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受注伝票管理の画面

ネクストエンジン（以下、 NE）の受注伝票管理画面には 9つの受注ステータスがあり、条件に

当てはまる注文が自動的に振り分けられます。

これにより、効率的に受注処理を進めることができます。

受注メールの情報から作

られた仮形式の伝票が入

るステータスです。

入金確認の必要がある伝票

が止まるステータスです。

注文確定した伝票のうち、 確認事

項のある伝票が止まるステータス

です。住所不備など、確認事項がある

場合に該当します。

在庫不足の伝票が止まるステータス

です。主に注文確定後に発注を行う場

合に該当します。

出荷が完了した伝票 が入るス

テータスです。当日出荷した

件数が表示され、翌日になる

と件数はリセットされます。

出荷作業中の伝票が入るステータ

スです。

商品の発売日を待つ伝票 が

止まるステータスです。

納品書の印刷 (出荷作業開始 )を待

つ伝票が止まるステータスです。

当日出荷予定ではない伝票、配送会社

での取り置き期間を考慮した発送を行う

場合に該当します。

出荷作業が開始でき

る伝票が入るステー

タスです。

《新規受付》 《入金待ち》

《確認待ち》 《引当待ち》

《印刷日待》

《発売日待》 《印刷待》

《印刷済み》

《出荷済》
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1) 受注処理
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1) 受注処理 《A》在庫あり商品の場合

①

出荷できる状態

②

EC店舗から新規の受注が入ると自動で [新
規受付]ステータスに受注が入ります。

取り込まれた商品は NE側で在庫が確保され

ます。

以下いずれかの方法で EC店舗で確定した受注を取り込みます。

　　1) 自動取り込み：API
　　2) 手動取り込み：csv
　　3) 1クリック取り込み：有効化

確認不要な受注は出荷できる状態のステータスへ自動的に移動 し、確

認したい受注だけを各ステータスに自動振り分け します。また、各ス

テータスで止める条件は店舗ごとに設定できます。
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①新規受注のリアルタイム取り込み ②確定した受注情報の取り込み



Q. ②確定した受注情報の取り込みが自動で行える店舗はどこですか？　

A. 楽天市場、Yahoo!ショッピング (PayPayモール)、Amazon、au Payマーケット、

　  ポンパレモール、  おちゃのこネット、Shopify*、ショップサーブ、Makeshop、
　  ebay*、BASE*
　  * 自動連携する場合、アプリの利用が必要です。
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1) 受注処理 《A》在庫あり商品の場合

💡 運用の手引き

Q. 実際の運用ではどのステータスに止まることが多いですか？

A.  [確認待ち ]に止まった一部の伝票を確認することがあります。購入者様のコメントや住

所不備などを発送前に確認しますが、頻度は多くありません。
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1) 受注処理 《B》予約商品の場合
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①

出荷できる状態

② ※

EC店舗から新規の受注が入る

と自動で [新規受付 ]ステータス

に受注が入ります。

取り込まれた商品は NE側で在

庫が確保されます。

以下いずれかの方法で EC店舗で確定した受注を取り込みます。

　　1) 自動取り込み：API
　　2) 手動取り込み：csv
　　3) 1クリック取り込み：有効化

確認不要な受注は出荷できる状態のステータスへ自動的に移動 し、

確認したい受注だけを各ステータスに自動振り分け します。また、各

ステータスで止める条件は店舗ごとに設定できます。

①新規受注のリアルタイム取り込み ②確定した新規受注情報の取り込み
※出荷のコントロール

予約品の在庫が納品され、

在庫の入庫を行うことで出荷

できる状態の受注に切り替わ

り、ステータスが進みます。
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1) 受注処理
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Q. ②確定した受注情報の取り込みが自動で行える店舗はどこですか？　

A. 楽天市場、Yahoo!ショッピング (PayPayモール)、Amazon、au Payマーケット、

　  ポンパレモール、  おちゃのこネット、Shopify*、ショップサーブ、Makeshop、
　  ebay*、BASE*
　  * 自動連携する場合、アプリの利用が必要です。

💡 運用の手引き

Q. 予約品の入庫作業はどのように行いますか？

A. 商品管理画面から以下のいずれかの方法で入庫いただけます。

　①SKUごとに画面での入庫登録
　②CSVファイルを利用し一括入庫
　③仕入伝票を作成し入庫

《B》予約商品の場合

https://manual.next-engine.net/main/product/prd_zaiko-touroku/9469/
https://manual.next-engine.net/main/product/prd_zaiko-touroku/12616/
https://manual.next-engine.net/main/product/prd_hatchu-siire/20291/
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1) 受注処理 《C》卸販売の場合

