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　【 はじめに 】

　このたびはいつどこ通販をダウンロード頂きまして、誠に有り難う御座います。 
　いつどこ通販は、インターネット通販向け受注・顧客管理ソフトです。
　このマニュアルでは、いつどこ通販のインストール方法や基本的な操作方法について説明しています。

　ご使用になる前によくお読みになり、操作方法を十分にご理解の上ご活用ください。

　【 マニュアル表記等について 】

　� 製品の仕様、価格、デザインは予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
　� 本マニュアルの内容ならびに使用されている画面は開発中のものがあり、実際の製品の画面とは異な
　　る場合がありますが、ご容赦ください。
　� 本マニュアルの解説画面に使われている名称、メールアドレス等はあくまでも例として掲載しています。
　　実際のものとは一切関係がありませんのでご了承ください。
　� 本プログラムと本書の一部、または全部を弊社に無断で、複写、加工、第三者への譲渡、貸与は有償、
　　無償を問わずできません。
　� 製品内容には万全を期していますが、万一ご不審な点や誤りがありましたら弊社までご連絡ください。

　【 本マニュアルの構成 】

　Ⅰ．導入編 　いつどこ通販のインストールから 　1．あらかじめ準備しておくもの

　終了までの説明 　2．インストール

　3．起動とスタート画面

　4．終了

　Ⅱ．マスタ管理編 　商品情報、担当者情報の管理方法に 　5．商品情報を管理する

　ついての説明 　6．担当者情報を管理する

　Ⅲ．受注処理編 　受注情報の処理についての説明 　7．注文メールを取り込む

　8．受注データを管理する

　Ⅳ．顧客管理編 　顧客情報の管理方法についての説明 　9．顧客情報を編集する

　Ⅴ．入金と売上の管理編 　入金情報、売上情報の管理方法に 　10．入金を管理する

　ついての説明 　11．売上を集計する

  12．残高を集計する

　Ⅵ．その他の処理編 　その他の処理についての説明 　13．宛名を印刷する

　14．メールを一括で送信する

　Ⅶ．システム編 　いつどこ通販のシステム関係の 　15．「いつどこ通販」のシステム管理

　処理方法についての説明 　16．システムと外部データの入出力

はじめに

項目項目項目項目 説明説明説明説明 目次目次目次目次のののの項目名項目名項目名項目名



　【 「いつどこ通販」導入までの手順 】

　「いつどこ通販」を使って実際に受注処理を行うには、以下の手順に従った作業が必要です。

　　導入手順

　　　「いつどこ通販」Webサイトからファイルをダウンロードします。

　　　「いつどこ通販」をお使いのコンピュータにインストールします。
　　　（「2．インストール」参照）

　　　「いつどこ通販」を起動します。
　　　（「3．いつどこ通販の起動」参照）

　　　メールの受信設定や送信設定など、システム設定を行います。
　　　（「15．1．システム設定」参照）

　　　「いつどこ通販」で取り込む受注メールの記述に合わせ
　　　取込形式を設定します。
　　　（「15．2．注文メールの取込形式を設定する」参照）

　　　商品情報を登録します。
　　　（「5．2．商品情報を追加する」参照）

　　　導入の完了です。「いつどこ通販」で注文メールを取込み、
　　　受注処理を行うことが可能になります。

　※ 「いつどこ通販」を正規にご利用になる場合は、Webサイトからの利用者登録及び利用キーの入手が
　　　必要になります。

① 「いつどこ通販」のダウンロード

② インストール

③ 起動

④ システム設定

⑤ 注文メール取込設定

⑥ 商品登録

⑦ 完了



　【 「いつどこ通販」での受注処理 】

　導入した「いつどこ通販」を使用しての、受注処理の流れの一例を次に紹介します。

　ネットショップからの注文だけでなく、電話等からの注文にも対応できます。

⑧注文完了メールの送信
（「7．4．3．完了メールの送信」参照）

⑥注文案内メールの送信
（「7．4．2．案内メールの送信」参照）

お客様
ネットショップ オーナー

（いつどこ通販）

①商品の注文 ②注文メール送信

④注文の受付
（「7．3．2．注文受付処理を行う」参

照）

③注文メールの取り込み
（「7．1．注文メールを取り込む」参照）

⑤注文確認メールの送信
（「7．4．1．確認メールの送信」参照）

⑦各種伝票の作成
（「7．4．4．受注伝票を作成する」

「7．4．5．請求書を作成する」
「7．4．6．納品書を作成する」

「7．4．7．発送伝票（CSV）を作成する」参

お客様 オーナー
（いつどこ通販）

①電話やFAXからの注文

②注文の直接入力
（「8．2．受注データを手動で取り込む」参

照）



　【 使用許諾契約書 】

　本契約は、お客様とインフォニイ株式会社（以下「インフォニイ」といいます）との間に締結される契約です。
　お客様が本ソフトウェアをインストール・使用することにより、お客様が本契約の全ての条件に同意されたことにな
　ります。ご使用になる前に必ず本契約書をよくお読み下さい。 

　1．適用の対象
　　以下の条項は、お客様が入手されたインフォニイのソフトウェア製品とその他関連資料に適用します。
　　また、本ソフトのアップデート版が提供された場合は、当該アップデート版ソフトウェアについても適用されるもの
　　とします。

　2．権利の許諾
　　本ソフトは、著作権法により保護されています。お客様は本契約書の条項に基づき、本ソフトの日本国内での非独
　　占的な使用を許諾されます。

　3．使用権と利用キー
　　(1) お客様は、インフォニイが発行する利用キーを取得することで、本ソフトを正規に使用できます。
　　(2) お客様は、本ソフトを、利用キーを取得した単一のコンピュータにおいて非独占的に使用することができます。
　　　ネットワークサーバーに本ソフトをインストールし、複数のコンピュータを接続して使用することはできません。
　　(3) 利用者登録を行ったお客様は、本ソフトの使用を特定の従業員に許可することができます。
　　(4) 利用キーは、インフォニイが発行した日から30日間有効です。30日を過ぎた場合、利用キーは無効になります。
　　(5) お客様が本ソフトの利用者登録を行い、利用キーを取得した場合、利用キーは他のコンピュータでは無効にな
　　　ります。お客様が契約期間中にコンピュータの故障などにより本体の乗換えを行う場合、インフォニイは一度に
　　　限り無料で利用キーを再発行します。二度目以降は、再度利用者登録を行い、利用キーを入手する必要があり
　　　ます。

　4．禁止事項
　　(1) お客様はいかなる事由によっても本ソフトを譲渡、販売、転貸することはできません。
　　(2) お客様は本製品をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。
　　(3) お客様はいかなる事由によってもアプリケーション開発環境を持つソフトウェアに本製品をバンドルして再配布
　　　することはできません。
　　(4) お客様は、本ソフトを、犯罪的行為に結びつく利用目的、公序良俗に違反する利用目的、その他第三者の権利
　　　を侵害するような利用目的で使用することはできません。

　5．保証および免責事項
　　(1) インフォニイは、本ソフトまたはサポートサービスの提供もしくは提供不能に関していかなる保証も行いません。
　　(2) インフォニイはいかなる場合にも、お客様が本ソフトを使用し、または運用した結果、直接または間接的に生じ
　　　る損害に関して一切責任を負いません。
　　(3) 本ソフトに関する一切の情報の管理については、お客様の責任において行うものとし、インフォニイは、その漏
　　　洩等により損害が生じたとしても、一切責任を負いません。

　6．契約期間
　　(1) 本契約は、お客様が本ソフトをインストールした日、又は、休止後再利用の為に本ソフトに利用キーを入力した
　　　日から発効します。
　　(2) 契約の発効日から利用登録にて申込んだ期間が過ぎた場合、またはお客様が本ソフトをアンインストールした
　　　時、本契約は自動的に終了します。
　　(3) インフォニイは、お客様が契約期間の途中で契約の解除を行っても利用料金の払い戻しは行いません。

　7．契約の解除
　　(1) お客様が、本契約の条項のいずれかに違反した場合、インフォニイは本契約を終了することができます。
　　(2) お客様は、本ソフトのすべてをコンピュータから削除することにより、いつでも契約解除することができます。

　8．内容の変更
　　(1) インフォニイはお客様に対する予告無しに仕様を変更することがあります。
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1．あらかじめ準備しておくもの
2．インストール

3．いつどこ通販の起動
4．終了



　「いつどこ通販」のインストールの為には、下記の環境が必要です。

　【 必要システム 】
　
　・日本語オペレーティングシステム
　　Microsoft　Windows XP　Service Pack 2以上、またはMicrosoft　Windows Vista　Service Pack 1以上、
　　またはMicrosoft Windows 7 以上

　・CPU
　　Pentium 233 MHz 以上 （Pentium Ⅲ 以上を推奨）

　・メモリ
　　128 MB 以上の実装メモリが必要 （256 MB 以上を推奨）

　・ハードディスク
　　インストールに最低50MB の空き容量が必要
　　動作時にはOS の動作が可能な空き容量とユーザーデータが保存可能な空き容量が別途必要

　・ディスプレイ
　　XGA (1024×768) 以上の高解像度ディスプレイ、256色以上の表示が必要

　・ソフトウェア
    .NET Framework 2.0 以上

　�そのほか
　　インターネットに接続できる環境、メールアカウント、管理者権限のユーザーアカウントが必要

1．あらかじめ準備しておくもの



　「いつどこ通販」の新規インストールやバージョンアップを行います。

　【 「いつどこ通販」をインストールする 】
　① 「いつどこ通販」のWebサイトからZipファイルをダウンロードします。

　② ダウンロードしたZipファイルを解凍します。

図2-1　セットアップフォルダ

図2-2　いつどこ通販 セットアップ画面（１）

　

図2-3　セットアップ開始メッセージ

2．インストール

　　　　　　　　インストール・バージョンアップは、お使いのコンピュータの管理者権限（Administrators）で行って下さい。

　　　　　　　　管理者権限以外のログインでは完了しません。

　　　　　　　　管理者の設定などはＷｉｎｄｏｗｓのヘルプなどをご参考下さい。

③ 「セットアップ.exe」をダブルクリック

します。

※Windowsの設定によって「.exe」が

表示されない場合があります。

④ インストールの方法を選択します。

通常は「新しくいつどこ通販を始める」
を選択します。

過去にいつどこ通販を利用したことが
あり、そのデータを使用する場合は
「インストール後、今まで使用してきた
データを使用していつどこ通販を始め
る」を選択します。

⑤ 「実行」をクリックします。

⑥ 「OK」をクリックします。

※「キャンセル」をクリックすると、処理

は中止されます。



図2-4　いつどこ通販 セットアップウィザード

図2-5　インストールフォルダの選択

図2-6　インストールの確認

⑦ 「次へ」をクリックします。

⑧ インストール先を選択します。

※ 特に問題がなければそのままで、

変更する場合は「参照」をクリックして
インストール先を選択します。

⑨ 「いつどこ通販」を使用するユー
ザーを選択します。

⑩ 「次へ」をクリックします。

⑪ 「次へ」をクリックします。



図2-7　いつどこ通販　インストール中

図2-7　いつどこ通販　インストール完了

図2-8　いつどこ通販　セットアップ画面（２）

⑫ 「いつどこ通販」のインストールが行
われます。

⑬ 「閉じる」をクリックします。

⑭ 「いつどこ通販」のショートカットア
イコンをデスクトップに作成する場合、

「いつどこ通販」をスタートアップに追
加する場合はチェックを入れます。

⑮ 「終了」をクリックして終了します。



　【 既にインストールしている「いつどこ通販」をバージョンアップする 】
　① Webサイトからバージョンアップ版「いつどこ通販」のZipファイルをダウンロードします。

　② ダウンロードしたZipファイルを解凍します。

図2-9　バージョンアップフォルダ

図2-10　いつどこ通販　バージョンアップ画面（１）

図2-11　バージョンアップ完了メッセージ

図2-12　いつどこ通販　バージョンアップ画面（２）

③ 「セットアップ.exe」をダブルクリック

します。

※Windowsの設定によって「.exe」が

表示されない場合があります。

④ 「実行」をクリックします。

⑤ 「OK」をクリックします。

⑥ 「終了」をクリックしてバージョンアッ
プを終了します。



　インストールした「いつどこ通販」を起動します。万一起動しない場合はWindowsが正しく動作しているか確認し、
　それでも起動しない場合はもう一度インストールをやり直してください。

　3．1． 「いつどこ通販」を起動する

　3．1．1． 起動 

図3.1.1-1　ショートカットアイコン

　

　

　 図3.1.1-2　起動プログレスバー

図3.1.1-3　起動時のメッセージ

3．いつどこ通販の起動

① インストール時にデスクトップに作
成したショートカットアイコンをダブル
クリックします。

※ショートカットアイコンを作成しな

かった場合は、Windowsの「スタート」

→「すべてのプログラム」→「いつどこ
通販」の順にクリックして起動します。

 ② 「いつどこ通販」起動のプログレス
バーが表示されます。

③　「はい」をクリックします。

※「いつどこ通販」でメール機能を使

わない場合は「いいえ」をクリックしま
す。ここで「いいえ」を選択した場合で
も、後から設定を行うことが可能で
す。

※メールの初期設定を行っていない

場合は、「いつどこ通販」を起動する
たびにこのメッセージが表示されま
す。「今後は表示しない」にチェックを
入れると、以降の起動時の表示はなく
なります。



図3.1.1-4　システム設定画面

　

図3.1.1-5　システム設定の適用

　

図3.1.1-6　メイン画面

④ システム設定を行います。

※設定方法の詳細は「14．1．システ

ム設定」を参照して下さい。

⑤ 設定の入力後、システム設定画面
の「適用」ボタンをクリックします。

⑥　「はい」をクリックします。

※クリック後、システム設定を更新す

るため「いつどこ通販」を自動的に終
了します。

「いいえ」をクリックすると、そのままメ
イン画面を起動します。

⑦ 自動終了後、再度「いつどこ通販」
を起動すると、プログレスバーが表示
された後、メイン画面が表示されます。

※ 「いつどこ通販」の初回起動時から

30日間は、無料で利用できるサービ

ス期間です。サービス期間中は、メイ
ン画面左上にサービス期間中のマー
クが表示されます。サービス期間後
の利用になると、料金が発生します。



　3．1．2． 送信テストを行う 

　システム設定で「メール設定」「サーバ設定」を終えたら、メールが正しく送信されるか確認テストを行ってください。

　

　　

　　

図3.1.2-1 顧客管理画面（追加モード）

図3.1.2-2　顧客管理画面（参照モード）

① 顧客管理画面から追加モードを選
択し、メールテスト用にテスト情報を登
録します。テスト情報のメールアドレス
情報には、送信テストでメールの宛先
とするアドレスを入力します。

