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マーケティングプラットフォームユーザーマニュアル

一括登録時のエラーメッセージ一覧
マーケティングプラットフォーム（スマートセミナー）の各モード（全キャンペーン（セミナー）管理モード/
個別キャンペーン（セミナー）管理モード）での一括登録時に表示されるエラーメッセージとメッセージ内容、
エラー時にチェックする内容をまとめております。

全キャンペーン管理モードの一括登録時
全キャンペーン（セミナー）管理モードの一括登録時に表示されるエラーメッセージとメッセージ内容、
エラー時にチェックする内容をまとめております。

全キャンペーン管理モードの一括 登録時エラー一覧

全キャンペーン（セミナー）管理モード（ブル
ー画面）の[リード（申込者）]タブをクリック
し、[一覧]メニューを開きます。
[一括登録]ボタンをクリックし、申込者データ
のアップロード画面を表示します。
一括登録の設定を行い、[登録]ボタンをクリッ
クします。
一括登録を実行し、右の画面ようなにエラーメ
ッセージが表示された場合は下記の「マーケテ
ィングプラットフォーム（スマートセミナー）
上のエラーメッセージ」を確認します。

 [一括登録]から登録した際に、「マーケティングプラットフォーム（スマートセミナー）上のエラーメッセージ」は登録時の[上書き更
新]の[上書きしない]または[上書きする]どちらかを選択しているかでエラー内容が違いますので、設定毎に確認ください。

★

マーケティングプラットフォーム（スマートセミナー）上のエラーメッセージ

上書き更新：上書きしない
表示エラーメッセージ

エラー内容

チェック項目

備考

ファイルを選択されてい

ファイルが選択されてい

一括登録時の CSV ファイルを選択し

ないか、ファイルが CSV

ないか、
選択したファイル

ていない場合は選択してください。

でありません。

が CSV ではありません。 選択したファイルが CSV ファイルで
ない場合は CSV 形式に変更後、再度
登録ください。

2
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上書き更新：上書きしない
表示エラーメッセージ

エラー内容

チェック項目

ヘッダーのない列にデー

CSV ファイル内のヘッダ

ヘッダの無い列（カラム）にある、余

タが存在します。

値が無い列（カラム）に値

分な値を削除してください。また、ヘ

があります。

ッダの値を誤って消してしまっていな

備考

いか確認してください。
1・2 行目のヘッダがベー

CSV のヘッダがベースフ

ベースファイルをダウンロードし、そ

スファイル定義と異なっ

ァイルヘッダと異なって

のヘッダにあわせて CSV を作成して

ています。

います。

ください。

カラムが CSV ファイル中

CSV 内にヘッダが重複し

ヘッダが重複している列（カラム）を

で重複しています

ている列（カラム）があり

削除してください。もしくはベースフ

ます。
ヘッダのない列に文

ァイルをダウンロードし、CSV を新

字がある場合にも同様の

たに作成してください。

エラーが発生します。

必須チェックをする場合

基本項目のデータ型チェ

基本項目のデータ型チェックを選択し

必須チェックをチェ

は必ず基本項目のデータ

ックが選択されていませ

てください。

ックしたときに表示

型チェックを選択してく

ん。

基本項目設定（日本語）

されます。

基本項目設定（英語）

ださい。

申込者情報登録時重複チ

全キャンペーン（セミナ

キーが重複しているので新規登録でき

ェックエラー: 指定された

ー）管理モードの[一括登

ません。キーが重複しないようにする

データがデータベースに

録]で申込者情報登録時重

か、キーが重複してもいい場合は、シ

既に存在します

複チェックに入力された

ステム設定の「申込者情報登録時重複

値が重複するデータが既

チェック」のキーを空にしてください

に存在します。

（2010 年 5 月 29 日のリリースによ
りログイン ID を使用する申込者に対
してのみ行なわれます）

上書き更新：上書きする
表示エラーメッセージ

エラー内容

チェック項目

ファイルを選択されてい

ファイルが選択されてい

一括登録時の CSV ファイルを選択し

ないか、ファイルが CSV

ないか、
選択したファイル

ていない場合は選択してください。

でありません。

が CSV ではありません。 選択したファイルが CSV ファイルで

備考

ない場合は CSV 形式に変更後、再度
登録ください。
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上書き更新：上書きする
表示エラーメッセージ