出荷できる状態

卸用の簡易的なECサイトを設けることができるアプリ

『* BtoBオーダー』より注文することで、受注伝票が自動作成され

出荷できる状態の受注が登録されます。

（▶アプリマニュアル）

※各ステータスの条件に当てはまる場合は出荷できない状態と

なり、必要なステータスに止まります。

* BtoBオーダーでは、卸先様をゲストログインさせ 直接、注文いた

だくことが可能です。

店舗様が手動で卸用の受注伝票を作成 すること

で出荷できる状態の受注が登録されます。

※各ステータスの条件に当てはまる場合は出荷

できない状態となり、必要なステータスに止まりま

す。
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アプリ（追加オプション）にて

確定した新規受注情報の”自動”取り込み

（ご参考）

確定した新規受注情報の”手動”取り込み

https://base.next-engine.org/apps/3040/detail/
https://manual.next-engine.net/app/category/btob-order/


10

1) 受注処理
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Q. BtoBオーダーアプリの料金を教えてください。

A. 月額5,000円（税抜）です。詳しくはアプリの説明画面

　  をご確認ください。
　　▶こちら

💡 運用の手引き

Q. 手動で卸用の受注伝票を作成する操作方法について教えてください。

A. 詳しくはマニュアルの操作方法をご確認ください。

　　▶こちら

参考：BtoBオーダーアプリ画面

《C》卸販売の場合

https://base.next-engine.org/apps/3040/detail/
https://manual.next-engine.net/main/orders/ord_torikomi-shori/juchu_torikomi/juchu_oroshi/11085/
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1) 受注処理 《D》ドロップシッピングの場合

①

出荷できる状態

② ③ ④

EC店舗から新規の受注

が入ると自動で [新規受

付]ステータスに受注が入

ります。

受注された商品はNE側で

在庫が確保されます。

以下いずれかの方法で EC店舗で確定した受注

を取り込み、 [確認待ち ]ステータスまで進めま

す。

　　1) 自動取り込み：API
　　2) 手動取り込み：csv
　　3) 1クリック取り込み：有効化

[確認待ち ]では、メーカーへ発注と出荷日の確

認を行います。

①新規受注の

　リアルタイム取り込み

②確定した受注情報の取り込み →[確認待ち ]へ

メーカー側の出荷予定

日が決まったら出荷日

の情報を登録し[印刷

日待]ステータスまで進

めます。

③出荷予定日の登録

出荷日になったら、出

荷できる状態に切り

替わります (自動)

④ステータス移動
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1) 受注処理

💡 運用の手引き

Q. ②受注情報の取り込みが自動で行える店舗はどこですか？　

A. 楽天市場、Yahoo!ショッピング (PayPayモール)、Amazon、au Payマーケット、

　  ポンパレモール、  おちゃのこネット、Shopify*、ショップサーブ、Makeshop、
　  ebay*、BASE*
　  * 自動連携する場合、アプリの利用が必要です。

Q. メーカーへの発注管理データはどのように用意できますか？

A. 必要な項目に応じて、以下の方法で用意いただけます。

　　①受注明細一覧

　　②カスタムデータ作成パターン

《D》ドロップシッピングの場合
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2) 出荷処理



2) 出荷処理 《A》送り状を発行して出荷する場合（自社倉庫など）

①

受注処理

②

当日出荷する受注を選択し、「納品請求書」

「出荷指示書」を準備します。

データダウンロードを行うと [印刷済み ]ステー

タスへ進みます。

[印刷済み ]ステータスでは、適宜、出荷作業を行います。

　1. ピッキング

　2. 送り状の印刷

　3. 梱包

　4. 送り状番号の反映

配送会社への受渡が完了したら、発送完了注文を選択し、出荷確定

処理をして [出荷済み ]ステータスへ移動させます。

①出荷の準備 ②出荷処理
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💡 送り状連携の流れ
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2) 出荷処理

1) 送り状の印刷

[印刷済み ]ステータス以降に進んだ受注の 「配送情報」を一

括ダウンロード→各社送り状システムへアップロード し、送り

状を印刷します。

各社送り状システムに合った配送情報をダウンロードできま

す。

2) 発送伝票番号（追跡番号）の反映

送り状システムから、発送伝票番号が付与さ

れたcsvをダウンロードし、ネクストエンジンへ

アップロードします。

各受注伝票に応じた発送伝票番号が NEへ反

映されます。

送り状用CSV 

ダウンロード アップロード

送り状用CSV 

ダウンロード アップロード

《A》送り状を発行して出荷する場合（自社倉庫など）
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2) 出荷処理

