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第1章 基本仕様 

定期購入機能 
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1-1.機能概要 
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定期購入機能とは？ 

定期購入機能とは、決められた一定のサイクルで商品の受注情報を計

上するための機能です。 

毎日午前1時（※）に、バッチ処理（自動更新プログラム）がサーバー上

で動作して、定期購入該当者のデータを受注情報として計上し、次の定

期購入情報を同時に作成します。 

また、ユーザーはマイページで、定期購入に関する変更依頼を管理者

側に送信することができます。住所変更や配達サイクル等の変更があ

れば、問合せることができます。 

受注情報 

①定期購入商品を購入 

③毎日午前1時にバッチ処理 
※該当する定期購入情報を受
注情報に計上 

②定期購入情報蓄積 

定期購入情報 

④ユーザーへ定期購入商
品が配送される 

※バッチ処理の時間は変更できます。 
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第2章.定期購入商品：購入までの流れ 
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第2章 定期購入商品：購入までの流れ 

定期購入機能 
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2-1.設定・表示 
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商品登録時に商品ステータスで、「定期購入」にチェックを入れると、
商品表示の際に「定期購入」のラベルが表示されます。（図参照） 

「定期購入」のラベルが表示 

【TOPページ】 

【商品一覧ページ】（デフォルト） 

「定期購入」のラベルが表示 

管理画面で商品ステータス 
「定期購入」を設定 
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2-2.詳細ページでの見え方 
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定期購入商品の詳細画面では、定期購入商品とわかるように注意
書き・購入ボタンを定期購入用に変更しています。（右図参照） 

「定期購入商品」の注釈 

「定期購入」の購入ボタン 

商品一覧から定期購入商品を選択 

商品詳細ページ 

現在のカートの中 

会員登録（非ログイン時） 

お届け先の指定 

お支払い方法・お届け日時等の指定 

購入内容確認 

購入完了 

「定期購入」のラベルが表示 
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2-3.カートに入れた時の見え方 
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定期購入商品をカートに入れると、右図のように表示されます。 

商品一覧から定期購入商品を選択 

商品詳細ページ 

現在のカートの中 

会員登録（非ログイン時） 

お届け先の指定 

お支払い方法・お届け日時等の指定 

購入内容確認 

購入完了 

「定期購入商品」の場合 

「通常購入商品」の場合 

定期購入商品が含まれている
場合に表示されます。 

管理画面＞商品管理＞定期購入設定＞その他定期購入設定 
 
注意文編集の「カートの中のページで出す注意文」項目にて 
編集することができます。（HTML 入力可） 

カートの中のページで出す注意文 
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2-4.会員登録（非ログイン時） 
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商品一覧から定期購入商品を選択 

商品詳細ページ 

現在のカートの中 

会員登録（非ログイン時） 

お届け先の指定 

お支払い方法・お届け日時等の指定 

購入内容確認 

購入完了 

「会員登録をせずに購入する」を 
クリックするとエラー表示されます。 

定期購入商品を購入するには、会員登録が必須となります。 
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2-5.お届け先の指定 
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お届け先の指定を行います。 

商品一覧から定期購入商品を選択 

商品詳細ページ 

現在のカートの中 

会員登録（非ログイン時） 

お届け先の指定 

お支払い方法・お届け日時等の指定 

購入内容確認 

購入完了 
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2-6.お支払い方法・お届け日時等の指定 
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お支払い方法、お届け日時等の指定を行います。 

商品一覧から定期購入商品を選択 

商品詳細ページ 

現在のカートの中 

会員登録（非ログイン時） 

お届け先の指定 

お支払い方法・お届け日時等の指定 

購入内容確認 

購入完了 

管理画面＞商品管理＞定期購入設定＞その他定期購入設定 
 
配送日関連設定の配達日指定欄にて設定することができます。 

お届け日の間隔設定 
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2-7.購入内容確認画面 
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購入内容の確認を行います。 

商品一覧から定期購入商品を選択 

商品詳細ページ 

現在のカートの中 

会員登録（非ログイン時） 

お届け先の指定 

お支払い方法・お届け日時等の指定 

購入内容確認 

購入完了 

管理画面＞商品管理＞定期購入設定＞その他定期購入設定 
 
注意文編集の「購入確認のページで出す注意文」項目にて 
編集することができます。（HTML 入力可） 

購入確認のページで出す注意文 



©aratana Inc. 