② 参照モード、修正モードのいずれ
かでテスト情報を選択した状態で「送
信」ボタンをクリックします。



図3.1.2-3　個別メール送信画面

図3.1.2-4　送信確認メッセージ

図3.1.2-5　送信完了メッセージ

　⑦ テストメールの送信先にメールが送信されているか確認します。
　　※ご利用の環境によって、送信したメールがすぐに送信先に届かない場合もあります。
　　　送信先にメールが届いていない場合は、しばらく時間を置いてからもう一度確認してみてください。

　⑧ 履歴送信用のアドレスに送信した内容が届いているか確認します。

　⑨ メールの送信が確認できれば、送信のテストは完了です。

⑤ 「はい」をクリックします。

⑥ 「OK」をクリックします。

※「OK」をクリックすると、個別メール
送信画面は自動的に終了します。

③ 個別メール送信画面が表示されま
す。

④ 送信内容を編集し、「送信」ボタン
をクリックします。



　3．2． 利用キーを入力する

　3．2．1． 利用キーを入手する

　30日のサービス期間後も「いつどこ通販」を利用する場合は、利用者登録を行って
　利用キーを入手する必要があります。利用者登録は「いつどこ通販」のWebサイトから行います。

　① 「いつどこ通販」のWebサイトを開きます。

　② Webサイトから利用者登録、利用キーの発行申請を行います。

　③ 利用者登録、利用キー発行申請の手続きが完了すると、利用キーがメールで送信されます。
　

　3．2．2． 利用キーを入力する 

図3.2.2-1　メイン画面

　　利用キー入力画面

図3.2.2-2　利用キー入力画面

　

図3.2.2-3　保守情報送信の確認メッセージ

① メイン画面のメニューバーから、
「システム（F6）」→「利用キーの入力」

を選択します。

② 発行された24桁の利用キーを入力

します。

③ 「実行」をクリックします。

④ 製品の保守情報を送信してよろし
ければ、「OK」をクリックします。

※「キャンセル」をクリックした場合も、

利用キーは登録されます。



図3.2.2-4　保守情報送信完了のメッセージ

図3.2.2-5　利用キー認証完了のメッセージ

　　メイン画面

図3.2.2-6　メイン画面

⑤ 「OK」をクリックします。

⑥ 「OK」をクリックします。

※クリック後、利用キーの設定を有効

にするため、「いつどこ通販」を自動的
に終了します。

※利用キーを入力すると、申込みの

際に設定した期間、「いつどこ通販」
を正規に利用できるようになります。
期間が過ぎると「いつどこ通販」を起
動できなくなるため、新たに利用キー
を申請する必要があります。利用期
間が残り7日を切ると、メイン画面に

残日数が表示されます。



　3．3． 保守情報を送信する

　保守情報は、利用キー登録時以外でも送信することが可能です。
　保守情報の送信は、利用キー入力画面から開くことのできる製品情報画面から実行します。

図3.3-1　メイン画面

利用キー入力画面

　　製品情報画面

図3.3-2　利用キー入力画面

製品情報画面

図3.3-3　製品情報画面

① メイン画面のメニューバーから、
「システム（F6）」→「利用キーの入力」

を選択します。

② 「製品情報」をクリックします。

③ 製品情報画面が表示されます。

④ 「送信」をクリックします。



図3.3-4　保守情報送信の確認メッセージ

図3.3-5　保守情報送信の完了メッセージ

⑤ 「OK」をクリックします。

※「キャンセル」をクリックすると、処理

は中止されます。

⑥ 「OK」をクリックします。



　「いつどこ通販」を終了します。

　【 終了手順 】
　

図4-1　メイン画面

図4-2　システム終了のメッセージ

4．終了

① 「OK」をクリックします。

※「キャンセル」をクリックすると、処理

は中止されます。

① メイン画面のメニューバーから、
「ファイル（F1）」→「いつどこ通販を終

了する」を選択するか、画面右下の
「システム終了」ボタンをクリックしま
す。



5．商品情報を管理する
6．担当者情報を管理する



　販売する商品を追加・修正・削除するには、商品管理画面から操作を行います。

　【 商品管理画面を開く 】
　①メイン画面のメニューバーから、「編集（F2）」→「商品情報を編集する」を選択します。

　　メイン画面

5．商品情報を管理する

①①①①



　② 「商品情報を編集する」を選択すると、商品管理画面が表示されます。
　　※最初に画面を開いたときは、追加モードになっています。

　　商品管理画面

　　商品管理画面の説明

説明説明説明説明

条件を入力し、一致する商品を検索します。

商品の追加・修正を行います。

登録された商品を一覧表示します。

商品検索を行った場合は、ここに結果が一覧表示されます。

商品管理画面を追加モードに切り替えます。

商品管理画面を修正モードに切り替えます。

商品管理画面を削除モードに切り替えます。

商品分類管理画面を開きます。

商品一覧を印刷します。

画面のモードに合わせ、追加・修正・削除の処理を実行します。

商品管理画面を閉じます。

　　商品検索グループ・商品編集グループで入力する情報

説明説明説明説明

商品をグループ分けして管理するための区分

商品を管理するためのコード（半角英数字6文字まで）

商品の名称（30文字まで）

商品の価格（99999999 ～ -9999999円）

項目名項目名項目名項目名

商品分類

商品コード

商品名

一般単価

商品編集グループ

商品一覧

修正ボタン

追加ボタン

商品検索グループ

削除ボタン

項目名項目名項目名項目名

分類設定ボタン

商品一覧印刷ボタン

実行ボタン

戻るボタン

説明説明説明説明

条件を入力し、一致する商品を検索します。

商品の追加・修正を行います。

商品管理画面を追加モードに切り替えます。

商品管理画面を修正モードに切り替えます。

商品管理画面を削除モードに切り替えます。

分類管理画面を開きます。

商品一覧を印刷します。

商品管理画面を閉じます。

画面のモードに合わせ、追加・修正・削除の処理を実行します。

説明説明説明説明

商品をグループ分けして管理するための区分

商品を管理するためのコード（半角英数字6文字まで）

商品の名称（30文字まで）

商品の一般価格（99999999 ～ -9999999円）

登録された商品を一覧表示します。
商品検索を行った場合は、ここに結果が一覧表示されます。

特別単価 商品の特別価格（99999999 ～ -9999999円）



　　

　5．1．商品一覧を表示する（検索）

　商品検索グループから条件を指定し、一致する商品を一覧表示します。
　検索を行うことができるのは、「修正」「削除」モードのときのみです。

　　商品管理画面

　　【 検索手順 】
　　① 商品管理画面の商品検索グループの入力欄から、検索条件を指定します。
　　　　商品分類・商品コード・商品名を条件として指定できます。
　　　※条件を何も指定せずに検索すると、すべての商品が表示されます。

　　② 「検索」ボタンをクリックします。

　　③ 検索条件に一致する商品が、商品一覧に表示されます。
　　　※条件に一致する商品がない場合は下記のメッセージが表示されるので、「OK」ボタンをクリックします。

①①①①
②②②②

③③③③



　5．2．商品情報を追加する

　商品管理画面

　　【 追加手順 】
　　① 商品管理画面の「追加」ボタンをクリックします。（画面が追加モードになります）

　　② 商品編集グループの各入力欄に、商品情報を入力します。 各項目の入力形式については次に説明します。

　　　　・商品分類 ：　プルダウンリストから選択します。
　（商品分類については「 5．6．商品分類を管理する（追加・修正・削除）」を参照）

　　　　・商品コード （必須）：　半角英数字6桁以内で入力できます。
　　　　・商品名　（必須） ：　30文字以内で入力できます。
　　　　・一般単価　（必須）：　99999999 ～ -9999999円の範囲で入力できます。
　　　　・特別単価 ：　99999999 ～ -9999999円の範囲で入力できます。

  (入力せずに登録を行った場合は、一般単価と同じ単価が設定されます。)

　　③ 「実行」ボタンをクリックします。

　　④
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑤
　　　左記のメッセージが表示されれば、追加処理完了です。

追加モード時の表示

①①①①

②②②②

③③③③



　5．3．商品情報を修正する

　既に追加されている商品の情報を修正することができます。
　修正できるのは、商品分類・商品名・一般単価・特別単価です。
 ※商品コードを修正することは出来ません。商品コードを修正したい場合は、一度その商品を削除してから
　　新しく追加してください。

　商品管理画面

　　【 修正手順 】
　　① 商品管理画面の「修正」ボタンをクリックします。（画面が修正モードになります）

　　② 商品一覧の中から修正する商品を選択（行をクリック）します。

　　③ 選択した商品の情報が、商品編集グループの入力欄にセットされます。

　　④ セットされた商品情報を修正します。（商品分類・商品名・一般単価・特別単価のみ修正できます）

　　⑤ 「実行」ボタンをクリックします。

　　⑥
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑦
　　　左記のメッセージが表示されれば、修正処理完了です。

①①①①

修正モード時の表示

②②②②

③③③③

⑤⑤⑤⑤



　5．4．商品情報を削除する

　商品管理画面

　　【 削除手順 】
　　① 商品管理画面の「削除」ボタンをクリックします。（画面が削除モードになります）

　　② 商品一覧の中から削除する商品を選択（行をクリック）します。

　　③ 選択した商品の情報が、商品編集グループの入力欄にセットされます。

　　④ 削除する商品を確認して、よければ「実行」ボタンをクリックします。

　　⑤
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑥
　　　 左記のメッセージが表示されれば、削除処理完了です。

①①①①

削除モード時の表示

④④④④

②②②②

③③③③



　5．5．商品一覧を印刷する

　商品管理画面に表示されている商品一覧を、一覧表として印刷します。

　【 印刷手順 】
　①商品管理画面の「商品一覧印刷」ボタンをクリックします。

　　商品管理画面

　② 
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　③ 「OK」ボタンをクリックすると、出力処理を開始します。処理中はプログレスバーが表示されます。

　　プログレスバー

①①①①



　④ 商品一覧に表示されていた商品が、商品一覧表としてプレビュー表示されます。

　　商品一覧表のプレビュー画面

　⑤ 印刷してよければプレビュー画面の「印刷」ボタンをクリックし、印刷処理を開始します。

　⑥ 画面を閉じる場合は、右上の　　　　を使って画面を閉じます。

⑤⑤⑤⑤



　5．6．商品分類を管理する（追加・修正・削除）

　商品には、商品分類を設定することが出来ます。（未設定でも商品登録はできます）
　商品分類を設定すると、商品数が多い場合に検索などを効率よく行うことができます。
　商品分類を追加・修正・削除するには、商品分類管理画面から操作を行います。

　【 商品分類管理画面を開く 】
　①商品管理画面の「分類設定」ボタンをクリックします。

　　商品管理画面

①①①①



　②「分類設定」ボタンをクリックすると、商品分類管理画面が表示されます。

　　商品分類管理画面

　　商品分類管理画面の説明

説明説明説明説明

商品分類の追加・修正を行います。

追加されている商品分類を一覧表示します。

商品分類管理画面を追加モードに切り替えます。

商品分類管理画面を修正モードに切り替えます。

商品分類管理画面を削除モードに切り替えます。

画面のモードに合わせ、追加・修正・削除の処理を実行します。

商品分類管理画面を閉じます。

　　分類編集グループで入力する情報

説明説明説明説明

商品分類を管理するためのコード（自動で採番されます）

商品分類の名城

分類一覧

追加ボタン

削除ボタン

修正ボタン

分類編集グループ

実行ボタン

項目名項目名項目名項目名

戻るボタン

分類名

分類コード

項目名項目名項目名項目名

説明説明説明説明

商品分類の追加・修正を行います。

登録された商品分類を一覧表示します。

商品分類管理画面を追加モードに切り替えます。

商品分類管理画面を修正モードに切り替えます。

商品分類管理画面を削除モードに切り替えます。

画面のモードに合わせ、追加・修正・削除の処理を実行します。

商品分類管理画面を閉じます。

説明説明説明説明

商品分類を管理するためのコード（自動で採番されます）

商品分類の名称



　5．6．1．商品分類を追加する

　　商品分類管理画面

　　【 追加手順 】
　　① 商品分類管理画面の「追加」ボタンをクリックします。（画面が追加モードになります）
　　　※最初に画面を開いたときは、追加モードになっています。

　　② 分類編集グループの分類名入力欄に、分類名を入力します。30文字まで入力できます。
　　　※分類コードは自動でセットされます。

　　③ 「実行」ボタンをクリックします。

　　④
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑤
　　　　　左記のメッセージが表示されれば、追加処理完了です。

追加モード時の表示

①①①①

②②②②

③③③③



　5．6．2．商品分類を修正する

　　商品分類管理画面

　　【 修正手順 】
　　① 商品分類管理画面の「修正」ボタンをクリックします。(画面が修正モードになります)

　　② 分類一覧の中から修正する商品分類を選択（行をクリック）します。

　　③ 選択した商品分類の情報が分類編集グループの入力欄にセットされます。

　　④ セットされた商品分類の分類名を修正します。
　　　※分類コードは修正できません。

　　⑤ 「実行」ボタンをクリックします。

　　⑥ 
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑦
　　　　　左記のメッセージが表示されれば、修正処理完了です。

①①①①

⑤⑤⑤⑤

②②②②

③③③③

修正モード時の表示



　5．6．3．商品分類を削除する

　　商品分類管理画面

　　【 削除手順 】
　　① 商品分類管理画面の、「削除」ボタンをクリックします。（画面が削除モードになります）

　　② 分類一覧の中から削除する商品分類を選択（行をクリック）します。

　　③ 選択した商品分類の情報が分類編集グループの入力欄にセットされます。

　　④ 削除する商品分類を確認し、よければ「実行」ボタンをクリックします。

　　⑤

　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑥ 
　　　　　左記のメッセージが表示されれば、削除処理完了です。

　　※既に商品に設定されている分類を削除した場合は、対象商品の分類が「設定無」に変更されます。

①①①①

④④④④

②②②②

③③③③

削除モード時の表示



　担当者の情報を追加・修正・削除するには、担当者管理画面から操作を行います。

　【 担当者管理画面を開く 】
　① メイン画面のメニューバーから、「編集（F2）」→「担当者情報を編集する」を選択します。

　　メイン画面

6．担当者情報を管理する

①①①①



　② 「担当者情報を編集する」を選択すると、担当者管理画面が表示されます。
　　※最初に画面を開いたときは、追加モードになっています。

　　担当者管理画面

　　担当者管理画面の説明

　　担当者編集グループで入力する情報

項目名項目名項目名項目名

項目名項目名項目名項目名

説明説明説明説明

説明説明説明説明

担当者コード

担当者名

担当者を管理するためのコード（自動で採番されます）

担当者の氏名（20文字まで）

担当者編集グループ

担当者一覧

追加ボタン

修正ボタン

削除ボタン

担当者の追加・修正を行います。

登録された担当者を一覧表示します。

担当者管理画面を追加モードに切り替えます。

担当者管理画面を修正モードに切り替えます。

担当者管理画面を削除モードに切り替えます。

実行ボタン

戻るボタン

画面のモードに合わせ、追加・修正・削除の処理を実行します。

担当者管理画面を閉じます。

担当者一覧印刷ボタン 担当者一覧を印刷します。



　6．1．担当者情報を追加する

　担当者管理画面

　　【 追加手順 】
　　① 担当者管理画面の「追加」ボタンをクリックします。（画面が追加モードになります）　

　　② 担当者編集グループの入力欄に、担当者名を入力します。20文字まで入力できます。
　　　※担当者コードは自動でセットされます。

　　③ 「実行」ボタンをクリックします。

　　④
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑤
　　　左記のメッセージが表示されれば、追加処理完了です。