💡 運用の手引き

Q. ②[出荷済み]となった時に、NEから出荷情報を自動反映できる店舗はどこですか？

A. 楽天市場、Yahoo!ショッピング (PayPayモール)、Amazon、au Payマーケット、
　  Shopify*、ebay*、BASE*
　  * 自動連携する場合、アプリの利用が必要です。

Q. 出荷の準備状況に応じて購入者様に自動でメールを送ることは可能ですか？

A. 可能です。送信できるメールの種類については ▶こちら

Q.  ピッキングリストはどのように出力できますか？

A. 出力したい項目に応じて、 受注明細一覧・分析・カスタムデータアプリの機能より

　  csv出力いただけます。

《A》送り状を発行して出荷する場合（自社倉庫など）
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https://manual.next-engine.net/main/orders/ord_torikomi-shori/juchu_torikomi/juchu__rakuten/41258/
https://manual.next-engine.net/main/orders/ord_torikomi-shori/juchu_torikomi/juchu_yahoo/41360/
https://manual.next-engine.net/main/orders/ord_torikomi-shori/juchu_torikomi/juchu_amazon/42017/
https://manual.next-engine.net/main/orders/ord_torikomi-shori/juchu_torikomi/juchu_wow-ma/42157/
https://manual.next-engine.net/app/shopify/44147/
https://manual.next-engine.net/main/category/mall-cart/mc_ebay/
https://manual.next-engine.net/main/category/mall-cart/mc_base/
https://manual.next-engine.net/main/orders/ord_mail/mail_settei/14739/
https://manual.next-engine.net/main/orders/ord_denpyo/j-denpyo_kensaku/12915/
https://manual.next-engine.net/main/shipment/shp_settei-unyou/11174/
https://manual.next-engine.net/app/custom-data/41938/
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2) 出荷処理 《B》倉庫に出荷を依頼する場合（外部倉庫・産地／メーカー直送など）

①

受注処理

②

当日出荷依頼する受注を選択し、

出荷依頼データの準備・出力を行

います。

依頼後は、 [印刷済み ]ステータスへ

進みます。

出荷作業中は [印刷済み ]ステータスに

留まります。

出荷担当者より出荷作業完了のお知ら

せがきたら、出荷実績を NEに登録しま

す。

その後、出荷完了注文を選択し、出荷

確定処理をして [出荷済み ]ステータスへ

移動させます。

①出荷の準備 ②出荷処理

[印刷待ち ]ステータスまで受注を移動させ

れば出荷指示も出荷実績反映も 全て自動

で行われます。

※

自動出荷に対応している倉庫連携シ

ステム（WMS）を利用の場合
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2) 出荷処理

💡 運用の手引き

Q. ②[出荷済み]となった時に、NEから出荷情報を自動反映できる店舗はどこですか？

A. 楽天市場、Yahoo!ショッピング (PayPayモール)、Amazon、au Payマーケット、　
　  Shopify*、ebay*、BASE*
　  * 自動連携する場合、アプリの利用が必要です。

Q. ②どのような方法で、出荷情報をNEに登録できますか？

A. 汎用形式(▶ロジスティックサポ―ト)「2．出荷実績データの取り込み」にて

　  出荷実績を反映することができます。

Q. ※自動出荷に対応している倉庫管理システム（WMS）は何ですか？

A. アプリページの「▶倉庫連携」よりご確認いただけます。

　「自動」と記載があるアプリをご参照ください。

《B》倉庫に出荷を依頼する場合（外部倉庫・産地／メーカー直送など）
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https://manual.next-engine.net/main/orders/ord_torikomi-shori/juchu_torikomi/juchu__rakuten/41258/
https://manual.next-engine.net/main/orders/ord_torikomi-shori/juchu_torikomi/juchu_yahoo/41360/
https://manual.next-engine.net/main/orders/ord_torikomi-shori/juchu_torikomi/juchu_amazon/42017/
https://manual.next-engine.net/main/orders/ord_torikomi-shori/juchu_torikomi/juchu_wow-ma/42157/
https://manual.next-engine.net/app/shopify/44147/
https://manual.next-engine.net/main/category/mall-cart/mc_ebay/
https://manual.next-engine.net/main/category/mall-cart/mc_base/
https://manual.next-engine.net/main/shipment/shp_system-renkei/logi/17492/
https://base.next-engine.org/apps/?t=138