エラー内容

チェック項目

備考

ヘッダーのない列にデー

CSV ファイル内のヘッダ

ヘッダの無い列（カラム）にある、余

タが存在します。

値が無い列（カラム）に値

分な値を削除してください。また、ヘ

があります。

ッダの値を誤って消してしまっていな
いか確認してください。

1・2 行目のヘッダがベー

CSV のヘッダがベースフ

ベースファイルをダウンロードし、そ

スファイル定義と異なっ

ァイルヘッダと異なって

のヘッダにあわせて CSV を作成して

ています。

います。

ください。

カラムが CSV ファイル中

CSV 内にヘッダが重複し

ヘッダが重複している列（カラム）を

で重複しています

ている列（カラム）があり

削除してください。もしくはベースフ

ます。
ヘッダのない列に文

ァイルをダウンロードし、CSV を新

字がある場合にも同様の

たに作成してください。

エラーが発生します。
申込者情報登録時重複チ

全キャンペーン（セミナ

キーが重複しているので新規登録でき

ェックエラー: 指定された

ー）管理モードの[一括登

ません。キーが重複しないようにする

データがデータベースに

録]で申込者情報登録時重

か、キーが重複してもいい場合は、シ

既に存在します

複チェックに入力された

ステム設定の「申込者情報登録時重複

値が重複するデータが既

チェック」のキーを空にしてください

に存在します。

（2010 年 5 月 29 日のリリースによ
りログイン ID を使用する申込者に対
してのみ行なわれます）

更新キーが重複して いま

更新キーのデータが重複

CSV 内の更新キーが重複の無いよう

上書き更新[更新キ

す。重複箇所：4 行目,5 行

しています

に調整してください

ー：○○]が[上書きす

る ]を選択していると

目,6 行目

きに表示されます。
指定された更新キーが

CSV 内に上書き更新時の

上書き更新時の更新キーに設定してい

上書き更新[更新キ

CSV ファイル中に存在し

更新キー設定している項

る項目を必ずを入力してください。も

ー：○○]が[上書きす

ません。

目がありません。

しくは[申込者 CSV アップロード時の

る ]を選択していると

[更新キー]の設定を変更してくださ

きに表示されます。

い。

4

指定された更新キーは無

上書き更新キーに無効な

[申込者 CSV アップロード時の更新

効です。システム設定を確

項目が指定されている。
も

認してください。

しくは、
上書き更新キーが

る ]を選択していると

指定されていません。

きに表示されます。

キー]の設定を変更してください。

上書き更新[更新キ
ー：○○]が[上書きす

Copyright © SHANON Co., Ltd. All Rights Reserved.
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一括登録時[エラーCSV]内のエラー一覧
全キャンペーン（セミナー）管理モード（ブル
ー画面）の[リード（申込者）]タブをクリック
し、[一覧]メニューを開きます。

[一括登録]ボタンをクリックし、申込者データ
のアップロード画面を表示します。

 詳しくはカスタマーサポートサイトのユーザマニュアルの『I-申込者データ関連操作方法』の「会員一括登録する方法(全キャンペ
ーン（セミナー）管理モード)」をご覧ください。

一 括 登 録 をして、エラーCSVをダウンロードする
i. 一括登録の設定を行い、[登録]ボタンをクリッ
クします。

ii. 右の登録結果画面から、エラーCSVダウンロー
ドの[ダウンロード]リンクが表示されます。
iii. [ダウンロード]リンクからCSVをダウンロー
ドし、「エラーのCSV内のエラーメッセー
ジ」を確認します。

[CSVの一 括登 録 履歴 ]からエラーCSVを確 認する
i. [一括登録]画面から、 [CSVの一括登録履歴]
をクリックし、CSVの一括登録の履歴を開
きます。
ii. 右の登録結果画面から、エラーデータCSVの下
に[エラーCSV]リンクが表示された場合
はクリックし、CSVをダウンロードします。
iii. [エラーデータCSV]リンクからCSVをダウン
ロードし、「エラーのCSV内のエラーメッ
セージ」を確認します。