①①①①
②②②②

③③③③

追加モード時の表示



　6．2．担当者情報を修正する

　担当者管理画面

　　【 修正手順 】
　　① 担当者管理画面の「修正」ボタンをクリックします。（画面が修正モードになります）

　　② 担当者一覧から修正する担当者を選択（行をクリック）します。

　　③ 選択した担当者の情報が、担当者編集グループの入力欄にセットされます。

　　④ セットされた担当者の担当者名を修正します。
　　　※担当者コードは修正できません。

　　⑤ 「実行」ボタンをクリックします。

　　⑥
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑦
　　　左記のメッセージが表示されれば、修正処理完了です。

①①①①

②②②②

⑤⑤⑤⑤

③③③③

修正モード時の表示



　6．3．担当者情報を削除する

　担当者管理画面

　　【 削除手順 】
　　① 担当者管理画面の「削除」ボタンをクリックします。（画面が削除モードになります）

　　② 担当者一覧の中から削除する担当者を選択（行をクリック）します。

　　③ 選択した担当者の情報が担当者グループの入力欄にセットされます。

　　④ 削除する担当者を確認し、よければ「実行」ボタンをクリックします。

　　⑤
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑥
　　　左記のメッセージが表示されれば、削除処理完了です。

①①①①

②②②②

③③③③

④④④④

削除モード時の表示



　6．4．担当者一覧を印刷する

　【 印刷手順 】
　①担当者管理画面の「担当者一覧印刷」ボタンをクリックします。

　担当者管理画面

　② 　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　③ 「OK」ボタンをクリックすると、出力処理を開始します。処理中はプログレスバーが表示されます。

　　プログレスバー

①①①①



　④ 担当者一覧に表示されていた担当者が、担当者一覧表としてプレビュー表示されます。

　　担当者一覧表のプレビュー画面

　⑤ 印刷してよければプレビュー画面の「印刷」ボタンをクリックし、印刷処理を開始します。

　⑥ 画面を閉じる場合は、右上の　　　　を使って画面を閉じます。

⑤⑤⑤⑤



7．注文メールを取り込む
8．受注データを管理する



　「いつどこ通販」では、注文メールから受注情報を自動的に取り込みます。
　取り込んだ受注データの処理は、メイン画面から操作を行います。

　メイン画面

　　メイン画面の説明

　　表示条件グループで入力する情報

7．注文メールを取り込む

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

システム終了ボタン 「いつどこ通販」を終了します。

注文メール受信グループ 注文メール受信に関する情報を表示します。

メニューバー 「いつどこ通販」で実行できるメニューを表示します。

表示条件グループ 条件を入力し、一致する受注データを検索します。

検索条件グループで検索された結果を一覧表示します。受注データ一覧

発送伝票出力ボタン 発送伝票を出力します。

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

顧客コード 顧客を管理するためのコード

受信日 注文メールを受信した時期

顧客名 顧客の氏名

受注を管理するための番号受注番号

顧客カナ 顧客名の読み

未受付を表示するチェック
チェックが入っている場合、処理状況が未受付の
受注データのみ受注データ一覧に表示

完了・取消以外を表示する
チェック

チェックが入っている場合、処理状況が完了・取消以外の
受注データを受注データ一覧に表示

受注状況一覧印刷ボタン 受注状況一覧を印刷します。



　　注文データ一覧の各項目の説明

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

金額情報 注文した金額。

処理状況 注文の処理状況の変更を行います。

詳細ボタン 受信した注文メールを参照します。

伝票NO 売上伝票を管理するための番号。

注文メールを受信した日時。受信日時

顧客氏名
注文した顧客の氏名。
受付済みの注文には「参照」ボタンが表示されます。
「参照」ボタンのクリックで顧客管理画面を表示します。

伝票情報
各種伝票の出力状況を表示します。
「未」ボタンのクリックで、各種伝票の出力画面を表示します。

注文が受付済か未受付かを表示します。
「未」ボタンのクリックで注文受付画面を表示します。

受付

メール状況
各種メールの送信状況を表示します。
「未」ボタンのクリックで各種メール送信画面を表示します。

「発送伝票出力」ボタンのクリック時に出力の対象となる
注文データにチェックを入れます。

発送伝票



　7．1．注文メールを取り込む

　注文メールを受信し、受注情報を自動でシステムに取り込みます。
　注文メールを取り込むまでの流れは次の図の通りです。

　【 自動取込に必要な設定 】
　① 自動取込を行うには、取込に関係する次の項目をあらかじめ設定しておく必要があります。
　　　項目が正しく設定されていないと、システムは注文を取り込むことができません。
　　　設定はシステム設定画面から行います。
　　（設定方法の詳細は「15．1．システム設定」「15．2．注文メールの取込形式を設定する」を参照）

　　メール設定

POP
サーバ

お客様

ネットショップ
オーナー

（いつどこ通販）①商品の
注文

②注文メール
の送信

③受信メー
ルの確認

④メール
の受信

POP
サーバ

⑥注文メー
ル以外を転

送

⑤注文メー
ルの取込

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

受信したメールのログを
保存する場所
（必須）

受信したメールは注文メール以外のメールも含め、全て
利用しているコンピュータ本体にログとして保存されます。
ログを保存する場所を設定します。

転送用メールアドレス
（必須）

注文メールアドレスに送られてきた注文メール以外のメールは、
別のメールアドレスに転送されます。
転送先となるメールアドレスを設定します。

受信間隔（分）
（必須）

いつどこ通販は、設定されたメールアドレスに受信がないかを
定期的に確認します。確認する間隔を設定します。

送信履歴用メールアドレス
（必須）

いつどこ通販から顧客へメールを送信する場合に、履歴を残す
ために同じ内容のメールを別のアドレスにも送信します。
その宛先となるメールアドレスを設定します。

表示メールアドレス
（必須）

いつどこ通販が送信するメールの送信者として表示される
メールアドレスを設定します。

注文メールアドレス
（必須）

ショッピングカートから送信され、いつどこ通販で受信するメール
の宛先となるメールアドレスを設定します。



　　サーバ情報

　　取込設定

　　② 注文を受ける商品は商品登録されている必要があります。
　　　　商品登録は商品管理画面から行います。（登録方法は「5．2．商品情報を追加する」を参照）

　　　※システム設定のメール設定、サーバ設定を行っていない場合は、
　　　　受注データ一覧中の「注文メール」「メール状況」の各ボタンが「×」表示となり、使用不可の状態になります。
　　　　また、注文メールの取込みを行うこともできません。

　　メイン画面

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

注文メールの取込形式
注文メール本文に記載される注文情報の形式を、
項目ごとに設定します。

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

受信メール（POP3, IMAP または
HTTP）サーバ （必須）

受信メールサーバのアドレスを設定します。

アカウント名 （必須） 受信メールサーバのアカウント名を設定します。

パスワード （必須）
受信メールサーバに接続するために必要なパスワードを
設定します。

送信メール（SMTP）サーバ （必
須）

送信メールサーバのアドレスを設定します。

ポート番号 （必須） メール送信のために使用するポート番号を設定します。

SMTP認証チェック
送信メールサーバーが「SMTP 認証」に対応している場合は
チェックを入れます。チェックを入れた場合はアカウントと
パスワードを入力します。

アカウント

パスワード

SMTPサーバのアカウント名を設定します。

SMTPサーバのパスワードを設定します。



　　【 取込テスト 】
　　① システム設定、注文メール取込設定、商品情報の登録を行ってから、注文メール取込みテストを行います。

　　② 「いつどこ通販」で取込む予定の形式の注文メールを、システム設定のメール設定タブにて設定した
　　　注文メールアドレスへテスト用に送信します。
　　　※実際に運営しているショッピングサイトから送信することが望ましいですが、
　　　　それが不可能な場合は、送信される注文メールと同一形式のメールを送信します。

　　③ メイン画面の「受信開始」ボタンをクリックし、注文メールの受信を開始します。

　　メイン画面

　　④ テスト送信した注文メールが正確に取込まれ、注文データ一覧に表示されることを確認します。
　

　　⑤ 注文メール以外のメールを「いつどこ通販」が受信した場合、正しく判断され転送されるか確認します。

　　⑥ 注文メールの受信、注文メール以外のメールの転送が確認できれば、受信テストは完了です。
　　　　取込み処理に問題がある場合は、もう一度設定を確認してください。

③③③③

④④④④



　　【 取込手順 】
　　① メイン画面の注文メール受信グループの、「受信開始」ボタンをクリックします。

　　メイン画面

　　②
　　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
　※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　③ 注文メール受信グループの受信履歴に「受注処理開始」の履歴が追加され、受信状況が
　　　　「処理中」→「待機中」と変更されれば、受信開始しています。

　　④ POPサーバにメールがあればメールを受信し、注文メールを取込みます。

　　⑤ 注文メール受信を停止する場合は、「受信停止」ボタンをクリックします。

　　⑥
　　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
　※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑦ 注文メール受信グループの受信履歴に「受注処理停止」の履歴が追加され、受信状況が「停止中」に
　　　　変更されれば、受信停止しています。

　　　※受信したメールは全て、利用しているコンピュータ本体にログとして保存されます。
　　　　システムにトラブルが発生した場合や転送に失敗した場合等は、ログからメールを参照することができます。
　　　　受信メールのログを保存する場所は、システム設定画面で設定することが可能です。
　　　　（「15．1．システム設定」参照）

①①①①

⑤⑤⑤⑤



　　【手動受信による取込み】
　　「受信開始」ボタンをクリックして受信を開始し、「待機中」の表示が出ている間に「手動受信」ボタンをクリック
　　すると設定してある受信間隔に関係なくすぐにメールの受信を行います。

　　



　7．2．受注データの一覧を見る

　表示条件グループから条件を指定し、一致する受注データを一覧表示します。

　メイン画面

　　【 検索手順 】
　　① 表示条件グループの入力欄に、検索条件を指定します。
　　　　「顧客コード」と「売上伝票No」は完全に一致するもの、「顧客名」と「顧客カナ」は一部分が一致する
　　　　ものが検索されます。
　　　　また、入力されたすべての条件に当てはまるもののみが表示されます。
　　　※条件を何も指定せずに検索すると、すべての受注データが表示されます。

　　② 「検索」ボタンをクリックします。

　　③ 検索条件に一致する受注データが、受注データ一覧に表示されます。
　　　※条件に一致する受注データがない場合は下記のメッセージが表示されるので、「OK」ボタンをクリックします。

①①①①

②②②②

③③③③



　7．3．受注データを処理する

　7．3．1．注文メールを参照する

　　取込済みの注文メールの内容を参照します。

　　メイン画面

　　【 参照手順 】
　　① 表示条件グループから、注文メールを参照する受注データを検索します。

　　② 目的の受注データの行の「詳細」ボタンをクリックします。
　　　　※手動で受付を行った注文は「受注入力」、CSV入力(オプション)で取り込んだ注文は
　　　　　「外部取込」と表示されます。

　　③ 「詳細」ボタンをクリックすると、注文メール詳細画面が表示されます。
　　　　※「受注入力」・「外部取込」の場合は注文メール詳細画面は表示されません。

①①①①

②②②②



　　⑤ 印刷をする場合は「印刷」ボタンをクリックします。

　　⑥ 画面を閉じる場合は「戻る」ボタンをクリックします。

　7．3．2．注文受付処理を行う

　　注文メールを取り込んだ時点では、その注文はまだ受付処理を行っていません。
　　注文内容を確認し、受付処理を行います。

　　メイン画面

①①①①

②②②②

⑤⑤⑤⑤ ⑥⑥⑥⑥



　　【 受付処理手順 】
　　① 受付処理を行う受注データを表示条件グループから検索します。
　　　※受付処理が完了していない受注データは処理状況が「未受付」になっています。

　　② 目的の受注データの、受付の項目に表示されている「未」ボタンをクリックします。

　　③ 注文受付画面が開きます。

　　　注文受付画面

　　④ 受注受付画面で担当者選択を行います。受付の担当者をプルダウンリストから選択します。

　　⑤ 処理モードを選択します。
　　　　注文を行ったのが新規顧客の場合は、「新規顧客の注文として受付する」を選択します。
　　　　既に登録済みの顧客の場合は「既存顧客の注文として受付する」を選択します。
　　　　既存顧客検索条件グループから顧客を検索し、検索結果が表示された顧客一覧から
　　　　注文した顧客を選択（行をクリック）してください。

　　⑥ 「受付」ボタンをクリックします。

　　⑦
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンを
　クリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

④④④④

⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥



　　⑧ 「新規顧客の注文として受付する」を選択していた場合は、左記のメッセージが
表示されて受付処理完了です。

「既存顧客の注文として受付する」を選択した場合は以下の⑨の画面が表示されます。

　　⑨

　　　　画面左側の「顧客情報」は既存の顧客情報です。

　　　　画面右側の「変更項目」はメールから取込んだ顧客情報です。
　　　　既存で登録されている情報と異なる項目にはチェックが入っており、左側の「顧客情報」に色が付いています。

　　　　「変更項目」の中で新しくメールから取り込んだ情報に更新する項目にのみチェックが入った状態にします。
         チェックを全て外した場合は情報の更新を行わずに受付のみ行います。

　　⑩ 更新する情報が確定したら「実行」ボタンをクリックします。

　　⑪
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンを
　クリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

⑩⑩⑩⑩



　　⑧
　　　左記のメッセージが表示されれば、受付処理完了です。

　　⑨ 受注受付を中断する場合は、「戻る」ボタンをクリックします。

　7．3．3．処理状況の変更

　　受付処理が完了している受注データの処理状況を変更します。

　　メイン画面

　　【 変更手順 】
　　① 処理状況を変更する受注データを表示条件グループから検索します。

　　② 目的の受注データの処理状況の項目で、処理状況の変更を行います。
　　　　プルダウンリストから、現在の処理状況を選択します。選択できる処理状況については次に説明します。
　　　※受付済の受注データを未受付の状況に戻すことはできません。
　　　　また、未受付の受注データは、受付を行わなければ変更できません。

　　　　・受付済 ：　受付を完了した受注データです。
　　　　・入金待 ：　受付を完了し、入金を待っている受注データです。
　　　　・発送待 ：　入金を確認済みで、商品発送の準備を行っている受注データです。
　　　　・完了 ：　取引が完了した受注データです。
　　　　・取消 ：　注文が取り消された受注データです。この状態の受注データでは、

