
DFO for Google ショッピング 利用規約 

ニフティライフスタイル株式会社 

２０２１年７月１日制定 

第1条 （規約の適用） 

本規約は、ニフティライフスタイル株式会社（以下「当社」といいます）が「カラーミーショップアプリストア」（本規約2条1項に定義

します）において提供する「DFO for Google ショッピング」の利用条件を定めるものです。「DFO for Googleショッピング」への申込

者(本規約第 2 条第 3 項に定義します。)が、本サービス（本規約第 2 条第４項に定義します。）を利用する際の一切に関して適用されま

す。 

 

第２条 （定義） 

本規約において使用される用語の定義は次の通りとします。 

１． 「カラーミーショップアプリストア」とは、GMOペパボ株式会社が「カラーミーショップ」（URL：https://shop-pro.jp/ ）の付

加サービスとして、カラーミーショップを利用して開業・作成されたＥＣサイトへの機能追加アプリを提供するサービス（URL：

https://app.shop-pro.jp/ ）をいいます。 

２． 「カラーミーショップアプリストア特約」とは、別途 GMO ペパボ株式会社が定めるカラーミーショップアプリストアのオーナー

（カラーミーショップアプリストア特約第１条に定義される）及び公認デベロッパーに適用される特約（https://app.shop-

pro.jp/terms ）をいいます。 

３． 「申込者」とは、「オーナー」のうち、本規約第３条に基づいて本サービスをインストールし、当社との契約関係に基づいて本サー

ビスを利用している個人又は法人をいいます。 

４． 「本サービス」とは、「基本サービス」及び「追加サービス」の総称をいいます。 

５． 「基本サービス」とは、第4条第1項に定める当社が申込者から提供を受けた「商品データ」を加工して「媒体・サービス」に関す

る「フィードデータ」を提供するサービス（一部有料のものがございます）をいいます。 

６． 「追加サービス」とは、第4条第2項に定めるDFOツール管理画面の提供サービス（有料）をいいます。 

７． 「アカウント」とは、申込者が本サービスを利用するための次の各号のID 等をいいます。 

（１） 基本サービスのみを利用する申込者に通知するID 等：当社は、申込者に対し、メールにて、「フィードデータ」の

保存先URL、ID、パスワード及びデータの更新時間を通知します。この通知により申込者のアカウントは有効になります。 

（２） 追加サービスも利用する申込者に通知するID 等：前号に加え、DFO ツール管理画面用アクセス先URL、ID、パ

スワードをメール又はカラーミーの管理画面にて通知します。この通知により申込者のアカウントは有効になります。 

８． 「媒体・サービス」とは、申込者が集客目的のために利用する他企業が運営するサービスをいいます。 

９． 「申込者Webサイト」とは、申込者が運営するカラーミーショップを利用して開業・作成されたＥＣサイトのうち、本サービスの

申込みをしているWebサイトをいいます。 

１０． 「商品データ」とは、申込者Webサイトに登録されている商品に関するデータのことをいいます。 

１１． 「申込者の情報」とは、申込者Ｗｅｂサイトや「商品データ」に関する情報をいい、申込者が修正・追加又は削除等を行うこ

とのできる権限を有する情報のことをいいます。 



１２． 「本ユーザー」とは、申込者及び第６条に定める第三者ユーザーをいいます。なお、申込者が法人の場合、本ユーザーは申込

者の従業員に加え、当該法人が本サービスを利用することを承認した個人のことをいいます。 

１３． 「関連ドキュメント」とは、本サービスの提供に際して当社より申込者に提供する全てのドキュメントをいいます。 

１４． 「フィードデータ」とは、本サービスを利用して「商品データ」を媒体・サービスの仕様に合わせて作成したデータのことを

いいます。 

第３条 （契約の成立、変更） 

１． 当社と申込者の契約は、申込者が「カラーミーショップアプリストア特約」第4条第3項の定めに従い、本規約を承諾のうえ、「カ

ラーミーショップアプリストア」から、本サービスをインストールした時に成立するものとします。ただし、利用料金は、アカウン

ト通知日が属する月から生じるものとします。 

２． 申込者は、契約内容を変更する場合には、「カラーミーショップアプリストア」の店舗管理画面（以下「店舗管理画面」といいます）

の「利用中アプリ一覧」から、当社に連絡して申し込むものとします。当社は当該申込を受領後、遅滞なく契約内容の追加・解約の

設定を行い、その旨を店舗管理画面又は電子メールにより申込者に通知します。契約内容の追加については、この店舗管理画面又は