2-8.購入完了 

12 

購入完了後、購入者へメールが自動配信されます。 

商品一覧から定期購入商品を選択 

商品詳細ページ 

現在のカートの中 

会員登録（非ログイン時） 

お届け先の指定 

お支払い方法・お届け日時等の指定 

購入内容確認 

購入完了 

購入者へメール自動配信 
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第3章.マイページでの表示・変更依頼 
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第3章 マイページでの表示・変更依頼 

定期購入機能 
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3-1.定期購入商品一覧 
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マイページで定期購入商品の一覧を確認することができます。 

注文確定日を過ぎていなければ、内容変更依頼を行うことがで
きます。 

注文確定日は、管理画面：定期購入設定にて、お届け予定日
時の○○日前に確定と設定できます。 

管理画面＞商品管理＞定期購入設定＞その他定期購入設定 
 
注意文編集の「マイページで出す注意文2（定期購入履歴） 」 
項目にて編集することができます。（HTML 入力可） 

内容変更依頼 
（次ページ）へ 

マイページで出す注意文 

注文確定日について 
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管理画面＞商品管理＞定期購入設定＞その他定期購入設定 
 
注意文編集の「マイページで出す注意文2（定期購入履歴） 」 
項目にて編集することができます。（HTML 入力可） 

3-2.内容変更依頼 
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【変更依頼内容】 

定期購入で未確定のデータに対して、内容変更依頼をかけるこ
とができます。ここでの依頼は、あくまで「依頼」であって管理者
に変更依頼を送信するのみとなります。 

マイページで出す注意文 
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第4章 受注情報管理 

定期購入機能 
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4-1.受注管理の定期購入メニュー 
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定期購入で受注した情報は、確定しているデータと未確定の
データの2つのデータができあがります。 

確定済みのデータは、通常の購入商品と同じように受注管理で
情報を閲覧・変更できます。 

未確定受注（定期購入で次回以降に受注予定のデータ）は「定
期購入発送管理」で情報を閲覧・変更します。 

お客様がマイページから依頼する、「変更内容依頼」の情報が閲
覧・変更できます。 

【受注管理】 確定済み受注情報 

【定期購入発送管理】 未確定受注情報 

【定期購入お問合せ管理】 



©aratana Inc. 

4-2.定期購入発送管理 
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定期購入発送管理では、未確定の購入情報（次回以降の定期
購入情報）を閲覧・修正を行います。 

検索結果の「編集」ボタンで受注情報の編集画面が表示される
ので、該当箇所を変更しましょう。 

【定期購入発送管理：受注履歴編集】 

現在の未確定購入情報を確定情報（いわゆる受注データ）として
即時計上する場合に用います。 
そのタイミングで、次の定期購入の情報も同時に作成します。 

注文化 
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4-3.受注履歴編集で変更後 
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定期購入発送管理の受注履歴編集画面で変更を行うと、情報欄
の最下部のメモ欄に、変更した記録（ログ）が残ります。 

 

 

 

※配達日指定の日付について 

 定期購入発送管理の受注履歴編集内では変更できますが、  

 受注管理メニューの受注履歴編集内では、変更できません。 

例）日付を4/5から4/6に変更
して保存してみる。 

変更後に情報を確認すると、
記録が残っている。 
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4-4.定期購入お問合せ管理 
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ユーザーがマイページから、「内容変更依頼」（3-2.内容変更依
頼参照）を行った情報を閲覧・訂正することができます。 