   各種メールの送信、各種伝票の出力を行うことができません。

①①①①

②②②②



　　③
　　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンを
　　クリックします。
　※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　④ メイン画面の処理状況の表示が変更されれば、変更処理完了です。

　7．4．各種出力・送信

　7．4．1．確認メールの送信

　　メイン画面

　　【 送信手順 】
　　① 確認メールを送信する受注データを、表示条件グループから検索します。

　　② 目的の受注データの行の、確認の項目に表示されている「未」ボタンをクリックします。
　　　※メールの送信には顧客情報にメールアドレスが登録されている必要があります。
　　　　メールアドレスが登録されていない状態で「未」ボタンをクリックすると、下記のメッセージが表示されるので、
　　　　メールアドレスを登録してからやり直してください。

①①①①

②②②②



　　③ 注文確認メール画面が表示されます。

　　　注文確認メール画面

　　④ 注文確認メール画面で件名と本文を入力します。
　　　※件名と本文には、あらかじめ設定しておいたメールテンプレートを使用することができます。
　　　　メールテンプレートを読込む場合は「テンプレート読込」ボタンをクリックして、メールテンプレート画面を開きます。
　　　　入力した件名と本文をテンプレートとして追加する場合は、「テンプレート書込」ボタンをクリックします。
　　　　（メールテンプレート画面については「9．7．メールテンプレートの読込と編集」を参照）

　　⑤ 「送信」ボタンをクリックします。

　　⑥
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑦
　先のメッセージが表示されれば、送信完了です。
　「OK」ボタンをクリックすると、注文確認メール画面は自動的に終了します。

　　⑧ 送信を完了すると、受注データの確認の項目が「完了」ボタンに変更されます。

⑤⑤⑤⑤

④④④④



　7．4．2．案内メールの送信

　　メイン画面

　　【 送信手順 】
　　① 案内メールを送信する受注データを、表示条件グループから検索します。

　　② 目的の受注データの行の、案内の項目に表示されている「未」ボタンをクリックします。

　　③ 注文案内メール画面が表示されます。

　　　注文案内メール画面

⑤⑤⑤⑤

④④④④

①①①①

②②②②



　　④ 注文案内メール画面で件名と本文を入力します。
　　　※件名と本文には、あらかじめ設定しておいたメールテンプレートを使用することができます。
　　　　メールテンプレートを読込む場合は「テンプレート読込」ボタンをクリックして、テンプレート画面を開きます。
　　　　入力した件名と本文をテンプレートとして追加する場合は、「テンプレート書込」ボタンをクリックします。
　　　　（メールテンプレート画面については「9．7．メールテンプレートの読込と編集」を参照）

　　⑤ 「送信」ボタンをクリックします。

　　⑥
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑦
　先のメッセージが表示されれば、送信完了です。
　「OK」ボタンをクリックすると、注文案内メール画面は自動的に終了します。

　　⑧ 送信を完了すると、受注データの案内の項目が「完了」ボタンに変更されます。

　7．4．3．完了メールの送信

　　メイン画面

　　【 送信手順 】
　　① 完了メールを送信する受注データを、表示条件グループから検索します。

　　② 目的の受注データの行の、完了の項目に表示されている「未」ボタンをクリックします。

①①①①

②②②②



　　③ 注文完了メール画面が表示されます。

　　　注文完了メール画面

　　④ 注文完了メール画面で件名と本文を入力します。
　　　※件名と本文には、あらかじめ設定しておいたメールテンプレートを使用することができます。
　　　　メールテンプレートを読込む場合は「テンプレート読込」ボタンをクリックして、メールテンプレート画面を開きます。
　　　　入力した件名と本文をテンプレートとして追加する場合は、「テンプレート書込」ボタンをクリックします。
　　　　（メールテンプレート画面については「9．7．メールテンプレートの読込と編集」を参照）

　　⑤ 「送信」ボタンをクリックします。

　　⑥
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑦
　左記のメッセージが表示されれば、送信完了です。
　「OK」ボタンをクリックすると、注文完了メール画面は自動的に終了します。

　　⑧ 送信を完了すると、受注データの完了の項目が「完了」ボタンに変更されます。

　　※注文確認メール画面、注文案内メール画面、注文完了メール画面では、編集中のメールを送信せずに
　　　「閉じる」ボタンをクリックすると、下記のメッセージが表示されます。
　　　「はい」ボタンをクリックして画面を閉じた場合、編集中の内容は保存されませんので、ご注意ください。

⑤⑤⑤⑤

④④④④



　7．4．4．受注伝票を作成する

　　メイン画面

　　【 作成手順 】
　　① 受注伝票を作成する受注データを、表示条件グループから検索します。

　　② 目的の受注データの行の、受注の項目に表示されている「未」ボタンをクリックします。

　　③ 受注伝票出力画面が表示されます。

　　　受注伝票出力画面

①①①①

④④④④

②②②②



　　④ 伝票の内容を確認し、よければ「出力」ボタンをクリックします。
　　　※受注伝票作成を中断する場合は、「戻る」ボタンをクリックします。

　　⑤
　　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
　※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑥ 「OK」ボタンをクリックすると、出力処理を開始します。処理中はプログレスバーが表示されます。

　　　プログレスバー

　　⑦ 出力処理が完了すると、受注伝票がプレビュー表示されます。

　　　受注伝票のプレビュー画面

　　⑧ 印刷してよければプレビュー画面の「印刷」ボタンをクリックし、印刷処理を開始します。

　　⑨ 画面を閉じる場合は、右上の　　　　を使って画面を閉じます。

　　⑩ 伝票を出力すると、受注データの受注の項目が「完了」ボタンに変更されます。

⑧⑧⑧⑧



　7．4．5．請求書を作成する

　　メイン画面

　　【 作成手順 】
　　① 請求書を作成する受注データを、表示条件グループから検索します。

　　② 目的の受注データの行の、請求の項目に表示されている「未」ボタンをクリックします。

　　③ 請求書出力画面が表示されます。

　　　請求書出力画面

①①①①

②②②②

④④④④

⑤⑤⑤⑤



　　④ 請求書出力画面のお支払日の入力欄に、支払日を入力します。

　　⑤ 請求書の内容を確認し、よければ「出力」ボタンをクリックします。
　　　※店舗情報は各行25文字程度ずつの表示となりますので、長い場合は編集してください。
　　　※請求書作成を中断する場合は、「戻る」ボタンをクリックします。

　　⑥
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑦ 「OK」ボタンをクリックすると、出力処理を開始します。処理中はプログレスバーが表示されます。

　　　プログレスバー

　　⑧ 出力処理が完了すると、請求書がプレビュー表示されます。

　　　請求書のプレビュー画面

　　⑨ 印刷してよければプレビュー画面の「印刷」ボタンをクリックし、印刷処理を開始します。

　　⑩ 画面を閉じる場合は、右上の　　　　を使って画面を閉じます。

　　⑪ 伝票を出力すると、受注データの請求の項目が「完了」ボタンに変更されます。

⑨⑨⑨⑨



　7．4．6．納品書を作成する

　　メイン画面

　　【 作成手順 】
　　① 納品書を作成する受注データを、表示条件グループから検索します。

　　② 目的の受注データの行の、納品の項目に表示されている「未」ボタンをクリックします。

　　③ 納品書出力画面が表示されます。

　　　納品書出力画面

①①①①

②②②②

④④④④



　　④ 納品書の内容を確認し、よければ「出力」ボタンをクリックします。
　　　※納品書作成を中断する場合は、「戻る」ボタンをクリックします。

　　⑤
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑥ 「OK」ボタンをクリックすると、出力処理を開始します。処理中はプログレスバーが表示されます。

　　　プログレスバー

　　⑦ 出力処理が完了すると、納品書がプレビュー表示されます。

　　　納品書のプレビュー画面

　　⑧ 印刷してよければプレビュー画面の「印刷」ボタンをクリックし、印刷処理を開始します。

　　⑨ 画面を閉じる場合は、右上の　　　　を使って画面を閉じます。

　　⑩ 伝票を出力すると、受注データの納品の項目が「完了」ボタンに変更されます。

⑧⑧⑧⑧



　　※受注伝票出力画面、請求書出力画面、納品書出力画面にて、「(内消費税)」と「値引」項目に0を入力した場合は、
　　　実際に出力される伝票では「(内消費税)」・「値引」項目ごと表示されなくなりますので、ご注意下さい。



　7．4．7．発送伝票（CSV)を作成する

　　メイン画面

　　【 作成手順 】
　　① 発送伝票を作成する受注データを、表示条件グループから検索します。

　　② 目的の受注データの行の、発送伝票の項目にチェックを入れます。
　　　※複数の受注データを選択することができます。

　　③ 「発送伝票出力」ボタンをクリックします。

①①①①

②②②②

③③③③



　　④ 発送伝票出力画面が表示されます。

　　　発送伝票出力画面

　　⑤ 出力フォーマットの中から出力するフォーマットを選択します。
　　　　以下の中から選択することができます。
　　　　　・ヤマト運輸B2
　　　　　・佐川急便e飛伝
　　　　　・ゆうぱっくプリント
　　　　　・カスタム

　　⑥ 選択したフォーマットと同じ行にある「出力設定」ボタンをクリックします。

⑤⑤⑤⑤
⑥⑥⑥⑥



　　⑦ 出力設定画面が表示されます。ここでは毎回決まって同じ値を出力するような項目の設定を行います。

    【「ヤマト運輸B2・佐川急便e飛伝・ゆうぱっくプリントを選択した場合】

　　⑧ 固定値出力項目設定の「CSV出力値」の列を編集します。
　　　  入力した内容が「CSV出力位置」で指定されている位置および「項目」の列に記載してある項目の位置に
　　　  出力されます。
　　

　　⑨ 配達希望日変換設定の「メール受信値」の列を編集します。
　　　 「配送希望時間」の列に記載してある時間帯は、それぞれの運送会社が設定している配送時間帯です。
       「メール受信値」には注文メールに記載されてある配送希望日のパターンを、対応する運送会社指定の
　　　 時間帯の行に入力します。
　　　 CSVファイルには「CSV出力値」に記載されてある値が出力されます。

　　⑩ 全ての入力が終了したら「保存」ボタンをクリックします。

　　⑪ 発送伝票出力画面に戻ります。

    【「カスタム」を選択した場合】
    カスタムの場合は出力する項目を選択することができます。
　　出力したい項目にチェックを入れ、住所のフォーマットを選択して「保存」ボタンをクリックしてください。

　　　　　　　　※※※※各各各各フォーマットフォーマットフォーマットフォーマットにににに対対対対してしてしてして初回出力時初回出力時初回出力時初回出力時はははは必必必必ずずずず設定設定設定設定がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。
　　　 　　　 　　　 　　　 前回出力時前回出力時前回出力時前回出力時にににに保存保存保存保存したしたしたした設定設定設定設定にににに変更変更変更変更がないがないがないがない場合場合場合場合はははは⑥⑥⑥⑥～～～～⑪⑪⑪⑪のののの操作操作操作操作はははは必要必要必要必要ありませんありませんありませんありません。。。。

⑧⑧⑧⑧

⑨⑨⑨⑨

⑩⑩⑩⑩



　　⑫ 出力先グループに、出力先のパスを入力します。
　　　　「参照」ボタンをクリックし、CSVファイルの出力先を選択します。
　　　　選択すると入力欄にパスが入力されるので、続けて任意のファイル名を入力します。
　　　　ファイルの拡張子は「.csv」です。
　　　※出力先に不備があると、CSVファイルを作成することができません。
　　　　設定した出力先に不備がある場合は、下記のメッセージが表示されるので、
　　　　「OK」ボタンをクリックして出力先を設定しなおします。

　　⑬ ヘッダ項目名を出力したい場合は「ヘッダ項目を出力する」にチェックを入れます。

　　⑭ 受注データ一覧から、出力する項目を選択しチェックを入れます。

　　⑮ 「出力」ボタンをクリックします。
　　　※発送伝票の作成を中断する場合は、「戻る」ボタンをクリックします。

　　⑯
　　　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンを
　　　クリックします。
　　※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

⑫⑫⑫⑫

⑬⑬⑬⑬

⑭⑭⑭⑭

⑮⑮⑮⑮



　　⑰ 「OK」ボタンをクリックすると、出力処理を開始します。処理中はプログレスバーが表示されます。

　　　プログレスバー

　　⑱
　　左記のメッセージが表示されれば、出力処理完了です。



　7．5．受注状況一覧を印刷する

　　

　　【 印刷手順 】
　　① 表示条件グループから、印刷する受注データを検索します。

　　② 「受注状況一覧印刷」ボタンをクリックします。

　　②

　　③ 「OK」ボタンをクリックすると、出力処理を開始します。処理中はプログレスバーが表示されます。

　　プログレスバー

①①①①

②②②②



　　④ メインメニュー画面に表示されている受注の状況が、受注状況一覧としてプレビュー表示されます。

　　受注状況一覧のプレビュー画面

　⑤ 印刷してよければプレビュー画面の「印刷」ボタンをクリックし、印刷処理を開始します。

　⑥ 画面を閉じる場合は、右上の　　　　を使って画面を閉じます。

⑤⑤⑤⑤



　「いつどこ通販」では、注文メールから自動で受注情報を取り込む他に、電話やFAXでの注文にも対応できるように、
　手作業で受注情報を取り込むことができます。受注データの手動での取り込みや受注データの削除は、
　受注登録画面から行います。