電子メールによる通知を発信した日を契約変更日とし、解約については、申込者が当社に連絡した日を解約日とします。 

第４条 （サービスの内容） 

１． 基本サービスの内容 

当社は、申込者が希望する「媒体・サービス」のフィードデータを提供します。なお、基本サービスの無料版においては、当社から

申込者に提供されるのは、Google ショッピングのフィードデータのみとなります。 

２． 追加サービスの内容 

当社は、後記「追加サービス 仕様書」に記載のサービスを提供します。 

第５条 （本サービスの利用） 

１．  申込者は、当社が申込者に対して発行した１つのアカウントにつき、次に掲げる対応で利用できます。 

（１） 基本サービスの利用 

基本サービスのインストールの際に設定した申込者Ｗｅｂサイトにつき、当社から各媒体・サービスのフィードデータの保存先

URLの提供を受けることでフィードデータが利用できます。 

（２） 追加サービスの利用 

追加サービスのインストールの際に設定した申込者Ｗｅｂサイトの「商品データ」の変換に関する条件設定などを保存・蓄積で

きるとともに、設定条件に基づき作成したフィードデータを媒体・サービスに利用することができます。 

２．  申込者は、本サービスの利用に際しては、本規約のほか、当社が提供する関連ドキュメントに記載の事項及び当社が必要に応じて

行う指導を遵守するものとします。 

３．  本サービスの利用に際し、申込者は下記を事前に準備するものとします。 

（１）本サービスで使用する「商品データ」 

（２）媒体・サービスへの申込と利用準備 

４． 本サービス申込後に、媒体・サービスを利用できない場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。 



５．  申込者は、「商品データ」の正確性、安全性の保持及び法令遵守に努めるものとし、誤りや法令違反があった場合には自らの責任で

速やかに修正するものとします。この場合に関して当社は一切責任を持たないものとし、何らかの問題が発生した場合は申込者の責

任において対応するものとします。 

６．  申込者は、「商品データ」が媒体・サービスの利用規約あるいはポリシーを遵守するよう努めるものとし、誤りや違反があった場合

には自らの責任で速やかに修正するものとします。 

第６条 （第三者ユーザーによる利用） 

１．  申込者が書面又は当社所定の方法により第三者の利用を当社に通知し、当社がこれを承諾した場合、当該第三者（以下「第三者ユー

ザー」といいます）は本サービスを利用することができます。 

２．  前項に基づき、第三者ユーザーが本サービスを利用する場合、申込者は第三者ユーザーの利用につき一切の責任を負うものとし、

申込者は、第三者ユーザーに次の事項を遵守させるものとします。 

（１） 本規約の内容を遵守すること。 

（２） 請求原因の如何を問わず、本サービスに関する損害賠償等の責任追及を当社に対して行わないこと。 

（３） 追加サービスのデータベース内に、第３条に基づき申し込んだ申込者の情報以外の情報を登録又は蓄積しないこと。 

３．  第三者ユーザーから当社に対して本サービスに関する発注等があった場合、当社は申込者によるものとして対応します。この場合、

当社は当該発注等に起因して申込者に生じた損害について一切責任を負いません。 

４．  申込者は、当社から受領した本サービスに関する通知その他連絡事項を、第三者ユーザーに速やかに伝達するものとします。 

 

第７条 （禁止事項等） 

１． 申込者は本サービスを利用するにあたり、下記の行為を行わないものとします。 

（１） 本規約に違反する行為 

（２） 申込者のアカウントに基づいて発行されたログインＩＤ及びパスワードを第６条に記載した場合を除き、第三者に利用させた

り、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入れ等の行為 

（３） 本サービスの関連ドキュメントを第６条に定める場合を除き、第三者に開示、複写、配布する行為 

（４） 追加サービスのデータベース内に、第３条に基づき申し込んだ申込者の情報以外の情報を登録又は蓄積する行為 

（５） 追加サービスを申込者Webサイト以外のために用いる行為 

（６） 本サービスを使用して作成した「商品データ」及び「フィードデータ」を本サービスのインストールの際に設定した媒体・サ

ービスへ利用する目的以外で使用する行為 

（７） 本サービスのソフトウェア等の複製、翻案、改変、リバースエンジニアリング、解析等の行為 

（８） 本サービスの運営を妨げる行為、又はその恐れのある行為 

２． ログインＩＤ及びパスワードの管理が不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は、申込者が負うものとし、当社は