 [一括登録]から登録した際に、「エラーのCSV内のエラーメッセージ」は登録時の[上書き更新]の[上書きしない]または[上書きす
る]どちらかを選択しているかでエラー内容が違いますので、設定毎に確認ください。

Copyright © SHANON Co., Ltd. All Rights Reserved.
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★

エラーのCSV内のエラーメッセージ

上書き更新：上書きしない
表示エラーメッセージ

エラー内容

チェック項目

備考

入力された項目は存在し

選択肢型（ラジオボタン、 入力した値が、選択肢に存在するか確

ません。

チェックボックス、
プルダ

認してください。

ウン）
の項目に登録されて
いる選択に無い値を入力
しています。
(申込者追加属性プルダウ

必須項目の値が入力され

必須チェックをつけて登録する際は、

ン２: )必ず入力してくださ

ていない箇所があります。 必須項目を必ず入力してください。

い。

必須チェックをチェ
ックしたときに表示
されます。

ログイン ID: 既に使用され

ログイン ID が既に登録さ

一意なログイン ID を入力するか、空の

ています

れています。

まま登録してください。

E-mail アドレス: 既に使

認証ログインキーが

一意の E-mail アドレスを指定するか、

用されています

「email」の場合に既に存

新規登録ではなく上書き更新を行って

在するログイン ID を使用

ください。

する申込者と重複してい
る場合に表示されます。
新規登録時に ID を指定す

ヘッダデータには ID（申

CSV の新規登録時は、ID（申込者 ID） 上 書 き 更 新 [ 更 新 キ

ることはできません。

込者 ID）の列（カラム）

の列（カラム）を入力できませんので、 ー：○○]が[上書きし

が存在しますが、
入力でき

削除した上で登録してください。

ません。

ない ]を選択している
ときに表示されます。

上書き更新：上書きする
表示エラーメッセージ

エラー内容

チェック項目

備考

入力された項目は存在し

選択肢型（ラジオボタン、 入力した値が、選択肢に存在するか確

ません。

チェックボックス、
プルダ

認してください。

ウンメニュー）
の項目に登
録されている選択に無い
値を入力しています。
(申込者追加属性プルダウ

必須項目の値が入力され

必須チェックをつけて登録する際は、

ン２: )必ず入力してくださ

ていない箇所があります。 必須項目を必ず入力してください。

い。

必須チェックをチェ
ックしたときに表示
されます。

ログイン ID: 既に使用され

ログイン ID が既に登録さ

一意なログイン ID を入力するか、空の

ています

れています。

まま登録してください。

E-mail アドレス: 既に使

認証ログインキーが

一意の E-mail アドレスを指定するか、

用されています

「email」の場合に既に存

新規登録ではなく上書き更新を行って

在するログイン ID を使用

ください。

する申込者と重複してい
る場合に表示されます
6
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上書き更新：上書きする
表示エラーメッセージ

エラー内容

チェック項目

備考

更新キーエラー: 指定され

上書き更新キーの列
（カラ

マーケティングプラットフォーム（ス

上書き更新[更新キ

た更新データはデータベ

ム）に入力された値が、デ

マートセミナー）のデータベース上に

ー：○○]が[上書きす

ースに存在しません。

ータベースの値として存

登録されている値を基に上書き更新を

る ]を選択していると

在しない時に表示されま

行うため、登録されている値を使用し、 きに表示されます。

す。

CSV を作成してください。登録対象
者が存在するかを確認ください。

更新キーエラー: 指定され

上書き更新キーに指定し

マーケティングプラットフォーム（ス

上書き更新[更新キ

た更新データがデータベ

た値がデータベース上で

マートセミナー）のデータベース上の

ー：○○]が[上書きす

ースに複数存在します。更

重複しています。

上書き更新キーが重複しているデータ

る ]を選択していると

新対象のデータが一つに

(キーを Email とした場

をマージしてください。

きに表示されます。

なるようにしてください。 合、Email が重複している
データが存在します。)