　【 受注登録画面を開く 】
　① メイン画面のメニューバーから、「入力（F3）」→「受注データを入力する」を選択します。

　　メイン画面

8．受注データを管理する

①①①①



　② 「受注データを入力する」を選択すると、受注登録画面が表示されます。
　　※最初に画面を開いたときは、追加モードになっています。

　　受注登録画面

　　受注登録画面の説明

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

顧客検索グループ
（追加モード時に切り替わります）

売上伝票一覧

売上伝票明細グループ

追加ボタン

削除ボタン

条件を入力し、一致する顧客を検索します。

検索した売上伝票の一覧を表示します。

売上伝票の参照・追加・修正を行います。

受注登録画面を追加モードに切り替えます。

受注登録画面を削除モードに切り替えます。

実行ボタン

戻るボタン

画面のモードに合わせ、追加・修正・削除の処理を実行します。

受注登録画面を閉じます。

顧客登録ボタン

入金登録ボタン

顧客管理画面を開きます。

入金管理画面を開きます。

売上伝票検索グループ
（参照・修正・削除モード時に
切り替わります）

条件を入力し、一致する売上伝票を検索します。

参照ボタン

修正ボタン

受注登録画面を参照モードに切り替えます。

受注登録画面を修正モードに切り替えます。

売上伝票明細印刷ボタン 売上伝票明細を印刷します。



　　顧客検索・売上伝票検索グループ入力する情報

　　売上伝票明細グループで入力する情報

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

売上伝票NO
（売上伝票検索時のみ）

顧客カナ

売上伝票を管理するための番号

顧客名の読み

受注日

担当者

注文を受けた日付

注文の担当者名

小計（税込）

値引

送料

手数料

値引前計

使用ポイント

加算ポイント

支払計

配送希望日

注文された商品の値段の合計

注文に適用する値引額

商品の送付に掛かる金額

料金の支払方法によって掛かる手数料の金額

値引処理が行われていない合計金額

支払に使用されるポイント数

注文によって加算されるポイント数

支払の合計金額

配送を希望する日

配送希望時間 配送を希望する時間帯

顧客名 顧客の氏名

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

期間
（売上伝票検索時のみ）

注文を受けた時期

備考 注文に関する備考

注文区分 注文の形式

支払方法 料金の支払方法



　8．1．受注データを参照する

　受注登録画面

　　【 参照手順 】
　　① 受注登録画面の「参照」ボタンをクリックします。（画面が参照モードになります）

　　② 売上伝票検索グループから、期間・伝票NO・顧客カナ・顧客名のいずれかの項目を選択し、
　　　　検索する条件を指定します。

　　③ 「検索」ボタンをクリックします。

　　④ 売上伝票一覧に検索結果を一覧表示します。

　　⑤ 売上伝票一覧から参照する売上伝票を選択（行をクリック）します。

　　⑥ 選択した売上伝票の情報が、売上伝票明細グループにセットされます。

参照モード時の表示

①①①①

②②②②

④④④④

⑥⑥⑥⑥

③③③③

⑤⑤⑤⑤



　8．2．受注データを手動で取り込む

　受注登録画面

　　【 取込手順 】
　　① 受注登録画面の「追加」ボタンをクリックします。（画面が追加モードになります）　

　　② 顧客検索グループから、注文した顧客を検索します。
　　　　条件を入力し「検索」ボタンをクリックすると、顧客検索画面が表示されます。

　　　顧客検索画面

　　③ 顧客検索画面の顧客一覧から注文した顧客を選択（行をクリック）します。

③③③③

④④④④

追加モード時の表示

①①①①

②②②②
⑥⑥⑥⑥

⑩⑩⑩⑩

⑪⑪⑪⑪

⑤⑤⑤⑤



　　④ 「決定」ボタンをクリックすると、選択した顧客の情報が受注登録画面の売上伝票明細グループに
　　　　セットされます。

　　⑤ 売上伝票明細グループに受注日と担当者を入力します。
　　　　受注日はYYYY/MM/DD の形式で、半角数字で入力します。
　　　　担当者はプルダウンリストから選択します。
　　　　

　　⑥ 商品明細に注文された商品を追加します。
　　　　「商品追加」ボタンをクリックし、商品検索画面を開きます。
　　　※商品明細から商品を削除する場合は、削除する商品を選択(行をクリック）し、「商品削除」ボタンを
　　　　クリックします。

　　　商品検索画面

　　　　

　　⑦ 検索条件グループに条件を入力し「検索」ボタンをクリックすると、結果が一覧表示されます。

　　⑧ 商品一覧から注文された商品を選択(行をクリック）します。

　　⑨ 「選択」ボタンをクリックすると、商品情報が受注登録画面の商品明細にセットされます。
         価格は一般価格と特別価格をプルダウンリストから選択できます。

　　⑩ 商品明細の入力が完了したら、残りの項目を入力します。
　　　　小計・送料・手数料・値引前計・値引・使用ポイント・支払計を、それぞれ半角数字で入力します。
　　　　注文区分・支払方法を、それぞれの項目の選択肢の中から選択します。
　　　※「金額計算」ボタンをクリックすると、商品明細をもとに小計・値引前計・支払計を自動で計算
　　　　することができます。
　　　　メール取込設定で消費税の取込を設定している場合は、内消費税も自動で計算します。
　　　　設定していない場合、内消費税は０となります。
　　　　また、システム設定にてポイント設定を行った場合はポイントの計算も自動で行いますが、一度金額計算を
　　　　した後商品の追加や削除などで代金に変更が生じた場合は、変更された代金に応じたポイントを計算する
　　　　ために取得ポイントの欄を空にしてもう一度「金額計算」ボタンをクリックしてください。

　　⑪ 「実行」ボタンをクリックします。

⑦⑦⑦⑦

⑧⑧⑧⑧

⑨⑨⑨⑨



　　⑫

　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑬

　　　左記のメッセージが表示されれば、追加処理完了です。

　8．3．受注データを修正する

　受注登録画面

　　【 修正手順 】
　　① 受注登録画面の「修正」ボタンをクリックします。（画面が修正モードになります）

　　② 売上伝票検索グループから修正する売上伝票を検索します。

　　③ 売上伝票一覧から修正する売上伝票を選択（行をクリック）し、売上伝票明細グループに情報をセットします。

　　④ セットされた売上伝票明細を修正します。
　　　　※メール取込によって受注した伝票は修正することができません。

　　⑤ 「実行」ボタンをクリックします。

修正モード時の表示

①①①①

②②②②

③③③③

④④④④

⑤⑤⑤⑤



　　⑥ 
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑦

　　　左記のメッセージが表示されれば、修正処理完了です。

　8．4．受注データを削除する

　受注登録画面

　　【 削除手順 】
　　① 受注登録画面の「削除」ボタンをクリックします。（画面が削除モードになります）

　　② 売上伝票検索グループから削除する伝票情報を検索します。

　　③ 売上伝票一覧から削除する売上伝票を選択（行をクリック）し、売上伝票明細グループに情報をセットします。

　　④ 削除する売上伝票を確認して、よければ「実行」ボタンをクリックします。

　　⑤
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

削除モード時の表示

①①①①

②②②②

③③③③

④④④④



　　⑥
　　　左記のメッセージが表示されれば、削除処理完了です。

8．5．売上伝票明細を印刷する

　受注管理画面右側の売上伝票明細を印刷します。

　　【 印刷手順 】
　　① 受注登録画面の「売上伝票明細印刷」ボタンをクリックします。

　　②

　　③ 「OK」ボタンをクリックすると、出力処理を開始します。処理中はプログレスバーが表示されます。

　　プログレスバー

①①①①



　　④ 受注登録画面右側に表示されていた情報が、売上伝票明細としてプレビュー表示されます。

　　売上伝票明細のプレビュー画面

　⑤ 印刷してよければプレビュー画面の「印刷」ボタンをクリックし、印刷処理を開始します。

　⑥ 画面を閉じる場合は、右上の　　　　を使って画面を閉じます。

⑤⑤⑤⑤



9．顧客情報を管理する



　顧客の情報を参照したり、追加・修正・削除するには、顧客画面から操作を行います。
　顧客へ個別にメールを送信する場合は、ここから送信することが出来ます。
　（個別メール送信は「9．6．メールを個別に送信する」を参照）

　【 顧客管理画面を開く 】
　① メイン画面のメニューバーから、「マスタ（F2）」→「顧客情報を編集する」を選択します。

　　メイン画面

　② 「顧客情報を編集する」を選択すると、顧客管理画面が表示されます。
　　※最初に画面を開いたときは、追加モードになっています。

　　顧客管理画面

9．顧客情報を処理する

①①①①



　　顧客管理画面の説明

　　顧客情報グループで入力する情報

項目名項目名項目名項目名

項目名項目名項目名項目名

説明説明説明説明

説明説明説明説明

顧客検索グループ 条件を入力し、一致する顧客を検索します。

未入金顧客検索グループ

顧客情報グループ

売上履歴

追加ボタン

修正ボタン

削除ボタン

戻るボタン

実行ボタン

顧客管理画面を閉じます。

画面のモードに合わせ、追加・修正・削除の処理を実行します。

顧客管理画面を追加モードに切り替えます。

顧客管理画面を修正モードに切り替えます。

顧客管理画面を削除モードに切り替えます。

受注登録ボタン

入金登録ボタン

受注登録画面を開きます。

入金登録画面を開きます。

顧客No

顧客氏名

フリガナ

性別

郵便番号

住所

電話番号

FAX

生年月日

アドレス

顧客情報を管理するための番号

顧客の氏名

顧客氏名の読み

顧客の性別

顧客の郵便番号

顧客の住所

顧客の電話番号

顧客のFAX番号

顧客の生年月日と年齢

顧客のメール端末の種別とメールアドレス

届先氏名

届先カナ

届先郵便

届先住所

届先番号

届先の受取人の氏名

届先氏名の読み

届先の郵便番号

届先の住所

届先の電話番号

未入金のある顧客を検索します。

顧客情報の参照・追加・修正を行います。

参照ボタン

敬称 顧客に使用する敬称

売掛残

ポイント残

メモ

顧客の未入金の残高

顧客の残りポイント数

メモ

売上履歴を一覧表示します。

顧客管理画面を参照モードに切り替えます。

配信不要チェック メール配信の要・不要

チェック1～3 システム設定で任意に設定可能（「14．1．システム設定」を参照）

履歴ボタン

送信ボタン

送信履歴画面を開く

個別メール送信画面を開く

顧客情報印刷ボタン 顧客情報を印刷します。

売上履歴印刷ボタン 売上履歴を印刷します。

単価設定 顧客の単価の設定

前回支払方法 直近の受注の支払方法を表示します。



　9．1．顧客情報を参照する

　顧客検索グループから条件を指定し、条件に一致する顧客の情報を参照します。

　顧客管理画面

　　【 参照手順 】
　　① 顧客管理画面の「参照」ボタンをクリックします。（画面が参照モードになります）

　　② 顧客検索グループから、顧客カナ・顧客氏名・電話番号・メールアドレスのいずれかを選択し、検索条件を
　　　　指定します。
　　　※顧客カナ・顧客氏名・メールアドレスは部分一致、電話番号は完全一致です。
　　　※条件を何も指定せずに検索すると、すべての顧客が表示されます。

　　③ 「検索」ボタンをクリックします。

参照モード時の表示

①①①①

②②②② ③③③③



　　④ クリックすると顧客検索画面が開き、検索結果を一覧表示します。

　　顧客検索画面

　　⑤ 顧客検索画面の顧客一覧から参照する顧客を選択（行をクリック）します。

　　⑥ 「決定」ボタンをクリックします。

　　⑦ 選択した顧客の情報が、顧客管理画面の顧客情報グループにセットされます。

　　⑧ 検索を中断する場合は、「戻る」ボタンをクリックします。

⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥

⑧⑧⑧⑧



　9．2．顧客情報を管理する

　9．2．1．顧客情報を手動で追加する

　　顧客管理画面

　　【 追加手順 】
　　① 顧客管理画面の「追加」ボタンをクリックします。（画面が追加モードになります）

　　② 顧客情報グループの入力欄に、顧客情報を入力します。各項目の入力形式については次に説明します。

　　　　・フリガナ ：　30文字以内で入力できます。
　　　　・顧客氏名 （必須） ：　30文字以内で入力できます。
　　　　・敬称 ：　プルダウンリストから選択します。
　　　　・性別 ：　男性・女性・設定なしのいずれかを選択します。
　　　　・郵便番号 ：　半角数字7桁で、000-0000の形式で入力します。

    入力後に横の「検索]ボタンを押すと、該当する住所が候補として表示されます。
    候補から選択するとそのまま住所の欄にセットされます。
　　この機能をご利用になるには設定が必要です。設定方法は次ページの
　　【郵便番号辞書の設定方法】をご参照ください。

　　　　・住所 ：　60文字以内で入力できます。
　　　　・電話番号 ：　半角数字で入力します。
　　　　・FAX ：　半角数字で入力します。
　　　　・生年月日 ：　YYYY/MM/DD の形式で、半角数字で入力します。
　　　　・チェック1～3 ：　設定に応じてチェックを入れます。
　　　　・単価設定 ：　一般価格・特別価格のいずれかを選択します。
　　　　・ポイント残 ：　半角数字で入力します。
　　　　・メモ ：　200文字以内で入力できます。
　　　　・配信不要チェック ：　メールを配信しない場合はチェックを入れます。
　　　　・メールアドレス ：　PC・携帯・無しのいずれかを選択し、メールアドレスを入力します。
　　　　・届先氏名 ：　30文字以内で入力できます。
　　　　・届先カナ ：　30文字以内で入力できます。
　　　　・届先郵便 ：　半角数字7桁で「-」を挟み、3桁と4桁で入力します。
　　　　・届先住所 ：　60文字以内で入力できます。
　　　　・届先番号 ：　半角数字で入力します。

追加モード時の表示

①①①①

②②②②

③③③③



　　③ 「実行」ボタンをクリックします。

　　④
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑤
　　　左記のメッセージが表示されれば、追加処理完了です。

　【郵便番号辞書の設定方法】

　① IMEバーの [ツール] をクリックします。

　②表示されたメニューから [プロパティ] をクリックします。

　③[Microsoft IMEスタンダードのプロパティ] ダイアログ - [辞書/学習] タブをクリックします。

　④[システム辞書] 欄の [Microsoft IME 郵便番号辞書] を選択します。 
      (チェックボックスにチェックが入った状態)

　⑤「OK」ボタンをクリックします。

③③③③

④④④④

⑤⑤⑤⑤



　9．2．2．顧客情報を修正する

　　顧客管理画面

　　【 修正手順 】
　　① 顧客管理画面の「修正」ボタンをクリックします。（画面が修正モードになります）

　　② 顧客検索グループから修正する顧客を検索します。

　　③ セットされた顧客情報を修正します。

　　④ 「実行」ボタンをクリックします。

　　⑤ 
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑥
　　　左記のメッセージが表示されれば、修正処理完了です。

修正モード時の表示

①①①①
②②②②

③③③③

④④④④



　9．2．3．顧客情報を削除する

　　顧客管理画面

　　【 削除手順 】
　　① 顧客管理画面の「削除」ボタンをクリックします。（画面が削除モードになります）

　　② 顧客検索グループから削除する顧客を検索します。

　　③ セットされた削除する顧客を確認して、よければ「実行」ボタンをクリックします。

　　④
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑤
　　　左記のメッセージが表示されるので、「OK」ボタンをクリックします。