一切責任を負いません。 

３． 申込者はアカウントの盗難があった場合及び第三者（第三者ユーザーを除きます）に利用されていることが判明した場合には、当社

に速やかにその旨を連絡するものとします。 

 



第８条 （中断と停止） 

１． 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申込者に事前に通知することなく、当該事象が終了し、サービス提供が可能と当

社が判断するまで一時的に本サービスの一部又は全部を中断する場合があります。申込者はそれをあらかじめ承諾し、この事由によ

る利用料の返還、損害の補償等を当社に請求することができないものとします。 

（１） 本サービスのシステムの保守点検を定期的又は緊急に行う場合 

（２） 火災・停電などにより本サービスの提供ができなくなった場合 

（３） 天変地異、通信事業者のサービス停止、通信回線の障害その他当社の責によらない事由により本サービスの提供ができなくな

った場合 

（４） 申込者が料金の支払いを遅延、又は拒否した場合 

（５） その他運用上あるいは当社が一時的に本サービスの全部又は一部を中断することが必要と判断した場合 

２． 当社は、前項による本サービスの停止が生じたとき、又は生じる恐れがあるときは、速やかに申込者に対して、申込者が予め当社に

通知したアドレス宛の電子メールによる通知（追加サービスを利用している申込者に対しては DFO ツール管理画面上の表示）によ

って、その旨を報告します。 

３．  第１項に定める事由によって本サービスが停止した場合、当社は、これによって申込者が何らかの損害を被ったとしても、これを賠

償する責任を負いません。ただし、当社の責に帰す事由によりサービスが連続して２４時間を超えて停止し、申込者が何らかの損害

を被った場合には、当社が申込者より受け取る本サービスの月額費用の１ヶ月分の金額を上限として損害賠償請求に応じるものとし

ます。 

第９条 （免責と瑕疵） 

１． 当社は申込者に対し、本サービスを利用して作成した「フィードデータ」が媒体・サービスに掲載されることを保証しません。 

２． 当社は申込者に対し、申込者Ｗｅｂサイトの利用者数並びに本サービスを通じた売上高及び収益性等に関して一切保証するものでは

ありません。 

３． 申込者の「商品データ」に誤りや著作権違反などの法令違反などがあることによって、申込者に問題ないしは損害が発生しても当社

は一切保証するものではありません。 

４． 本サービスを利用して申込者が作成した「フィードデータ」に起因して、申込者が何らかの損害を被ったとしても、当社はこれを賠

償する責任を負いません。 

第１０条 （情報の削除） 

１． 当社は、申込者が以下の事項に該当すると判断した場合、申込者に通知するとともに、申込者が追加サービス上に登録した商品情報、

設定した条件など申込者の保有するデータを削除することができるものとします。 

（１） 本規約第７条各号の禁止行為を行った場合 

（２） 追加サービスの保守管理上必要であると当社が判断した場合 

（３） その他、当社が削除の必要があると判断した場合 

２．  当社は、本契約が解約された場合、申込者に通知することなく、なんら補償することなく申込者が追加サービス上に登録、作成した

条件などを削除できるものとします。 



３．  前２項の定めにかかわらず、当社は情報の削除義務又は監視義務を負うものではありません。 

４．  当社は、本条の定めにより情報を削除したこと、又は情報を削除しなかったことにより申込者に発生した損害について一切責任を

負いません。 

第１１条 (利用料金と支払い) 