もしくは重複の無い列（カラム）を上
書き更新キー 1 として設定してくださ
い。

指定された更新データが

上書き更新キーに指定さ

上書き更新キーに指定された列（カラ

上書き更新[更新キ

NULL です。

れた列（カラム）の値が空

ム）の値を(Email なら Email)を入力

ー：○○]が[上書きす

欄（NULL）です。

して CSV を作成してください。

る ]を選択していると
きに表示されます。

1上書き更新時の更新キーである[申込者 CSV アップロード時の更新キー]の変更にしていはカスタマーサポートサイトのユーザマニュアルの『I-申込者データ関連操作方

法』の「申込者 CSV アップロード時の更新キーの変更方法」をご覧ください。
http://www.shanon.co.jp/ss-support/downloadDocument/user_manual-I.pdf
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個別キャンペーン管理モードのキャンペーン申込者の一括登録時
個別キャンペーン（セミナー）管理モードの一括登録時に表示されるエラーメッセージとメッセージ内容、
エラー時にチェックする内容をまとめております。

キャンペーン申込者の一括登録 時エラー一 覧
全キャンペーン（セミナー）管理モード（ブル
ー画面）の[セミナー]タブの管理セミナー[一
覧]を開きます。

該当キャンペーン（セミナー）の[管理開始]リ
ンクをクリックし、個別キャンペーン（セミナ
ー）の管理モード（オレンジ色の画面）に切り
替えます。

[リード（申込者）]タブをクリックし、申込者
の[一覧]メニューを開きます。

検索フィールドの下の[キャンペーン（セミナ
ー）申込者一括登録]ボタンをクリックし、[キ
ャンペーン（セミナー）申込者の一括登録]画面
を開きます。

一括登録を実行し、右の画面ようなにエラーメ
ッセージが表示された場合は下記の「マーケテ
ィングプラットフォーム（スマートセミナー）
上のエラー」を確認します。

 [キャンペーン（セミナー）申込者の一括登録]からの一括登録の際には、「マーケティングプラットフォーム（スマートセミナー）上の
エラーメッセージ」が登録時の[モード]によって変わります。[モード]の[新規申込または追加申込]と[上書き更新(基本項目のみ)]
の設定によって表示されるエラーが違いますので、モード毎で確認します。