削除モード時の表示

①①①①

②②②②

③③③③



　9．3．未入金のある顧客を検索する
.
　登録した顧客の中から未入金のある顧客を検索します。

　【 検索手順 】
　① 顧客管理画面の未納金顧客検索グループの「検索」ボタンをクリックします。

　　顧客管理画面
　

　② クリックすると、未納金顧客検索画面が表示されます。

　　未納金顧客検索画面

　③ 未入金顧客検索画面の検索条件グループで、検索する期間を設定します。
　　※条件を何も指定せずに検索すると、未入金のある顧客がすべて表示されます。

　④ 「検索」ボタンをクリックします。

　⑤ 設定した期間内で未入金のある顧客が、顧客一覧に表示されます。

③③③③ ④④④④

⑤⑤⑤⑤

⑦⑦⑦⑦

⑨⑨⑨⑨

①①①①



　⑥ 顧客一覧から顧客情報を参照する顧客を選択（行をクリック）します。

　⑦ 「選択」ボタンをクリックします。

　⑧ 選択した顧客の情報が、顧客管理画面の顧客情報グループにセットされます。

　⑨ 検索を中断する場合は、「戻る」ボタンをクリックします。



　9．4．顧客情報を印刷する

　顧客の情報を印刷します。

　【印刷手順】
　①顧客管理画面の「顧客情報印刷」ボタンをクリックします。

　② 　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　③ 「OK」ボタンをクリックすると、出力処理を開始します。処理中はプログレスバーが表示されます。

　　プログレスバー

①①①①



　④ 顧客情報に表示されていた情報が、「顧客情報」としてプレビュー表示されます。

　　顧客情報のプレビュー画面

　⑤ 印刷してよければプレビュー画面の「印刷」ボタンをクリックし、印刷処理を開始します。

　⑥ 画面を閉じる場合は、右上の　　　　を使って画面を閉じます。

⑤⑤⑤⑤



　9．5．売上履歴を印刷する

　顧客の売上履歴を印刷します。

　【印刷手順】
　①顧客管理画面の「売上履歴印刷」ボタンをクリックします。

　②出力する履歴の期間を入力します。

　③「出力」ボタンをクリックします。

　④
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

①①①①

②②②②

③③③③



　⑤ 「OK」ボタンをクリックすると、出力処理を開始します。処理中はプログレスバーが表示されます。

　　プログレスバー

　⑥ 顧客情報に表示されていた売上履歴が、「売上履歴」としてプレビュー表示されます。

　　売上履歴のプレビュー画面

　⑦ 印刷してよければプレビュー画面の「印刷」ボタンをクリックし、印刷処理を開始します。

　⑧ 画面を閉じる場合は、右上の　　　　を使って画面を閉じます。

⑦⑦⑦⑦



　9．6．メールを個別に送信する

　登録している顧客でメールアドレスが設定されている場合、個別にメールを送信することができます。

　【 送信手順 】
　① 顧客検索グループからメールを送信する顧客を検索します。

　② 顧客情報グループの「送信」ボタンをクリックします。
　　　※システム設定のメール設定、サーバ設定を行っていない場合、または顧客管理画面の「配信不要」に
　　　　チェックが入っている場合、メールの送信はできません。

　　顧客管理画面

　　③ 個別メール送信画面が開きます。

　　　個別メール送信画面

②②②②

⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥



　　④ 個別メール送信画面の各入力欄に入力します。
　　　※メールの内容には、あらかじめ設定しておいたメールテンプレートを使用することができます。
　　　　メールテンプレートを読込む場合は「テンプレート読込」ボタンをクリックして、メールテンプレート画面を開きます。
　　　　入力した件名と本文をテンプレートとして追加する場合は、「テンプレート書込」ボタンをクリックします。
　　　　（メールテンプレート画面については「9．7．メールテンプレートの読込と編集」を参照）

　　⑤ 「送信」ボタンをクリックします。

　　⑥
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑦
　左記のメッセージが表示されれば、送信完了です。
　「OK」ボタンをクリックすると、個別メール送信画面は自動的に終了します。

　　※編集中のメールを送信せずに「閉じる」ボタンをクリックすると、下記のメッセージが表示されます。
　　　「はい」ボタンをクリックして画面を閉じた場合、編集中の内容は保存されませんので、ご注意ください。



　9．7．メールテンプレートの読込と編集

　送信メールには、あらかじめ設定しておいたメールテンプレートを使用することができます。
　メールテンプレートの設定は、メールテンプレート画面から操作を行います。

　【 メールテンプレート画面を開く 】
　①個別メール送信画面の「テンプレート読込」ボタンをクリックします。

　個別メール送信画面

　② 「テンプレート読込」ボタンをクリックすると、メールテンプレート画面が表示されます。

　　※「テンプレート読込」ボタンをクリックしてテンプレート画面を表示した場合、最初は読込モードになっています。

　　※「テンプレート書込」ボタンのクリックでも、テンプレート画面を表示することが可能です。

　　　その場合は、最初は追加モードになっています。

　　メールテンプレート画面

①①①①



　　メールテンプレート画面の説明

　

　　テンプレート編集グループで入力する情報

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

メールテンプレート画面を閉じます。

画面のモードに合わせ、読込・追加・修正・削除の処理を
実行します。

メールテンプレート画面を追加モードに切り替えます。

メールテンプレート画面を修正モードに切り替えます。

メールテンプレート画面を削除モードに切り替えます。

テンプレート一覧

テンプレート編集グループ

読込ボタン

追加ボタン

修正ボタン

削除ボタン

顧客名を挿入ボタン

注文情報を挿入ボタン

決定ボタン

閉じるボタン

テンプレート名

件名

本文

メールテンプレートの名称

メールテンプレートで設定する件名

メールテンプレートで設定する本文

登録されたメールテンプレートの一覧を表示します。

メールテンプレートの追加・修正を行います。

メールテンプレート画面を読込モードに切り替えます。

本文に顧客名を挿入します。

本文に顧客の注文明細を挿入します。



　9．7．1．メールテンプレートを読込む

　個別メール送信画面の入力欄に、メールテンプレートを読込みます。

　　メールテンプレート画面

　　【 読込手順 】
　　① メールテンプレート画面の「読込」ボタンをクリックします。（画面が読込モードになります）

　　② テンプレート一覧から読込むテンプレートを選択（行をクリック）します。

　　③ 選択したテンプレートの内容が、テンプレート編集グループの入力欄にセットされます。

　　④ 読込むテンプレートを確認し、よければ「決定」ボタンをクリックします。

　　⑤ クリックすると、選択したテンプレートの内容が個別メール送信画面に読込まれます。

①①①①

②②②②
③③③③

④④④④

読込モード時の表示



　9．7．2．メールテンプレートを追加する

　　メールテンプレート画面

　　【 追加手順 】
　　① メールテンプレート画面の「追加」ボタンをクリックします。（画面が追加モードになります）

　　② テンプレート編集グループの各入力欄に入力します。
　　　※メールテンプレートには、本文に送信対象の顧客名と注文情報を挿入するように設定することができます。
　　　　「顧客名を挿入」ボタンをクリックすると、本文入力欄に「%顧客名%」と挿入されます。
　　　　「受注情報を挿入」ボタンをクリックすると、本文入力欄に「%明細%」と挿入されます。
　　　　テンプレートを読込んだときに、これらを実際の顧客名と注文情報の明細に置き換えて送信します。

　　③ 「決定」ボタンをクリックします。

　　④
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑤
左記のメッセージが表示されれば、追加処理完了です。

①①①①
②②②②

③③③③

追加モード時の表示



　　　
　9．7．3．メールテンプレートを修正する

　　メールテンプレート画面

　　【 修正手順 】
　　① メールテンプレート画面の「修正」ボタンをクリックします。（画面が修正モードになります）

　　② テンプレート一覧から修正するテンプレートを選択（行をクリック）します。

　　③ 選択したテンプレートがテンプレート編集グループの入力欄にセットされます。

　　④ セットされたテンプレートを修正します。

　　⑤ 「決定」ボタンをクリックします。

　　⑥
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑦
左記のメッセージが表示されれば、修正処理完了です。

①①①①
②②②② ③③③③

⑤⑤⑤⑤

修正モード時の表示



　9．7．4．メールテンプレートを削除する

　　メールテンプレート画面

　　【 削除画面 】
　　① メールテンプレート画面の「削除」ボタンをクリックします。（画面が削除モードになります）

　　② テンプレート一覧から削除するテンプレートを選択（行をクリック）します。

　　③ 選択したテンプレートがテンプレート編集グループの入力欄にセットされます。

　　④ 削除するテンプレートを確認して、よければ「決定」ボタンをクリックします。

　　⑤
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑥
左記のメッセージが表示されれば、削除処理完了です。

①①①①
②②②②

③③③③

④④④④

削除モード時の表示



　9．8．メールの送信履歴を見る

　送信履歴は、「参照」「修正」モードのときのみ見ることができます。

　【 参照手順 】
　① 顧客検索グループから送信履歴を参照する顧客を検索します。

　② 顧客情報グループの「履歴」ボタンをクリックします。

　　顧客管理画面

②②②②



　③ 「履歴」ボタンをクリックすると、送信履歴画面が表示されます。

　　送信履歴画面

　④ 送信履歴画面の検索条件グループから、検索する期間を設定します。

　⑤ 「検索」ボタンをクリックします。

　⑥ 設定した期間のメール送信履歴が表示されます。
　　　送信先一覧には送信先の顧客一覧、送信履歴一覧には送信メールの一覧が表示されます。

　⑦ 送信したメールの内容を見る場合は、送信履歴一覧から見たいメールの行をクリックします。

　⑧ クリックすると、選択したメールの件名と本文が表示されます。

　⑨ 送信履歴画面を閉じる場合は、「戻る」ボタンをクリックします。

④④④④ ⑤⑤⑤⑤

⑧⑧⑧⑧

⑥⑥⑥⑥

⑦⑦⑦⑦

⑨⑨⑨⑨



10．入金を管理する
11．売上を集計する



　入金情報を追加・修正・削除するには、入金登録画面から操作を行います。

　【 入金登録画面を開く 】
　① メイン画面のメニューバーから、「入力（F3）」→「入金データを入力する」を選択します。

　　メイン画面

10．入金を管理する

①①①①



　② 「入金データを入力する」を選択すると、入金登録画面が表示されます。
　　※最初に画面を開いたときは、追加モードになっています。

　　入金登録画面

　　入金登録画面の説明

　　売上伝票検索グループで入力する情報

　　入金伝票明細グループで入力する情報

項目名項目名項目名項目名

項目名項目名項目名項目名

説明説明説明説明

説明説明説明説明

売上伝票NO

顧客カナ

売上伝票を管理するための番号

顧客名の読み

売上伝票情報一覧

入金伝票明細グループ

追加ボタン

削除ボタン

検索した売上伝票の一覧を表示します。

伝票の詳細情報を参照・追加・修正します。

入金登録画面を追加モードに切り替えます。

入金登録画面を削除モードに切り替えます。

実行ボタン

戻るボタン

画面のモードに合わせ、追加・修正・削除の処理を実行します。

入金登録画面を閉じます。

顧客管理ボタン

受注登録ボタン

顧客管理画面を開きます。

受注登録画面を開きます。

売上伝票検索グループ 条件を入力し、一致する売上伝票を検索します。

入金方法 料金の入金方法

顧客名 顧客の氏名

修正ボタン 入金登録画面を修正モードに切り替えます。

入金日付

入金伝票NO

入金金額

入金のあった日付

入金伝票を管理するための番号（自動で採番されます）

入金のあった金額

参照ボタン 入金登録画面を参照モードに切り替えます。

売上期間 注文を受けた時期

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

入金伝票明細印刷ボタン 入金伝票明細を印刷します。



　10．1．入金情報を参照する

　入金登録画面

　　【 参照手順 】
　　① 入金登録画面の「参照」ボタンをクリックします。（画面が参照モードになります）

　　② 売上伝票検索グループから、売上伝票NO・売上期間・顧客カナ・顧客名のいずれかの項目を選択し、
　　　　検索する条件を指定します。

　　③ 「検索」ボタンをクリックします。

参照モード時の表示

①①①①

②②②②

③③③③

④④④④

⑥⑥⑥⑥



　　④ 売上伝票情報一覧に検索結果を一覧表示します。
　　　※顧客カナ・顧客名を指定して検索した場合は、顧客検索画面が開きます。
　　　　顧客一覧から入金情報を追加する顧客を選択（行をクリック）し、「決定」ボタンをクリックすると、
　　　　売上伝票情報一覧に選択した顧客の売上伝票が一覧表示されます。

　　　顧客検索画面

　　⑤ 売上伝票情報一覧から参照する売上伝票を選択（行をクリック）します。

　　⑥ 選択した売上伝票の詳細情報が、売上伝票明細グループにセットされます。



　10．2．入金情報を追加する

　入金登録画面

　　【 追加手順 】
　　① 入金登録画面の「追加」ボタンをクリックします。（画面が追加モードになります）

　　② 売上伝票検索グループから、入金情報を追加する売上伝票を検索します。

　　③ 売上伝票明細グループの入金情報の各入力欄に入力します。各項目の入力形式については次に説明します。
　　　※入金伝票NOは自動でセットされます。

　　　　・入金方法 ：　現金支払・郵便振替・銀行振込・代金引換・コンビニ支払・クレジット・その他の
 　いずれかを選択します。

　　　　・入金日付 ：　YYYY/MM/DD の形式で、半角数字で入力します。
　　　　・入金金額 ：　半角数字で入力します。

　　④ 「実行」ボタンをクリックします。

　　⑤
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑥
　　　左記のメッセージが表示されれば、追加処理完了です。

追加モード時の表示

①①①①

②②②②

③③③③

④④④④



　10．3．入金情報を修正する

　入金登録画面

　　【 修正手順 】
　　① 入金登録画面の「修正」ボタンをクリックします。（画面が修正モードになります）

　　② 売上伝票検索グループから入金情報を修正する売上伝票を検索します。

　　③ 情報がセットされた売上伝票明細グループの入金一覧から、修正する入金情報を選択（行をクリック）します。

　　④ 選択した入金情報が、各入力欄にセットされます。

　　⑤ セットされた入金情報を修正します。
　　　※入金伝票NOは修正できません。

　　⑥ 「実行」ボタンをクリックします。

　　⑦ 
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑧

　　　左記のメッセージが表示されれば、修正処理完了です。

①①①①

②②②②
③③③③

修正モード時の表示

④④④④

⑥⑥⑥⑥



　10．4．入金情報を削除する

　入金登録画面

　　【 削除手順 】
　　① 入金登録画面の「削除」ボタンをクリックします。（画面が削除モードになります）

　　② 売上伝票検索グループから入金情報を削除する売上伝票を検索します。

　　③ 情報がセットされた売上伝票明細グループの入金一覧から、削除する入金情報を選択（行をクリック）します。

　　④ 選択した入金情報が、各入力欄にセットされます。

　　⑤ 削除する入金情報を確認して、よければ「実行」ボタンをクリックします。

　　⑥
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

①①①①

②②②②

③③③③

④④④④

削除モード時の表示

⑤⑤⑤⑤



　　⑦
　　　左記のメッセージが表示されれば、削除処理完了です。



10．5．入金伝票明細を印刷する

　受注管理画面右側の売上伝票明細を印刷します。

　　【 印刷手順 】
　　① 受注登録画面の「売上伝票明細印刷」ボタンをクリックします。

　　②

　　③ 「OK」ボタンをクリックすると、出力処理を開始します。処理中はプログレスバーが表示されます。

　　プログレスバー

①①①①



　　④ 受注登録画面右側に表示されていた情報が、売上伝票明細としてプレビュー表示されます。

　　売上伝票明細のプレビュー画面

　⑤ 印刷してよければプレビュー画面の「印刷」ボタンをクリックし、印刷処理を開始します。

　⑥ 画面を閉じる場合は、右上の　　　　を使って画面を閉じます。

⑤⑤⑤⑤



　売上を集計して集計表を出力するには、売上集計表出力画面から操作を行います。
　処理状況が「発送待」「完了」の受注データの売上を集計します。

　【 売上集計表出力画面を開く 】
　① メイン画面のメニューバーから、「集計（F4）」→「売上集計表を出力する」を選択します。

　　メイン画面

　　② 「売上集計表を出力する」を選択すると、売上集計表出力画面が表示されます。

　　　売上集計表出力画面

　　
　　売上集計表出力画面の説明

11．売上を集計する

①①①①

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

出力条件グループ

出力ボタン

条件を入力し、集計の対象を設定します。

集計表を出力します。

帳票選択グループ 出力する集計表の種類を選択します。

戻るボタン 集計表出力画面を閉じます。



　11．1．売上金額集計表を出力する

　期間を指定し、期間内の売上金額を集計して出力します。

　　売上集計表出力画面

　　【 出力手順 】
　　① 集計表出力画面の帳票選択グループから、「期間内の売上情報を集計する」を選択します。

　　② 出力条件グループで、売上金額を集計する期間を指定します。
　　　　YYYY/MM/DD の形式で、半角数字で入力します。

　　③ 出力ボタンをクリックします。

　　④
　　　　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンを
　　　　クリックします。
　　　※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑤ 「OK」ボタンをクリックすると、出力処理を開始します。処理中はプログレスバーが表示されます。