１．  申込者は、当社に対し、本サービスの対価として、当社との契約内容に従った金額を GMO ペパボ株式会社が指定する方法に従い

同社に支払うものとします。料金はサービスの購入により発生するものであり、実際の利用に基づくものではありません。また、日

割りによる計算は行わず、支払い義務は取消し不能であり、支払済みの料金は返金いたしません。 

２．  利用料金は、第３条第1項但書のアカウント通知日が属する月から発生します（日割りによる計算は行いません。）。 

３．  第３条第２項に従いサービスの内容を変更することで、月額料金が変更される場合は、第３条第２項に基づく契約変更日が属する

月から適用されます。なお、契約変更が一部解約を含む場合、解約部分については本条第6項が適用されます。 

４．  当社は利用契約継続中の毎月 10 日から翌月 9 日までの期間（以下「対象期間」といいます。）をもって当月分の利用料金を締め、

申込者は締めの対象となった月の翌月末日までに、当該料金の全額をGMO ペパボ株式会社に支払うものとします。 

５．  料金の振込手数料は申込者の負担とします。 

６．  第１８条から第２０条までの定めにより本サービスの利用に関する契約の全部又は一部の解除又は解約が行われた場合は、日割り

による計算は行わず、申込者は解約日が属する対象期間までの月額料金を支払うものとします。 

７．  申込者が対価の支払いを怠ったときは、申込者は、GMOペパボ株式会社に対し、支払期日の翌日より完済の日まで、年利１４．６％

の割合で算出した金額を、遅延利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。 

８．本条の規定は、当社との間で基本サービスの無料版のみ契約している申込者には適用されません。 

第１２条 （サービスの変更） 

当社は、申込者に事前の通知をすることなく、サービス改善、機能向上を目的とした本サービスの全部もしくは一部を変更、追加できる

ものとします。 

第１３条 （著作権等） 

１． 当社が申込者に提供する本サービス及び関連ドキュメント等の著作物及びその他一切の知的財産権は当社に帰属するものとします。 

２． 申込者は、知的財産権によって保護される当社の情報について、複製・改変・編集・解析等を行わないものとします。 

 

第１４条 （本サービス利用上の紛争） 

当社は、申込者と第三者との間に生じたいかなる紛争についても責任を負わないものとします。ただし、当該紛争が、当社の責めに帰す

べき事由によって本サービスの一部又は全部が提供されなかったことに起因する場合は第８条の定めを準用するものとします。 

 

第1５条（再委託） 

当社は、本規約に基づいて申込者に対して負う義務の全部又は一部の履行を、当社の責任において第三者に委託することができ、申込者

はこれを異議なく承諾するものとします。 

 



第１６条 （秘密保持） 

１． 申込者及び当社は、本規約の履行に伴い相手方から開示された相手方の営業上、技術上の秘密情報(以下「秘密情報」といいます)を、

本規約の遂行以外の自己又は第三者のために使用しないとともに、第三者に開示、漏洩しないものとします。なお、申込者及び当社

は、秘密情報を相手方に開示する場合には、秘密である旨を明示するものとします。 

２． 前項の相手方の営業上、技術上の情報であっても、次の各号のいずれかに該当するものは前項に基づく取り扱いを要しないものとし

ます。  

（１） 公知の情報又は相手方から開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報 

（２） 相手方から開示を受けた時点で、既に自己が保有していた情報 

（３） 相手方の技術上、営業上の情報に関係なく自己が独自に開発した情報 

（４） 第三者から秘密保持義務を負うことなく、適法に入手した情報 

（５） 裁判所からの命令その他法令に基づき要求される情報 

３． 申込者及び当社は、本規約が期間満了、解約その他の事由により終了したとき又は相手方から要求があったときは、相手方から交付

された秘密情報を含む資料、電子媒体(写を作成した場合は写を含む)を相手方の選択により廃棄又は返却するものとします。ただし、

申込者及び当社の間で、個別に当該媒体の取り扱いについて書面による取り決めがある場合はその取り決めによります。 

第1７条 （個人情報の取り扱い） 

１． 当社は、申込者が「カラーミーショップアプリストア」に登録している情報のうち、社名、担当者名、メールアドレスなどの申込

者の基本情報を本サービス及びこれに関連する事業を運営する目的のために取得及び使用することができるものとします。 

２．  当社は、本サービスの運営に基づいて個人情報を取得する場合、下記の当社のＷｅｂサイト上に掲示する「ニフティライフスタイ

ル個人情報保護ポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。  https://niftylifestyle.co.jp/policy/ 

３． 前２項の定めにかかわらず、本条に定めのない事項及び本条の定めと矛盾する規定が「カラーミーショップアプリストア特約」第

15条の定められている場合には、「カラーミーショップアプリストア特約」第15条の定めが優先するものとします。 

 

第１８条（反社会的勢⼒の排除） 

１．申込者は、当社に対し、自己又は自己の役員、実質的に経営権を有する者又は従業員等（以下「役員等」と総称します）が、現在、反

社会的勢⼒等に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 

２．申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 

（１） 暴⼒的な要求行為 

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３） 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、又は暴⼒を用いる行為 