8
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★

マーケティングプラットフォーム（スマートセミナー）上のエラーメッセージ

モード：新規申込または追加申込
表示エラーメッセージ

エラー内容

チェック項目

ファイルを選択されてい

ファイルが選択されてい

一括登録時の CSV ファイルを選択し

ないか、ファイルが CSV

ないか、
選択したファイル

ていない場合は選択してください。

でありません。

が CSV ではありません。 選択したファイルが CSV ファイルで

備考

ない場合は CSV 形式に変更後、再度
登録ください。
ヘッダーのない列にデー

CSV ファイル内のヘッダ

ヘッダの無い列（カラム）にある、余

タが存在します。

値が無い列（カラム）に値

分な値を削除してください。また、ヘ

があります。

ッダの値を誤って消してしまっていな
いか確認してください。

1・2 行目のヘッダーがベ

CSV のヘッダがベースフ

ベースファイルをダウンロードし、そ

ースファイル定義と異な

ァイルヘッダと異なって

のヘッダにあわせて CSV を作成して

っています。

います。

ください。

カラムが CSV ファイル中

CSV 内にヘッダが重複し

ヘッダが重複している列（カラム）を

で重複しています。

ている列（カラム）があり

無くしてください。もしくはベースフ

ます。
ヘッダのない列に文

ァイルをダウンロードし、CSV を新

字がある場合にも同様の

たに作成してください。

エラーが発生します。
更新キーが重複していま

上書き更新時の更新キー

CSV 内の上書き更新キー項目に重複

申込モード[更新キ

す。重複箇所：4 行目,5 行

に設定している項目が

がないように調整してください。

ー：○○]に「マージ機

目,6 行目

CSV 内で重複していま

もしくは[更新キー]の[変更]ボタンか

能」を設定したときに

す。

ら更新キーを変更するまたは [申込者

表示されます。

CSV アップロード時の更新キー2]の
設定を変更してください。
指定された更新キーが

CSV 内に上書き更新時の

上書き更新キーに設定しているヘッダ

申込モード[更新キ

CSV ファイル中に存在し

更新キー設定している項

データを作成してください。

ー：○○]に「マージ機

ません。

目がありません。

もしくは[更新キー]の[変更]ボタンか

能」を設定した際にエ

ら更新キーを変更するまたは [申込者

ラーが出ます。

CSV アップロード時の更新キー3]の
設定を変更してください。

2 詳しくはカスタマーサポートサイトのユーザマニュアルの『I-申込者データ関連操作方法』の「申込者 CSV アップロード時の更新キーの変更方法」をご覧ください。

http://www.shanon.co.jp/ss-support/downloadDocument/user_manual-I.pdf
3 詳しくはカスタマーサポートサイトのユーザマニュアルの『I-申込者データ関連操作方法』の「申込者 CSV アップロード時の更新キーの変更方法」をご覧ください。

http://www.shanon.co.jp/ss-support/downloadDocument/user_manual-I.pdf

Copyright © SHANON Co., Ltd. All Rights Reserved.
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マーケティングプラットフォームユーザーマニュアル

モード：新規申込または追加申込
エラーメッセージ

エラー内容

チェック項目

備考

指定された更新キーは無

上書き更新キーに無効な

効です。システム設定を確

項目が指定されている。
も

認してください。

しくは、
上書き更新キーが

能」を設定した際にエ

指定されていません。

ラーが出ます。

[申込者 CSV アップロード時の更新
キー ]の設定を変更してください。

select_error_message:

サブキャンペーン
（セッシ

【サブキャンペーン（セッション）申

申込内容が選択されてい

ョン）の申込数が、どのサ

込】

ません。

ブキャンペーン
（セッショ

サブキャンペーン（セッション）の申

ン）にも入力されていな

込数は、必ず 1 申込以上入力して下さ

い、またはキャンペーン

い。複数サブキャンペーン（セッショ

（セミナー）
申込数の値が

ン）の場合は、申込をするサブキャン

丌正(数字ではない文字)

ペーン（セッション）に申込数を入力

です。

してください。

申込モード[更新キ
ー：○○]に「マージ機

【キャンペーン（セミナー）申込】
申込数を数字もしくは、値を空
(NULL)の状態で CSV を作成して下
さい。
値を空（NULL）にした際は、システ
ム側で申込カウントを『１』とカウン
トします。

モード：上書き更新(基本項目のみ)
エラーメッセージ

エラー内容

チェック項目

備考

ファイルを選択されてい

ファイルが選択されてい

一括登録時の CSV ファイルを選択し

ないか、ファイルが CSV

ないか、
選択したファイル

ていない場合は選択してください。

でありません。

が CSV ではありません。 選択したファイルが CSV ファイルで
ない場合は CSV 形式に変更後、再度
登録ください。

ヘッダーのない列にデー

CSV ファイル内のヘッダ

ヘッダの無い列（カラム）にある、余

タが存在します。

値が無い列（カラム）に値

分な値を削除してください。また、ヘ

があります。

ッダの値を誤って消してしまっていな
いか確認してください。

1・2 行目のヘッダがベー

CSV のヘッダがベースフ

ベースファイルをダウンロードし、そ

スファイル定義と異なっ

ァイルヘッダと異なって

のヘッダにあわせて CSV を作成して

ています。

います。

ください。
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マーケティングプラットフォームユーザーマニュアル