　　　プログレスバー

③③③③

①①①①

②②②②



　　⑥ 出力処理が完了すると、売上金額集計表がプレビュー表示されます。

　　　売上金額集計表のプレビュー画面

　　⑦ 印刷してよければプレビュー画面の「印刷」ボタンをクリックし、印刷処理を開始します。

　　⑧ 画面を閉じる場合は、右上の　　　　を使って画面を閉じます。

⑦⑦⑦⑦



　11．2．商品売上一覧表を出力する

　商品ごとに売上金額を集計して出力します。

　　売上集計表出力画面

　　【 出力手順 】
　　① 集計表出力画面の帳票選択グループから、「商品単位で売上情報を集計する」を選択します。

　　② 商品売上一覧表に集計する条件を設定します。
　　　　売上の集計期間をYYYY/MM/DD の形式で、半角数字で入力します。
　　　　集計する商品分類・商品をプルダウンリストから選択します。

　　③ 「出力」ボタンをクリックします。

　　④
　　　　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンを
　　　　クリックします。
　　　※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑤ 「OK」ボタンをクリックすると、出力処理を開始します。処理中はプログレスバーが表示されます。

　　　プログレスバー

①①①①

③③③③

②②②②



　　⑥ 出力処理が完了すると、商品売上一覧表がプレビュー表示されます。

　　　商品売上一覧表のプレビュー画面

　　⑦ 印刷してよければプレビュー画面の「印刷」ボタンをクリックし、印刷処理を開始します。

　　⑧ 画面を閉じる場合は、右上の　　　　を使って画面を閉じます。

⑦⑦⑦⑦



　11．3．担当者別売上一覧表を出力する

　担当者ごとに売上金額を集計して出力します。

　　売上集計表出力画面

　　【 出力手順 】
　　① 集計表出力画面の帳票選択グループから、「担当者単位で売上情報を集計する」を選択します。

　　② 担当者別売上一覧表に集計する条件を設定します。
　　　　売上の集計期間をYYYY/MM/DD の形式で、半角数字で入力します。
　　　　集計する担当者をプルダウンリストから選択します。

　　③ 「出力」ボタンをクリックします。

　　④

　　⑤ 「はい」ボタンをクリックすると、出力処理を開始します。処理中はプログレスバーが表示されます。

　　　プログレスバー

②②②②

③③③③



　　⑥ 出力処理が完了すると、担当者別売上一覧表がプレビュー表示されます。

　　　担当者別売上一覧表のプレビュー画面

　　⑦ 印刷してよければプレビュー画面の「印刷」ボタンをクリックし、印刷処理を開始します。

　　⑧ 画面を閉じる場合は、右上の　　　　を使って画面を閉じます。

⑦⑦⑦⑦



　11．4．顧客別売上一覧表を出力する

　顧客ごとに売上金額を集計して出力します。

　　売上集計表出力画面

　　【 出力手順 】
　　① 集計表出力画面の帳票選択グループから、「顧客単位で売上情報を集計する」を選択します。

　　② 顧客別売上一覧表に集計する条件を設定します。
　　　　売上の集計期間をYYYY/MM/DD の形式で、半角数字で入力します。

　　③ 集計する顧客を選択します。
　　　　全員を集計する場合は「全て」にチェックを入れます。
　　　  特定の顧客について集計する場合は「顧客指定」にチェックを入れ、集計する顧客名を「顧客カナ」もしくは
　　　　「顧客名」に入力してください。
　　　　「顧客カナ」もしくは「顧客名」で検索する場合は「検索」ボタンをクリックします。
　　　　「検索」ボタンをクリックすると顧客検索画面が開きますので、該当する顧客を選択して「決定」ボタンを
　　　　クリックしてください。

　　④ 「出力」ボタンをクリックします。

　　⑤

　　⑥ 「OK」ボタンをクリックすると、出力処理を開始します。処理中はプログレスバーが表示されます。

　　　プログレスバー

②②②②

③③③③

④④④④



　　⑦ 出力処理が完了すると、顧客別売上一覧表がプレビュー表示されます。

　　　顧客別売上一覧表のプレビュー画面

　　⑧ 印刷してよければプレビュー画面の「印刷」ボタンをクリックし、印刷処理を開始します。

　　⑨ 画面を閉じる場合は、右上の　　　　を使って画面を閉じます。

⑧⑧⑧⑧



　残高を集計して集計表を出力するには、残高集計表出力画面から操作を行います。

　【 残高集計表出力画面を開く 】
　① メイン画面のメニューバーから、「集計（F4）」→「残高集計表を出力する」を選択します。

　　メイン画面

　　② 「残高集計表を出力する」を選択すると、残高集計表出力画面が表示されます。

　　　集計表出力画面

　　
　　集計表出力画面の説明

12．残高を集計する

①①①①

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

出力条件グループ

出力ボタン

条件を入力し、集計の対象を設定します。

集計表を出力します。

帳票選択グループ 出力する集計表の種類を選択します。

戻るボタン 集計表出力画面を閉じます。



　12．1．売上残高集計表を出力する

　期間を指定し、期間内の残高を集計して出力します。

　　残高集計表出力画面

　　【 出力手順 】
　　① 残高集計表出力画面の帳票選択グループから、「期間内の残高を集計する」を選択します。

　　② 出力条件グループで、売上金額を集計する期間を指定します。
　　　　YYYY/MM/DD の形式で、半角数字で入力します。

　　③ 出力ボタンをクリックします。

　　④
　　　　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンを
　　　　クリックします。
　　　※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑤ 「OK」ボタンをクリックすると、出力処理を開始します。処理中はプログレスバーが表示されます。

　　　プログレスバー

③③③③

①①①①

②②②②



　　⑥ 出力処理が完了すると、残高明細集計表がプレビュー表示されます。

　　　残高明細集計表のプレビュー画面

　　⑦ 印刷してよければプレビュー画面の「印刷」ボタンをクリックし、印刷処理を開始します。

　　⑧ 画面を閉じる場合は、右上の　　　　を使って画面を閉じます。

⑦⑦⑦⑦



　12．2．顧客別残高一覧表を出力する

　顧客ごとに残高を集計して出力します。

　　集計表出力画面

　　【 出力手順 】
　　① 残高集計表出力画面の帳票選択グループから、「顧客単位で残高を集計する」を選択します。

　　② 顧客別残高一覧表に集計する条件を設定します。
　　　　顧客全員の残高を集計する場合は「全て」に、1人の顧客を指定して集計する場合には「顧客指定」
　　　　にチェックをします。
　　　　顧客指定をする場合には顧客カナもしくは顧客名を入力して検索ボタンを押し、顧客を選択します。

　　③ 「出力」ボタンをクリックします。

　　④
　　　　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンを
　　　　クリックします。
　　　※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑤ 「OK」ボタンをクリックすると、出力処理を開始します。処理中はプログレスバーが表示されます。

　　　プログレスバー

①①①①

③③③③

②②②②



　　⑥ 出力処理が完了すると、商品売上一覧表がプレビュー表示されます。

　　　顧客別残高一覧表のプレビュー画面

　　⑦ 印刷してよければプレビュー画面の「印刷」ボタンをクリックし、印刷処理を開始します。

　　⑧ 画面を閉じる場合は、右上の　　　　を使って画面を閉じます。

⑦⑦⑦⑦



12．宛名を印刷する
13．メールを一括送信する



　宛名ラベルを印刷するには、宛名ラベル出力画面から操作を行います。

　【 宛名ラベル出力画面を開く 】
　① メイン画面のメニューバーから、「ファイル（F1）」→「宛名を印刷する」を選択します。

　　メイン画面

13．宛名を印刷する

①①①①



　② 「宛名を印刷する」を選択すると、宛名ラベル出力画面が表示されます。

　　宛名ラベル出力画面

　　宛名ラベル出力画面の説明

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

出力顧客一覧

出力ボタン

検索した顧客を一覧表示します。

宛名ラベルを印刷します。

出力条件グループ 条件を入力し、一致する顧客を検索します。

戻るボタン 宛名印刷画面を閉じます。

出力パターングループ 出力するパターンを選択します。



　　【 印刷手順 】
　　① 出力条件グループから、宛名印刷する顧客の条件を設定します。
　　　　顧客全員分を出力する場合は「顧客全員」を選択し、詳細条件を設定して検索する場合は
　　　　「詳細条件を設定する」を選択します。

　　　宛名印刷画面

　　② 「詳細条件を設定する」を選択した場合は、詳細条件グループ内で条件を設定します。
　　　　顧客指定、売上日指定、郵便番号指定、性別指定、メールアドレスのない顧客、売上残高のある顧客、
　　　　売上残高のない顧客を条件に設定することができます。
　　　※顧客指定にチェックを入れた際、「参照」ボタンをクリックすると顧客検索画面が表示されます。
　　　　顧客一覧から目的の顧客を選択（行をクリック）し、「決定」ボタンをクリックすると、
　　　　宛名ラベル出力画面の顧客コードと顧客名に情報がセットされます。

　　　顧客検索画面

①①①①

②②②②

③③③③

④④④④

⑦⑦⑦⑦

⑥⑥⑥⑥



　　③ 「検索」ボタンをクリックします。

　　④ 検索結果が出力顧客一覧に表示されます。

　　⑤ 出力顧客一覧を確認し、出力する顧客にはチェックを入れ、出力しない顧客はチェックを外します。

　　⑥出力するパターンを選択します。パターンは以下の3種類です。

　　　　　・24面(66×33.9mm)
　　　　　・21面(70×42.4mm)
　　　　　・18面(70×42.3mm)

　　⑦ 「出力」ボタンをクリックします。

　　⑧
　　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンを
　　クリックします。
　※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑨ 「OK」ボタンをクリックすると、出力処理を開始します。処理中はプログレスバーが表示されます。

　　　プログレスバー

　　⑩ 出力処理が完了すると、宛名ラベルがプレビュー表示されます。

　　　宛名ラベルのプレビュー表示画面

　　⑪ 印刷してよければプレビュー画面の「印刷」ボタンをクリックし、印刷処理を開始します。

　  ⑫ 画面を閉じる場合は、右上の　　　　を使って画面を閉じます。

⑩⑩⑩⑩



　複数の顧客に同一内容のメールを一括で送信するには、メール一括送信画面から操作を行います。

　【 メール一括送信画面を開く 】
　① メイン画面のメニューバーから、「メール（F5）」→「複数顧客に一括でメールを送信する」を選択します。
　　※システム設定のメール設定、サーバ設定を行っていない場合は、
　　　「複数顧客に一括でメールを送信する」を選択することができません。

　　メイン画面

14．メールを一括で送信する

①①①①



　② 「複数顧客に一括でメールを送信する」を選択すると、メール一括送信画面が表示されます。

　　メール一括送信画面

　　メール一括送信画面の説明

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

送信先一覧

メール編集グループ

送信ボタン

検索した顧客を一覧表示します。

送信するメールの内容を編集します。

メールの送信を行います。

検索条件グループ 条件を入力し、一致する顧客を検索します。

戻るボタン メール一括送信画面を閉じます。

テンプレート読込ボタン メールテンプレート画面を読込モードで開きます。

全選択ボタン 送信先一覧の、全ての顧客に送信チェックを入れます。

全解除ボタン 送信先一覧の、全ての顧客の送信チェックを解除します。

一括送信履歴 メール一括送信の履歴を一覧表示します。

テンプレート書込ボタン メールテンプレート画面を追加モードで開きます。



　　【 送信手順 】
　　① 検索条件グループから、メールを送信する顧客の条件を設定します。
　　　　顧客の性別、メール端末、年齢、購入条件、顧客情報の任意のチェック項目を条件に、
　　　　対象を絞り込むことができます。

　　　メール一括送信画面

　　② 「検索」ボタンをクリックします。

　　③ 検索結果が送信先一覧に表示されます。
　　　※画面右上の「全選択」「全削除」ボタンは、検索結果の一覧表示時に表示されます。

　　　※一括送信履歴から送信先一覧を表示することもできます。
　　　　 送信履歴はテンプレート名または件名で検索することができます。
　　　　 テンプレートでの検索の場合はコンボボックスの中から選択し、件名での検索の場合は呼び出したい
　　　　 メールの件名を入力して、「検索」ボタンをクリックしてください。
　　　　 件名での検索はあいまい検索が可能です。
　　　　 表示された履歴の中から任意のメールを選択し、「履歴呼出」ボタンをクリックするとそのメールが送信された
　　　　 送信先が送信先一覧に表示され、メールの件名と本文もそれぞれ表示されます。
　　　　 また、送信履歴の中の「セット」ボタンをクリックすると、そのメールで指定した条件が「検索条件」グループに
　　　　 反映されます。
　　　　 そこで「検索条件」グループの「検索」ボタンをクリックすると、同じ条件で再度検索し、送信先一覧を
　　　　 表示します。
　　　　

　　④ 送信先一覧を確認し、送信する顧客にはチェックを入れ、送信しない顧客はチェックを外します。

　　⑤ メール編集グループの入力欄に、送信する内容を入力します。
　　　※メールの内容には、あらかじめ設定しておいたメールテンプレートを使用することができます。
　　　　メールテンプレートを読込む場合は「テンプレート読込」ボタンをクリックして、テンプレート画面を開きます。
　　　　入力した件名と本文をテンプレートとして追加する場合は、「テンプレート書込」ボタンをクリックします。
　　　　（メールテンプレート画面については「9．7．メールテンプレートの読込と編集」を参照）