長い文章は「…」がついて省略されますが、 
マウスオーバーすると全文を見ることができます。 

【定期購入お問合せ管理：レビュー編集】 
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4-5.定期購入お問合せの確認 
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定期購入に関するユーザーからの問合せ（内容変更依頼メー
ル）が送信された場合、未読の件数が管理画面のトップページに
表示されます。 

未読件数が表示されます。 
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FAQ [Frequently Asked Questions] 

Q. 累進割引の設定は行えますか？ 

A) お客様の扱う商材や計算方法によって異なりますので、パッケージ化しておりません。 
    カスタマイズによる導入実績はございますので、一度ご相談ください。 

Q. 受注後の注文情報について、金額変更はできますか？ 

A) 以下2パターンの設定方法がございます。①もしくは②のいずれかの方法でご対応ください。 
 
    ①次回の受注から、常に変更後の金額で受注を確定する場合 
    ⇒定期購入発送管理の受注履歴編集内で金額を変更すると、次回の注文確定分から変更後の金額で受注情報が作成されます。 

 
    ②今回の受注分だけ金額を変更する場合 
    ⇒受注管理の受注履歴編集内で金額を変更すると、今回の受注分だけ金額変更後の受注となります。 
     ※定期購入発送管理にある次回の注文以降は、元の金額のまま受注情報が作成されます。 

Q. 受注後の注文情報に、商品の追加・変更はできますか？ 

A) 受注済の受注管理にある注文や定期購入発送管理にある注文は商品追加・変更はできません。 
    もし、受注管理の受注で商品追加や変更が必要になった場合は、以下2パターンの設定方法がございます。 
    ①もしくは②のいずれかの方法でご対応ください。 

 
    ①受注をキャンセルし、新規受注入力にて新しく注文を作成する（クレジットカード以外の決済に限る）。  
    ②新しくフロント側でお客様に購入し直していただく。 

Q. 管理画面の新規受注入力画面から、決済代行会社が提供している決済（クレジットカード、コンビニ、ATM、銀行ネット決済など）にて 
  新規受注情報を作成することはできますか？ 

A) 新規受注入力では、決済代行会社が提供している決済（クレジットカード、コンビニ、ATM、銀行ネット決済など）は利用できません。  
    決済代行会社が提供している決済を利用したい場合は、お客様のお手元で直接購入いただいてください。 

22 
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FAQ [Frequently Asked Questions] 

A) 以下2パターンの設定方法がございます。①もしくは②のいずれかの方法でご対応ください。 
 
    ①定期購入発送管理の対応状況（ステータス）を「キャンセル」に変更し、再開する際にステータスを元に戻してください。 
    ②定期購入発送管理の配送予定日を数カ月先に設定し、再開する際に配送予定日を変更（もしくは手動で注文化）してください。 

  

Q. ポイント付与率を設定している場合、2回目以降の注文情報にポイントは自動で付与されますか？ 

A) 定期の受注の場合、初回注文にはポイントが付与されますが、2回目以降の注文についてはポイントが付与されません。 
   もし、2回目以降も引き続きポイントを付与する仕組みに変更したい場合は、プログラムの調整が必要です。 
   カゴラボサポートチームにご相談ください。 

23 

Q. 受注後の定期購入を一旦停止することはできますか？ 
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お問合せ・改訂履歴 [History] 

お問合せ先 改訂履歴 

0120-713-362 [ フリーダイヤル ] 

【お電話によるお問合せ[  カゴラボサポートセンター ] 】 

https://www.cagolab.jp/contact/index.html 
【Webフォームによるお問合せ】 

0985-23-3362 [ 携帯電話の方はこちら ] 

電話受付サポート時間は、平日（月～金曜日）の10:00～18:00となっております。 
ご了承ください。 

2012年02月28日 ver.1.0.0 
初版発行 

2012年06月07日 ver.1.0.1 
FAQ記事追記・細かい文言修正 

2014年08月08日 ver.1.0.2 
FAQ記事追記・細かい文言修正 

24 

https://www.cagolab.jp/contact/index.html