モード：上書き更新(基本項目のみ)
表示エラーメッセージ

エラー内容

チェック項目

カラムが CSV ファイル中

CSV 内にヘッダが重複し

ヘッダが重複している列（カラム）を

で重複しています。

ている列（カラム）があり

無くしてください。もしくはベースフ

ます。
ヘッダのない列に文

ァイルをダウンロードし、CSV を新

字がある場合にも同様の

たに作成してください。

備考

エラーが発生します。

申込者情報登録時重複チ

全キャンペーン（セミナ

キーが重複しているので新規登録でき

ェックエラー: 指定された

ー）管理モードのの[一括

ません。キーが重複しないようにする

データがデータベースに

登録]で申込者情報登録時

か、キーが重複してもいい場合は、シ

既に存在します

重複チェックに入力され

ステム設定の「申込者情報登録時重複

た値が重複するデータが

チェック」のキーを空にしてください

既に存在します。

（2010 年 5 月 29 日のリリースによ
りログイン ID を使用する申込者に対
してのみ行なわれます）

更新キーが重複していま

更新キーのデータが重複

CSV 内の更新キーが重複の無いよう

上書き更新[更新キ

す。重複箇所：4 行目,5 行

しています

に調整してください

ー：○○]が[上書きす

る ]を選択していると

目,6 行目

きに表示されます。

指定された更新キーが

CSV 内に上書き更新時の

上書き更新時の更新キーに設定してい

上書き更新[更新キ

CSV ファイル中に存在し

更新キー設定している項

る項目を必ずを入力してください。も

ー：○○]が[上書きす

ません。

目がありません。

しくは[申込者 CSV アップロード時の

る ]を選択していると

更新キー]の設定を変更してください。 きに表示されます。

指定された更新キーは無

上書き更新キーに無効な

効です。システム設定を確

項目が指定されている。
も

認してください。

しくは、
上書き更新キーが

る ]を選択していると

指定されていません。

きに表示されます。

Copyright © SHANON Co., Ltd. All Rights Reserved.

[申込者 CSV アップロード時の更新
キー]の設定を変更してください。

上書き更新[更新キ
ー：○○]が[上書きす
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マーケティングプラットフォームユーザーマニュアル

キャンペーン申込者の一括登録 [エラーCSV]内のエラー一覧

全キャンペーン（セミナー）管理モード（ブル
ー画面）の[キャンペーン（セミナー）]タブの
管理キャンペーン（セミナー）[一覧]を開きま
す。

該当キャンペーン（セミナー）の[管理開始]リ
ンクをクリックし、個別キャンペーン（セミナ
ー）の管理モード（オレンジ色の画面）に切り
替えます。

[リード（申込者）]タブをクリックし、申込者
の[一覧]メニューを開きます。

検索フィールドの下の[キャンペーン（セミナ
ー）申込者の一括登録]ボタンをクリックし、
[キャンペーン（セミナー）申込者の一括登録]
画面を開きます。

 詳しくはカスタマーサポートサイトのユーザマニュアルの『I-申込者データ関連操作方法』の「キャンペーン（セミナー）申込者の一
括登録する方法(個別キャンペーン（セミナー）管理モード)」をご覧ください。
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マーケティングプラットフォームユーザーマニュアル

一 括 登 録 をして、エラーCSVをダウンロードする。
i. 一括登録の設定を行い、[登録]ボタンをクリッ
クします。

ii. 右の登録結果画面から、エラーCSVダウンロー
ドの[ダウンロード]リンクが表示されま
す。
iii. [ダウンロード]リンクからCSVをダウンロー
ドし、
「エラーのCSV内のエラーメッセー
ジ」を確認します。

[CSVの一 括登 録 履歴 ]からエラーCSVを確認 する。
i. [一括登録]画面から、 [CSVの一括登録履歴]
をクリックし、CSVの一括登録の履歴を開
きます。

ii. 右の登録結果画面から、エラーデータCSVの下
に[エラーCSV]リンクが表示された場合は
クリックし、CSVをダウンロードします。
iii. [エラーデータCSV]リンクからCSVをダウン
ロードし、
「エラーのCSV内のエラーメッセ
ージ」を確認します。

 [キャンペーン（セミナー）申込者の一括登録]からの一括登録の際には、「エラーのCSV内のエラーメッセージ」が登録時の[モード]
によって変わります。[モード]の[新規申込または追加申込]と[上書き更新(基本項目のみ)]の設定によって表示されるエラーが違
いますので、モード毎で確認します。

