備ください。

（縦横比の推奨サイズは、「 横 １６ ： 縦 ９ 」です。

⑥画像を選択し、「代替テキスト」、「画像タイトル」、

「キャプション」、「説明」に商品名や検索キーワード

などを入力。



【！】機能説明：画像の編集
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画像の表示サイズを編集することができます。

②「画像の編集」をクリック

④ 画像トリミング欄に、縦横比「 横 １６ ： 縦 ９ 」と入力

①画像をクリック ※既にアップロードされた画像は「メディアライブラリ」

から選定可能です。

⑤ 画像上で表示したい範囲を、左上から右下にドラッグ、

マウス操作で画像表示のレイアウトを調整

③ 「切り抜き」をクリック

⑧ 編集後の画像をクリック

設定完了後は、「公開」または「更新」をクリックして保存ください。

（当マニュアル【１３】を参照）

⑦ 「保存」をクリック

⑥ 「切り抜き」をクリックし、画像サイズを確定

⑨「商品画像の登録」をクリック（編集完了）



【！】機能説明：商品説明文への「動画の埋め込み方法」
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①既にアップロードされているYouTube動画の画面を右クリック

③商品説明欄の「テキスト」をクリック

④動画の埋め込みコードを貼り付け

設定完了後は、「公開」または「更新」をクリックして保存ください。（当マニュアル【１３】参照）

②埋め込みコードをコピー



【４】商品の「カテゴリー」を選択します。

商品のカテゴリーを選択します。

※この欄は使用しません。

該当ジャンルにチェックを付けます。
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記入例

（１つだけ選択してください）



【５】商品の「タグ」を設定します。

タグとは、商品を説明するキーワードです。商品検索のためのタグを入力し、「追加」をクリックします。

※この欄は使用しません。

商品検索のためのタグ（単語）を
入力し「追加」を押します。

【商品タグ作成について】

商品タグは、任意の文字列を設定し、同じタグを付けた商品を検索することが出来る機能です（ SNSのハッシュタグのイメージで
す）。

当該入力欄は各事業者で自由に入力出来る箇所になりますが、以下の基準、記載例（次ページ）に沿ってご対応ください。

①全商品共通のルールとして、事業者名のタグを作成してください。(株)や(有)は不要です。

（例：株式会社DMO商事 → 「DMO商事」のタグを追加。）

②その他自由にタグを設定してください。（３つまで）

（協会でタグ例を別表にまとめています。この中から選んで入力しても、独自に作成しても構いません。）

※その他、タグは特集記事の作成等の場合に、物産観光協会で追加・修正等させていただきますので、予めご了承ください。
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【商品タグは、次ページの【記載例】を参考に商品タグを設定ください。

記入例



【５】商品の「タグ」を設定します。
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送る相手 シーン 季節のイベント 商品の特徴 商品の種類

家族・親戚へのギフト 大切な日に お正月 お特品・特別割引品 和菓子 埼玉の地酒 うどん 地元の食材
取引先向けギフト 誕生日プレゼント バレンタインデー 定番ギフト 饅頭 日本酒 そば ブランド農産物
友人向けギフト ちょっとしたお礼に ひな祭り 埼玉ご当地グルメ せんべい ワイン 冷凍食品 埼玉県産野菜
海外の方へのギフト お祝いの品 ホワイトデー 埼玉銘菓 草加せんべい ウイスキー 洋風なおかず 埼玉県産果物
女性への贈り物 法事・法要・お供え お花見 150周年記念商品 最中 ビール 米製品 埼玉県産米
男性への贈り物 卒業祝い 新商品アワード 羊羹 クラフトビール 調味料 埼玉県産卵
自分へのご褒美 入学祝い 彩の国優良ブランド品 洋菓子 コーヒー 醤油 乳製品

端午の節句 スポーツ王国・埼玉 ケーキ お茶 味噌 肉製品
母の日 ホテル・旅館商品 チョコレート 狭山茶 スパイス 牛肉
父の日 素材にこだわった贈り物 ゼリー 紅茶 カレー 豚肉
お中元・お歳暮 ずっと大切に使うもの プリン 清涼飲料水 漬物 鶏肉
敬老の日 丁寧な暮らし アイスクリーム 缶詰・瓶詰 花・植物
クリスマス 映えるギフト ドーナツ 伝統工芸品

春の味覚 クッキー・サブレ

夏の味覚
秋の味覚
冬の味覚

【商品タグ作成について 記載例】 下記を参考に商品タグを設定ください。

記入例

「タグ」は、商品詳細ページにこのように表示されます。

青い「タグボタン」をクリックすると、同じタグの付いた商品が表示
されます。

ポイント



【６】商品の「販売者」を設定します。

販売事業者として、自身のアカウントを指定します。

※この欄は使用しません。

販売事業者として、プルダウン
メニューから自身のアカウントを
指定します。

販売者

投稿日時設定
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記入例

※自身のアカウントであることを
ご確認ください。



【７】商品の「公開終了日時」を設定します。

商品の公開を終了する日を指定する場合のみ、設定を行います。
指定ない場合は、ページは公開状態が継続します。

①「投稿の有効期限を設定する」
をチェック

②終了日を入力

※この欄は使用しません。
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記入例

（公開終了日時が、2021年9月30日

12時の場合）



【８】商品の「価格」を設定します。

下段メニューにて、商品の価格を設定します。

セール期間を設定される場合は、セール価格とセール期間を入力します。

※セール価格で販売される場合、割引分の価格は事業者様にてご負担いただきます。
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記入例：