（４） ⾵説を流布し、偽計を用いもしくは威⼒を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 

（５） その他、前各号に準ずる行為 

３．当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当し、又は該当すると合理的に認められる場合には、何らの催告を要しないで、その時点ま

でに申込者との間で有効に成立した本サービス利用に関する契約を解除することができるものとします。 

（１） 本条第１項又は前項に違反する場合 

（２） 自己又はその役員等が、反社会的勢⼒等に対し、出資、貸付、資金又は役務提供等をして反社会的勢⼒等と何らかの取引をし

https://niftylifestyle.co.jp/policy/


ている場合等、反社会的勢⼒等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する

場合 

（３） 自己又はその役員等が、自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に

反社会的勢⼒等を利用していると認められる関係を有する場合 

（４） 自己又はその役員等が、反社会的勢⼒等と社会的に⾮難されるべき関係を有する場合 

（５） その他、前各号に準ずる場合 

４．前項の規定により本サービスの利用に関する契約を解除した場合、本規約の規定にかかわらず、当社は、かかる解除により申込者に

損害が生じた場合であってもその損害を賠償する責任を負わず、かつ申込者に対し、かかる解除により被った損害の賠償を請求でき

るものとします。 

 

第１９条 （申込者からのサービスの解約） 

１． 申込者は、「カラーミーアプリストア」が定める方法（店舗管理画面の「利用中アプリ一覧」の削除ボタンをクリックする方法）によ

り、本サービスを解約することができるものとします。なお、同時点で当社からの本サービスの提供は終了します。 

２． 申込者は前項の解約時点で確定している本サービスの対価（解約日までに生じている基本サービスの従量課金部分（1ヶ月分）、追加

サービス申込者については、解約日を含む対象期間の追加サービス料金）を、第１１条に定めるとおり支払うものとします。 

第２０条 （当社からの解約） 

当社は、申込者が次の各項のいずれかに該当する場合には、事前の通知・催告を要せず、なんら責任を負うことなく本サービスの提供を

中止又は本契約の解約ができるものとします。 

１． 申込者の取扱商品が法令もしくは公序良俗に違反する場合 

２． GMOペパボ株式会社が定めるカラーミーショップ規約、カラーミーショップアプリストア特約のいずれかの条項に違反した場合 

３． 申込者が「カラーミーショップアプリストア」に登録している情報に虚偽の事実があることが判明した場合 

４． 監督官庁による営業の取消もしくは停止等の処分その他関連法規に基づく行政上の処分を受けた場合 

５． 差押、仮差押、競売、租税滞納処分、その他公権⼒の処分を受け、又は、破産、民事再生、会社更生等の申し立てがあった場合 

６． 租税公課を滞納して保全差押を受けた場合 

７． 本サービスにかかる対価の支払いを怠った場合 

８． 手形交換所の取引停止処分の原因となる不渡りを１回でも出した場合 

９． 資産、信用又は事業に重大な変化が生じ、本規約に基づく債務の履行が困難になるおそれがある場合 

１０． 当社の名誉、信用を失墜させた場合、又は当社が合理的な根拠に照らしてその恐れがあると判断した場合 

１１． 本規約の全部又は一部に違反した場合、又は相手方が合理的な根拠に照らしてその恐れがあると判断した場合 

１２． 申込者の提供する製品やサービスが、本サービスと技術上又は営業上競合する恐れがあると当社が判断した場合 

１３． 当社からの連絡に対し申込者が3営業日以上返答を行わない場合 

１４． 申込者が本規約に違反し、当社が本サービスの停止が必要と判断した場合で、当社が改善を催告した後、相当な期間が経過し

てもなお改善しない場合 

 