★ エラーの CSV 内のエラーメッセージ
モード：新規申込または追加申込
表示エラーメッセージ

エラー内容

チェック項目

備考

入力された項目は存在しません。

選択肢型（ラジオボタ

入力した値が、選択肢に存在す

必須チェックをチェ

ン、チェックボックス、 るか確認してください。

ックしたときに表示

プルダウンメニュー）の

されます。

項目に登録されている
選択に無い値を入力し
ています。

Copyright © SHANON Co., Ltd. All Rights Reserved.
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マーケティングプラットフォームユーザーマニュアル

モード：新規申込または追加申込
表示エラーメッセージ

エラー内容

チェック項目

備考

(申込者追加属性プルダウン２: )必

必須項目の値が入力さ

必須チェックをつけて登録する

必須チェックをチェ

ず入力してください。

れていない箇所があり

際は、必須項目を必ず入力して

ックしたときに表示

ます。

ください。

されます。

新規登録時に ID を指定することは

ヘッダデータが ID（申

CSV の新規登録時は、ID（申込

申込モード[更新キ

できません。

込者 ID）の列（カラム） 者 ID）の列（カラム）を入力は

ー：○○]が「 常に新

が存在します。

規」を選択していると

できません。

きに表示されます。

更新キーエラー: 指定された更新デ

上書き更新キーの列（カ

データベース上に登録されてい

申込モード[更新キ

ータはデータベースに存在しませ

ラム）に入力された値

る値を基に上書き更新を行うた

ー：○○]に「 マージ

ん。

が、データベースの値と

め、登録されている値を使用し、 機能」を設定した際に

して存在しない時に表

CSV を作成してください。

エラーが出ます。

示されます。

モード：新規申込または追加申込
表示エラーメッセージ

エラー内容

チェック項目

備考

更新キーエラー: 指定された更新デ

上書き更新キーに指定

データベース上の上書き更新キ

申込モード[更新キ

ータがデータベースに複数存在し

した値がデータベース

ーが重複しているデータをマー

ー：○○]に「 マージ

ます。更新対象のデータが一つにな

上で重複しています。

ジするか、または重複の無い列

機能」を設定した際に

るようにしてください。

(キーを Email とした場

（カラム）を上書き更新キーと

エラーが出ます。

合、Email が重複してい

して設定してください。

るデータが存在しま
す。)
指定された更新データが NULL で

上書き更新キーに指定

上書き更新キーに指定された列

申込モード[更新キ

す。

された列（カラム）の値

（カラム）の値を(Email なら

ー：○○]に「 マージ

が空欄（NULL）です。 Email)を入力して CSV を作成

機能」を設定した際に

してください。

日付: 入力形式を確認してくださ

日付の入力形式が間違

日付の入 力形 式は半 角英数 の

い。

っています。日付の入力

「YYYY-MM-DD」で作成して

形式を確認してくださ

ください。それ以外での形式は、

い。

エラーになります。

VisitorData.login_id: 指定した ID

ログイン ID が既に登録

一意なログイン ID を入力する

はすでに使用されています。

されています。

か、空のまま登録してください。

14
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マーケティングプラットフォームユーザーマニュアル

モード：新規申込または追加申込
表示エラーメッセージ

エラー内容

チェック項目

備考

このキャンペーン（セミナー）は既

同一の申込者が、既に申

個別キャンペーン（セミナー）

申込モード[更新キ

に申込済みです。

込を行っている申込済

モードの[キャンペーン（セミナ

ー：○○]に「 マージ

みのキャンペーン（セミ

ー）]タブの[キャンペーン（セ

機能」を設定した際に

ナー）に申込を行うデー

ミナー）設定]メニューにある、 エラーが出ます。

タが含まれています。

[キャンペーン（セミナー）/サ
ブキャンペーン（セッション）
申込時の同一時間帯チェック4]
の設定を OFF にするか、前回の
申込を正しい登録として取りや
めます。
キャンペーン（セミナー）/サブ
キャンペーン（セッション）申
込時同一時間帯チェックを
OFF にすると、申込数が増えま
す。