2022年1月31日まで、セール期間と設定し、通常1,000円の
商品を、 セール期間中は割引価格800円で販売する場合。

④「予約」をクリック

⑤セール期間の開始日（9/1）と、終了日(1/31)
を入力

2021-09-01

2022-01-31

記入例

※一般的な商品の場合、税状況は「課税」 となります。

異なる場合のみ「送料のみ」「なし」のいずれかを選択。

⑥税状況を選択

①「一般」をクリック

②標準価格を入力

③割引後価格を入力

⑦税区分を選択

登録する商品に該当する税率を選択してください。
※軽減税率の対象品目：酒類を除く飲食料品。

セール価格を設定した商品は、カテゴリー内の「お買
い得！」に表示されます。

セール価格は赤字で表示されますので、お得であるこ
とが商品一覧で確認することができます。

ポイント



【９】商品の「在庫」を設定します。
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下段メニューにて、商品の在庫を設定します。

在庫管理を行う場合は、「在庫を管理を有効にする」をチェックし、下記を設定します。

①「在庫」をクリック

②最小発注単位を入力（１個から購入できる場合は１と入力）

③在庫状況を選択

⑥在庫数を入力

⑦在庫数低下時の通知のための在庫数を選択

⑤在庫を管理を有効にするにチェック

④注文時の発注数に制限がある場合はチェック



【１０】 商品の「配送」設定をします。

「配送」をクリックし、発送時の重さ、大きさ、送料区分を入力します。
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記入例

※送付区分は、発送業者の送料区分に沿って、プルダウンメニューより選択します。

※送付区分は、下記の発送業者のWebサイトでご確認のうえ、該当するものを指定ください。

https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/customer/send/search/payment/size/

④送料区分を選択

選択項目

③長さ・幅・高さを入力

②重さを入力

①「配送」をクリック

該当する項目がない場合は、一番近いものを選択してください。

なお、１２０サイズ（大きさ１２０ｃｍ または、重さ１５ｋｇまで）を超えるお荷物はお取り扱いできません。

https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/customer/send/search/payment/size/


【１１－１】商品の「バリエーション」を登録します。（サイズ・色などの種類がある商品のみ）

サイズ・色などのバリエーションのある商品は、商品データを「バリエーションのある商品」に切り替えて、「属性」をクリックし、

「カスタム商品属性」の項目で「追加」ボタンをクリックします。（下記A・B・Cの順に選択）

その後、「名前」「値」を入力します。値は複数の場合、|（半角 ）で区切ってください。

（記入例： 名前＝サイズ、値＝S|M|L）

「商品ページ上に表示」、「バリエーションのために使用」にチェックをつけて、「属性を保存」をクリックします。

※複数のバリエーションを登録する場合、上記同様にバリエーションの追加登録が可能です。（例：サイズ×色など）

「バリエーション」を選択して「すべての属性からバリエーションを追加」を選択し「実行」をクリックすると、上記で登録した属性の
組み合わせでバリエーションが作成されます。(例：下記のように、S,M,Lと表示されます。)

各バリエーション（例： S,M,L）をクリックし、価格等をそれぞれ設定します。

※価格が設定されていないバリエーションは商品詳細画面に表示されません。

G

H

I

20（次ページに続く）

B

A

C

D

F

＋

E

※バリエーション設定の上限は、１商品に対して、
20パターン程度を目安とし、超過する場合は、
別商品として設定してください。



各バリエーション（例： S,M,Lのすべて）の価格等の入力後、「変更を保存」をクリックします。

L

J

K

I
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（前ページからの続き）

【１１-２】商品の「バリエーション」を登録します。（サイズ・色などの種類がある商品のみ）

親の配送クラスを必ず選択してください。

推奨としては、１商品に対して、20パターン程度を目安に分けていただけると幸いです。



【１２】商品の「代表的な画像」を登録します。

下段の右側のメニューで、商品の画像（１枚）を登録します。

①「商品画像の登録」をクリック

※この欄は使用しません。

22

②新しいウィンドウが表示されます

③画像を設定します
（当マニュアル７ページ参照）

設定例

「商品画像」に設定した画像は、オンラインストアの商
品一覧ページに表示されます。

ポイント



下段の右側のメニューで、商品の「ギャラリーイメージ画像」を登録します。

①「商品ギャラリーイメージ画像を追加」
をクリック※この欄は使用しません。
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【１３】商品の「イメージ画像」を登録します。

②新しいウィンドウが表示されます

③画像を設定します
（当マニュアル７ページ参照）

※最大10点まで画像登録が可能です。

設定例

「商品ギャラリー」に設定した画像は、オンラインストアの商品詳細ペー
ジ上部に表示されます。
※複数の画像を設定した場合は、スライド式に画像が表示されます。

ポイント



24

【１３】商品ページの「URL」を設定し、「ページ公開申請」をします。

ここまで全ての登録が完了後に、再び「公開」の設定にて、当ページの内容の公開申請を行います。

①ステータス：「レビュー待ち」へ変更

④「公開」または「更新」をクリックすると、当ページの

公開申請が、サイト運営者に送信されます。

※商品ページは、サイト運営者の確認後に公開されます。

②公開日時を指定する場合は、「編集」をクリック 記入例
（公開予定日時が2021年9月10日０時0分の場合）③公開日時を入力して「OK」をクリック



【１４】登録済みの商品を再度編集する。

登録済みの商品登録画を、再度編集する場合は、商品管理で商品検索を行い、対象商品画面を編集します。
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②「商品名」を入力し「商品を検索」をクリック

①

※検索結果から対象商品の「編集」をクリックし、商品登録画面へ遷移します。
商品登録画面から、編集を行っていただけます。

③「編集」をクリック

※編集完了後は、【１３】と同様の方法で「レビュー待ち」を送信してください。


