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SHIFT x Goopeデータ移行表
※黄色は移行する項目と対応するグーペの項目。白色は移行しないが、グーペに類似する機能がある場合は備考欄に記載あり。機能がない場合は記載なし。

SHIFT Goope 備考

カテゴリー 項目 カテゴリー 項目

ホームページ作成＞ホームページレイアウト作成＞ホームページ編集

ホームページ作成 公開保存 基本設定 公開設定-公開

非公開保存 公開設定-工事中 SHIFT側で非公開状態のものはグーペに移行しない

公開せず一時保存 公開設定-非公開

一時保存のプレビュー デザイン プレビュー

全国版検索カテゴリ登録 全国版目的別検索カテゴリ 基本情報 カテゴリー：ジャンル 変換表を参照

テンプレート選択 テンプレート選択 編集 デザイン デザイン＞デザイン一覧 類似機能がある

基本情報 事業者名 店舗情報 店舗情報

代表者名 カスタム項目

郵便番号 郵便番号

住所 住所

電話番号 電話番号

FAX番号 カスタム項目

メールアドレス アカウント情報 連絡先メールアドレス / メールアドレス
メールアドレスが無いユーザーのいるので、その場合は登
録しない

携帯メールアドレス 連絡先メールアドレス / 携帯メールアドレス
メールアドレスが無いユーザーのいるので、その場合は登
録しない

基本情報2 営業時間 店舗情報 その他 営業時間

定休日 その他 定休日

取扱カード種類 その他 利用できるクレジットカード

主要商品 カスタム項目

料金・価格 カスタム項目

設備 カスタム項目

交通・アクセス カスタム項目

マイホームページ カスタム項目

No.9〜20の独自項目 カスタム項目

PR記事 メイン記事 タイトル トップページ ウェルカムメッセージ

メイン記事 詳細文 テキスト項目に画像と説明文を掲載

メイン記事 添付画像

メイン記事 画像説明文

記事タイトル1-4 フリーページ 「詳細情報」ページを作成し、そこに追記する

記事タイトル1-4の詳細文

記事タイトル1-4の添付画像

記事タイトル1-4の画像説明文

キーワード キーワード1-10 基本設定 詳細設定 > キーワード 同様の機能はあるがSEOに効果がないため移行対象外

新着情報 掲載カテゴリ(7カテゴリと全国・県下の掲載範囲) ー ー カテゴリー名は移行しない

タイトル お知らせ タイトル 最新から5件のタイトルと内容を移行対象とする

説明 本文

コメント（企業ページのみ反映） お知らせ 本文
SHIFTの説明文とコメントを結合して、Goopeの本文に登録
する

画像表示 お知らせ 画像

所属商工会（連合会）のホームページや
コンパスクラブへの掲載期間 ー ー

関連リンクURL お知らせ 本文
本文中にHTMLを挿入して含める。表示方法は別途資料を
参考。

クーポン券発行 ー ー 有料プランで利用可能

添付ファイル1-3 お知らせ 本文
本文中にHTMLを挿入して含める。表示方法は別途資料を
参考。

添付ファイル1-3の説明文 お知らせ 本文
本文中にHTMLを挿入して含める。表示方法は別途資料を
参考。

地図・お問い合わせフォー
ム・掲示板 map

店舗情報 住所
基本情報の住所を元にマップが表示される

お問い合わせフォーム お問い合わせ お問い合わせ

掲示板 ー ー

QRコード ー ー
・テンプレにより自動表示（simple2はデフォルト）
・デザインのかんたん設定より表示設定ができる

RSS指定 ー ー

他社アクセス解析 ー ー プランアップで対応可能

ソースコード設定1-2 ー ー SNSのいいねボタン等は外部サービス連携機能で対応可

メモ欄(企業ページには表示されない) ー ー

リンク設定
リンク先URL1-3 フリーページ 「その他」ページを作成し、そこに追記する

「その他」ページを作成し、そこにHTMLでリンク集を挿入す
るURL説明文1-3

添付ファイル設定 添付ファイル1-3 「その他」ページを作成し、そこにHTMLでPDF一覧を挿入
する
・但し画像は画像アップロードにアップロードする
・PDF/画像以外は移行しない

添付ファイル説明文1-3

ホームページ作成＞ホームページレイアウト作成＞決算公告情報

決算公告情報を登録・編
集する 決算公告情報 編集

フリーページ PDFアップロード機能 PDFアップロード機能からアップロードしたPDFをフリーペー
ジ内に掲載することで代替え可能

ホームページ作成＞ホームページレイアウト作成＞RSS設定

新着情報をRSS化する 埋め込み用ソースコード作成 新着情報でRSS出力 RSSフィード RSS出力対応

RSS配信を削除する ー

ホームページ作成＞ホームページレイアウト作成＞問合せ

問合せ確認 問合せ検索・閲覧 お問い合わせ お問い合わせ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G_IyHQ04xNcgyKqqrHsPDcyB_Qso0y378mxyC6Uhxv0/edit#gid=2031143793
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SHIFT Goope 備考

ホームページ作成＞ホームページレイアウト作成＞宿泊施設用ページに変更

宿泊施設用ページに変更
する 宿泊施設用ページに変更 ー ー

基本情報 宿泊施設タイプ ー ー

宿泊施設用目的別検索カテゴリ サービス＞旅館・ホテル 変換表

担当者 店舗情報 カスタム項目

URL

チェックイン

チェックアウト

キャンセルポリシー

料金及び支払い情報 料金

サービス料

休前日料金設定

子供料金設定

カード種類

部屋管理情報 部屋タイプごとの部屋数

その他部屋タイプ

部屋設備

部屋備品

食事情報 自慢料理

朝食提供場所

夕食提供場所

夜食サービス

風呂施設管理情報 風呂タイプごとの情報

自慢のお風呂

温泉名

成分・効能等

入浴時間

日帰入浴

風呂備考

その他情報 交通：電車

交通：車

駐車台数

駐車料金

ペット同伴

障がい者対応

周辺の観光スポット

商工会カード加盟 「ありorなし」とテキスト欄の内容を表示

ホームページ作成＞ホームページレイアウト作成＞URLを変更する

URLを変更する 企業ホームページURL変更 基本設定 URLを変更する

BtoBページ作成

BtoBページ作成 移行対象外 ー ー

ＢｔｏＢ基本情報編集 ー ー

沿革情報編集 ー ー

設備情報編集 ー ー

人材情報編集 ー ー

製品情報編集 ー ー

ＢｔｏＢニーズ情報作成 ー ー

オンライン販売

商品管理 移行対象外 ー ー

注文管理 ー ー

売上・仕訳管理 ー ー

RFM分析 ー ー

アクセス数

アクセス数 アクセス解析 ー DX、ビジネスプランで利用可

アンケート作成

アンケート新規作成 移行対象外 ー ー

既存のアンケートの編集 ー ー

アンケート回答一覧 ー ー

パスワード変更

パスワード変更 アカウント情報 パスワード変更

顧客管理

顧客管理項目設定 移行対象外 ー ー

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G_IyHQ04xNcgyKqqrHsPDcyB_Qso0y378mxyC6Uhxv0/edit#gid=2031143793
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G_IyHQ04xNcgyKqqrHsPDcyB_Qso0y378mxyC6Uhxv0/edit#gid=2031143793