select_error_message: 同一 時 間

サブキャンペーン（セッ

個別キャンペーン（セミナー）

申込モード[更新キ

の申込が含まれています～（サブキ

ション）申込の中に、開

モードの[キャンペーン（セミナ

ー：○○]に「 マージ

ャンペーン（セッション）名）と～

催期間が重なっている

ー）]タブの[キャンペーン（セ

機能」を設定した際に

（サブキャンペーン（セッション）

申込があります。

ミナー）設定]メニューの[キャ

エラーが出ます。

名）

ンペーン（セミナー）/サブキャ
ンペーン（セッション）申込時
の同一時間帯チェック] の設定
を OFF にするか、同一時間にな
らないようなサブキャンペーン
（セッション）を選んでくださ
い。

モード：上書き更新(基本項目のみ)
エラーメッセージ

エラー内容

チェック項目

入力された項目は存在しません。

選択肢型（ラジオボタ

入力した値が、選択肢に存在す

備考

ン、チェックボックス、 るか確認してください。
プルダウン）の項目に登
録されている選択に無
い値を入力しています。

4 [キャンペーン（セミナー）/サブキャンペーン（セッション）申込時の同一時間帯チェック]とは同一の申込者が、申込済みのキャンペーン（セミナー）申込をしようとした際の

ブロック機能です。また、同一の申込者が、サブキャンペーン（セッション）への同一時間の申込みを防ぐための機能です。

Copyright © SHANON Co., Ltd. All Rights Reserved.
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マーケティングプラットフォームユーザーマニュアル

モード：上書き更新(基本項目のみ)
エラーメッセージ

エラー内容

チェック項目

備考

(申込者追加属性プルダウン２: )必

必須項目の値が入力さ

必須チェックをつけて登録する

必須チェックをチェ

ず入力してください。

れていない箇所があり

際は、必須項目を必ず入力して

ックしたときに表示

ます。

ください。

されます。

ログイン ID が既に登録

一意なログイン ID を入力する

されています。

か、空のまま登録してください。

E-mail アドレス: 既に使用されて

認証ログインキーが

一意の E-mail アドレスを指定

います

「email」の場合に既に

するか、新規登録ではなく上書

存在するログイン ID を

き更新を行ってください。

ログイン ID: 既に使用されています

使用する申込者と重複
している場合に表示さ
れます
更新キーエラー: 指定された更新デ

更新キーの列（カラム） マーケティングプラットフォー

[モード]の[上書き更

ータはデータベースに存在しませ

に入力された値が、デー

ム（スマートセミナー）のデー

新(基本項目のみ)]を

ん。

タベースの値として存

タベース上に登録されている値

選択しているときに

在しない時に表示され

を基に上書き更新を行うため、

表示されます。

ます。

登録され てい る値を 使用し 、
CSV を作成してください。登録
対象者が削除されていないかも
確認ください。

更新キーエラー: 指定された更新デ

更新キーに指定した値

マーケティングプラットフォー

[モード]の[上書き更

ータがデータベースに複数存在し

がデータベース上で重

ム（スマートセミナー）のデー

新(基本項目のみ)]を

ます。更新対象のデータが一つにな

複しています。(キーを

タベース上の上書き更新キーが

選択しているときに

るようにしてください。

Email と し た 場 合 、

重複しているデータをマージし

表示されます。

Email が重複している

てください。もしくは重複の無

データが存在します。)

い列（カラム）を上書き更新キ
ー5として設定してください。

指定された更新データが NULL で

更新キーに指定された

上書き更新キーに指定された列

[モード]の[上書き更

す。

列（カラム）の値が空欄

（カラム）の値を(Email なら

新(基本項目のみ)]を

（NULL）です。

Email)を入力して CSV を作成

選択しているときに

してください。

表示されます。

5上書き更新時の更新キーである[申込者 CSV アップロード時の更新キー]の変更方法はカスタマーサポートサイトのユーザマニュアルの『I-申込者データ関連操作方法』

の「申込者 CSV アップロード時の更新キーの変更方法」をご覧ください。
http://www.shanon.co.jp/ss-support/downloadDocument/user_manual-I.pdf
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