第２１条（損害賠償） 

１． 申込者が、本規約に定める事項に違反したことにより、当社が損害を被った場合には、当社が申込者との契約を解除したか否かにか

かわらず、当該申込者は当社に対して当社に生じた損害を賠償するものとします。なお、当社が、申込者と第三者との紛争、その他

申込者の責に帰すべき事由に起因して費用(弁護士費用、証人費用、証拠収集費用及びその他の訴訟遂行上の合理的費用を含む)を負

担することとなる場合、当社は、その費用を、現実に負担が生じる前であっても、損害の一部として申込者に請求することができる

ものとします。 

２． 前項の規定は、法人又はその他の団体が当該法人又はその他の団体に所属する個人を申込者として登録した場合において、当該個人

が本規約に定める事項に違反したことにより当社が損害を被った場合には、その時点で当該個人が法人又はその他の団体に所属して

いるか否かに関わらず、当該法人又は当該団体が当該損害を賠償する責任を負うものとします。 

第２２条 （規約上の地位の譲渡） 

申込者は、本規約に定める自己の権利を事前に当社の承諾を得ることなく第三者に譲渡し、又は、担保に供することはできないものとし

ます。 

第２３条 （残存条項） 

期間満了、解約その他の事由により本サービスの提供が終了した後も、次の条項の定めは引き続き有効に存続するものとします。ただし、

第１１条は解約時点における未払部分（遅延損害金が生じている場合にはそれを含む）に限るものとし、第１６条（秘密保持）に関して

は、３年間に限り有効に存続するものとします。 

第6条（第三者ユーザーによる利用）第2項 

第１０条（情報の削除）第２項及び第４項 

第１１条（利用料金） 

第１３条（著作権等） 

第１４条（本サービス利用上の紛争） 

第１６条（秘密保持） 

第１７条（個人情報の取り扱い） 

第１８条（反社会的勢⼒の排除）第４項 

第２１条（損害賠償） 

第２５条（準拠法） 

第２６条（合意管轄） 

第2４条 （規約の変更） 

１．当社は、本規約の変更の必要性、変更後の内容の相当性その他一切の事情に鑑み合理的に必要と認める場合、いつでも申込者の同意

を得ることなく、本規約を変更することができるものとします。 

２．前項に基づき当社が本規約を変更するときは、あらかじめ申込者が予め当社に通知したアドレス宛ての電子メールによる通知（追加

サービスを利用している申込者に対してはDFOツール管理画面上の表示）にて、又は当社が相当と認める方法により、本規約を変更する

旨、変更内容及び変更の効⼒発生時期を掲載し、周知するものとします。但し、上記に拘わらず、当該変更が申込者一般の利益に適合する



ときは、並びにあらかじめ周知することができないやむを得ない事情がある場合には、変更の効⼒発生後速やかに上記の方法において周

知するものとします。 

第２５条 （準拠法） 

本規約の準拠法は日本法とし、同法に従って解釈されるものとします。 

第２６条 （合意管轄） 

本規約及び本サービスに関して生じた紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とします。 

第２６条 （協議解決） 

本規約に定めのない事項又は本規約に関する疑義は、両者信義誠実の原則に従い、申込者と当社の協議のうえ解決するものとします。 

以    上 



 「追加サービス仕様書」 

追加サービスは、下記の機能を有するツール「DFO ツール」を提供するものであり、「DFO ツール」を利用するための準備と設定は、

全て申込者に行っていただくものです。当社は操作の説明に関するサポートは行いますが、申込者固有の設定に関するサポートは行いま

せん。 

 

１． 提供時間帯  

サービス提供時間帯 ：２４時間３６５日 

操作説明サポート時間帯 ：１０：００～１２：００、１３：００～１７：３０ 月曜～金曜 

（ただし、祝祭日、夏期、年末年始特定休業日は除きます) 

                        DFOツール上の「お問い合わせ」よりご連絡ください。 

尚、お問い合わせの数、内容等によってはご返答までにお時間をいただく場合があります。 

２． サービス提供範囲 

（１）登録された「商品データ」を元に、ご希望の媒体・サービスにあわせて下記の①から③の設定ができます。 

① 「商品データ」を媒体・サービスが指定する形式(フォーマット)に変換する。 

② 申込者のカテゴリと媒体・サービスのカテゴリを紐づける。 

③ 「商品データ」を加工する条件(加工ルール)を作る。 

 

   （２）上記（１） ①及び②の機能は、媒体・サービスの仕様に基づき提供します。ただし、媒体・サービスによっては、適切な仕様に

対応するまでに一定期間を要する場合があります。 

 

（３）上記（１）で設定した変換ルールに基づき、媒体・サービス毎に最適化した「フィードデータ」を作成することができます。また、

媒体・サービス によってはアップロードすることも可能です。 

 

（４）登録した「商品データ」、上記（１）で設定した内容、作成した「フィードデータ」の参照、修正は自由にいつでもオンラインで行

うことができます。 