　　⑥ 「送信」ボタンをクリックします。
　　　※本文中の「%顧客名%」は、送信時に送信先顧客名に変換されます。

①①①①

②②②②

③③③③

⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥



　　⑦
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　⑧ メールの送信中は以下の画面が表示されています。
　　　　「タスク」タブには送信中のメールアドレスが、「エラー」タブには送信できなかった顧客の顧客コードと
　　　　メールアドレスが表示されます。

　　　　

　　⑨ 「メール一括送信が完了しました。」が表示されたら送信完了です。

　　⑩ 画面を閉じる場合は「閉じる」ボタンをクリックして画面を閉じます。



14．「いつどこ通販」のシステム管理
15．システムと外部データの入出力



　15．1．システム設定

　「いつどこ通販」のシステム設定は、システム設定画面から行います。

　【 システム設定画面を開く 】
　① メイン画面のメニューバーから、「システム（F6）」→「システムの設定を行う」を選択します。

　　メイン画面

15．「いつどこ通販」のシステム管理

①①①①



　　② 「システムの設定を行う」を選択すると、システム設定画面が表示されます。

　　　システム設定画面

　　システム設定画面の説明

　　【 設定を更新する 】
　　① システム設定画面の「適用」ボタンをクリックします。

　　②
　　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンを
　　クリックします。
　※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　③ 更新処理が完了すると、「いつどこ通販」は自動終了します。

　　　※システム設定を更新せずにシステム設定画面を閉じる場合は、「キャンセル」ボタンをクリックします。
　　　　クリックすると左記のメッセージが表示されるので、
　　　　よければ「OK」ボタンをクリックし、画面を閉じます。
　　　※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　　　

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

サーバ設定グループ

顧客情報グループ

メールの送受信に使用するサーバの情報を設定します。

顧客情報について設定します。

メール設定グループ メールの送受信に必要な情報を設定します。

適用ボタン システム設定を更新してシステム設定画面を閉じます。

ポイント設定グループ ポイントの運用について設定します。（Ver.1.01では設定不可）

伝票情報グループ 発行する伝票情報について設定します。

キャンセルボタン システム設定を更新せずにシステム設定画面を閉じます。



　【 メール設定を設定する 】
　メールの送受信に必要な情報を設定します。
　
　① システム設定画面で、メール設定タブを選択します。

　　システム設定画面[ メール設定]

　② 「メールの受信・送信機能を使用します。（注文メールの受信や案内メールの送信が可能になります）」に
　　チェックを入れます。
　　メールの受信・送信機能を使用しない場合はチェックを外します。その場合、「メール設定」「サーバ設定」の
　　各入力欄は入力不可の状態になります。

　③ メール設定グループの各項目を設定します。

　　設定する項目

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

受信したメールのログを
保存する場所
（必須）

受信したメールは注文メール以外のメールも含め、全て
利用しているコンピュータ本体にログとして保存されます。
ログを保存する場所を設定します。

転送用メールアドレス
（必須）

注文メールアドレスに送られてきた注文メール以外のメールは、
別のメールアドレスに転送されます。
転送先となるメールアドレスを設定します。

受信間隔（分）
（必須）

いつどこ通販は、設定されたメールアドレスに受信がないかを
定期的に確認します。確認する間隔を設定します。

送信履歴用メールアドレス
（必須）

いつどこ通販から顧客へメールを送信する場合に、履歴を残す
ために同じ内容のメールを別のアドレスにも送信します。
その宛先となるメールアドレスを設定します。

表示メールアドレス
（必須）

いつどこ通販が送信するメールの送信者として表示される
メールアドレスを設定します。

注文メールアドレス
（必須）

ショッピングカートから送信され、いつどこ通販で受信するメール
の宛先となるメールアドレスを設定します。

起動時受信状態 いつどこ通販の起動と同時にメールの受信を自動で開始したい
場合はチェックを入れます。



　【 サーバ設定を設定する 】
　メールの送受信に使用するサーバについて設定します。

　① システム設定画面で、サーバ設定タブを選択します。

　　システム設定画面[ サーバ設定 ]

　② サーバ設定グループの各項目を設定します。

　　設定する項目

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

受信メール（POP3, IMAP または
HTTP）サーバ （必須）

受信メールサーバのアドレスを設定します。

アカウント名 （必須） 受信メールサーバのアカウント名を設定します。

パスワード （必須）
受信メールサーバに接続するために必要なパスワードを
設定します。

送信メール（SMTP）サーバ （必 送信メールサーバのアドレスを設定します。

ポート番号 （必須） メール送信のために使用するポート番号を設定します。

SMTP認証チェック
送信メールサーバーが「SMTP 認証」に対応している場合は
チェックを入れます。チェックを入れた場合はアカウントと
パスワードを入力します。

アカウント

パスワード

SMTPサーバのアカウント名を設定します。

SMTPサーバのパスワードを設定します。



　
　【 伝票情報を設定する 】
　「いつどこ通販」が作成する伝票に表示する、情報やメッセージを設定します。

　① システム設定画面で、伝票情報タブを選択します。

　　システム設定画面[ 伝票情報 ]

　② 伝票情報グループの各項目を設定します。
　　　入力欄が空白の場合は、伝票には何も表示されません。

　　設定する項目

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

納品書メッセージ１～２
納品書に表示するメッセージを設定します。
入力欄一つが一行で表示されます。

店舗情報１～５
店舗の情報を設定します。請求書、納品書に店舗情報として
表示されます。入力欄一つが一行で表示されます。

請求書メッセージ１～５
請求書に表示するメッセージを設定します。
入力欄一つが一行で表示されます。



　【 顧客情報を設定する 】
　システム画面からの設定で、顧客情報に任意のチェック項目を追加することができます。
　追加するチェック項目を設定します。

　① システム設定画面で、顧客情報タブを選択します。

　　システム設定画面[ 顧客情報 ]

　② 顧客情報グループの各項目を設定します。

　　設定する項目

　※設定した項目は顧客管理画面に表示され、顧客情報として入力できるようになります。
　※入力欄を空白にした場合は「チェック1～3」のチェック名がセットされます。

　　顧客管理画面

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

チェック名１～３
顧客情報に追加する項目のチェック名を設定します。
追加しない場合は、入力欄を空白にします。



　【 ポイントを設定する 】
　ネットショップで使用するポイントについて設定します。
　ポイントは商品購入時に金額に応じて発生し、そのポイントを使用することで値引を行います。

　① システム設定画面で、ポイントと税率タブを選択します。

　　システム設定[ ポイントと税率 ]

　② 「ポイントを設定しない」「ポイントを設定する」のいずれかを選択します。

　③ 「ポイントを設定する」を選択した場合は、ポイントの詳細を設定します。

　　設定する項目

　　※「注文受付時に顧客のポイント残高を自動計算する」にチェックを入れた場合、

　　　【注文受付】より受付を行った際に自動でポイントの計算を行います。

　　　※「値引き前の金額から算出」を選択した場合は、値引きやポイント使用による値引きをする前の合計から

　　　　取得ポイントを算出します。

   　   「値引き後の金額から算出」を選択した場合は、値引きやポイント使用による値引きを行ったあとの合計から

　　　　取得ポイントを算出します。

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

取得時のポイント設定
何円分の購入で何ポイント取得するかを設定します。
更に、取得ポイントの計算で生じた端数の扱いを選択します。

利用時のポイント設定 何ポイントあたりで何円分の値引ができるかを設定します。



　【 税率を設定する 】
　受注登録画面の（内消費税）の計算で使われる税率を設定します。
　※設定を反映させるためには、注文メール取り込み設定で消費税の取り込みを「設定する」にする必要があります。

　① システム設定画面で、ポイントと税率タブを選択します。

　　システム設定[ ポイントと税率 ]

　② 「現在の税率」の項目に税率を設定します。

　　設定する項目

　　　　※設定した消費税は受注登録画面の（内消費税）の金額の計算に反映されます。
　　　　　但し、これはメールからの受注ではなく、手動で受注登録するときのみに有効です。

 　　　　　   　 受注登録画面

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

現在の税率 税率を指定します。例）5%の時は「5」、10%の時は「10」と入力します。



　15．2．注文メールの取込形式を設定する

　ショッピングカートから送信される注文メールの記述に合わせ、取込形式を設定します。
　取込形式が正しく設定されていないと、システムは注文を取り込むことができません。
　注文メールの取込形式設定は、注文メール取込設定画面から行います。

　注文メールの取込設定では主に、顧客名、顧客住所といった項目ごとに、情報を取り込む
　目印となる「項目文字列」を設定します。項目文字列の後に記述された文字列を情報として取り込みます。
　下記の注文メールの場合、顧客名の項目の項目文字列は「■お名前：」となり、顧客名として「いつどこ太郎」を
　取り込みます。
　
　　注文メール



　【 注文メール取込設定画面を開く 】
　① メイン画面のメニューバーから、「システム（F6）」→「注文メール取込設定」を選択します。
　　　※システム設定のメール設定、サーバ設定を行っていない場合は、
　　　　「注文メール取込設定」は選択不可の状態になります。

　　メイン画面

　③ クリックすると、注文メール取込設定画面が表示されます。

　　注文メール取込設定画面

①①①①



　【 設定を更新して注文メール取込設定画面を閉じる 】
　① 注文メール設定画面の「適用」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面

　②
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンを
　クリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　③
　　　左記のメッセージが表示されれば、更新処理完了です。
　　　「OK」ボタンをクリックして、注文メール取込設定画面を閉じます。

　　※設定を更新せずに注文メール取込設定画面を閉じる場合は、
　　　注文メール取込設定画面の「キャンセル」ボタンをクリックします。

①①①①



　【 注文メール取込設定を初期値に戻す 】
　注文メール取込設定を、インストール時の値に戻します。

　① 注文メール設定画面の「初期値に戻す」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面

　②
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンを
　クリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　③
　　　左記のメッセージが表示されれば、処理完了です。
　　　「OK」ボタンをクリックして、注文メール取込設定画面に戻ります。

①①①①



　【 設定した内容を確認する 】
　設定した内容で注文メールサンプルを表示し、設定内容を確認します。

　① 注文メール設定画面の「設定確認」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面

　② クリックすると注文メールサンプル画面が表示されるので、内容を確認します。
　　　※設定した項目は実際に取込むメールの本文中のどこに含まれていても取込み可能です。
　　　　 順番もこの通りでなくてかまいません。

　　注文メールサンプル画面

　③ 注文メールサンプル画面を閉じる場合は、「閉じる」ボタンをクリックします。

①①①①

③③③③



　【 メール件名の取込形式を設定する 】
　メール件名は、注文メールに記載されているメール件名本文です。
　メール件名は、設定が必須の項目です。必ず項目文字列を設定します。

　① 注文メール取込画面から、「メール件名」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ メール件名 ]
　

　② 項目文字列の入力欄に、注文メールの件名を入力します。

　【 注文番号の取込形式を設定する 】
　注文番号は、注文情報を管理するための番号です。

　① 注文メール取込画面から、「注文番号」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 注文番号 ]
　



　② 注文番号について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に注文番号の項目文字列を入力します。

　【 顧客名の取込形式を設定する 】
　顧客名は、設定が必須の項目です。必ず項目文字列を設定します。

　① 注文メール取込設定画面から、「顧客名」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 顧客名 ]

　② 項目文字列の入力欄に、顧客名の項目文字列を入力します。
　　※顧客名の苗字と名前を別項目として設定することも可能です。
　　　別項目にする場合は、「苗字・名前が別項目」にチェックを入れ、苗字の文字列、名前の文字列の入力欄に、
　　　それぞれ項目文字列を入力します。



　【 顧客カナの取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込画面から、「顧客カナ」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定[ 顧客カナ ]

　② 顧客カナについて、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に顧客カナの項目文字列を入力します。
　　※顧客カナの苗字と名前を別項目として設定することも可能です。
　　　別項目にする場合は、「苗字・名前が別項目」にチェックを入れ、苗字の文字列、名前の文字列の入力欄に、
　　　それぞれ項目文字列を入力します。

　【 性別の取込形式を設定する 】
　性別の取込設定では項目文字列と共に、男女それぞれの場合での記述形式も設定します。

　① 注文メール取込設定画面から、「性別」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 性別 ]



　② 性別について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　項目文字列の入力欄に、性別の項目文字列を入力します。

　④ 性別ごとに、注文メールに記述される文字列を設定します。

　【 顧客郵便番号の取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「顧客郵便番号」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 顧客郵便番号 ]

　② 顧客郵便番号について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に顧客郵便番号の項目文字列を入力します。



　【 顧客住所の取込形式を設定する 】
　顧客住所は、設定が必須の項目です。必ず項目文字列を設定します。

　① 注文メール取込設定画面から、「顧客住所」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 顧客住所 ]

　② 顧客住所の項目数を選択します。選択できる項目数は１～３です。
　　　注文メールでの住所が県やアパート名など複数項目で記述されている場合に、
　　　その項目数に合わせて選択します。

　③ 顧客住所の項目文字列を入力します。
　　　複数の項目を設定する場合は、記述が先に来るものから項目文字列を入力し、
　　　続けて次の項目文字列を入力します。

　【 顧客電話番号の取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「顧客TEL」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 顧客TEL ]



　② 顧客電話番号について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に顧客電話番号の項目文字列を入力します。

　【 顧客FAX番号の取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「顧客FAX」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 顧客FAX番号 ]

　② 顧客FAX番号について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に顧客FAX番号の項目文字列を入力します。



　【 メールアドレスの取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「メール」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ メール ]

　② メールアドレスについて、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄にメールアドレスの項目文字列を入力します。

　【 届先名の取込形式を設定する 】
　届先名は、顧客住所と異なる住所に商品を送る場合の受取人の氏名です。

　① 注文メール取込設定画面から、「届先名」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 届先名 ]



　② 届先名について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に届先名の項目文字列を入力します。
　　※届先名の苗字と名前を別項目として設定することも可能です。
　　　別項目にする場合は、「苗字・名前が別項目」にチェックを入れ、苗字の文字列、名前の文字列の入力欄に、
　　　それぞれ項目文字列を入力します。

　【 届先カナの取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「届先カナ」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 届先カナ ]

　② 届先カナについて、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に届先カナの項目文字列を入力します。
　　※届先カナの苗字と名前を別項目として設定することも可能です。
　　　別項目にする場合は、「苗字・名前が別項目」にチェックを入れ、苗字の文字列、名前の文字列の入力欄に、
　　　それぞれ項目文字列を入力します。



　【 届先郵便番号の取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「届先郵便番号」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 届先郵便番号 ]

　② 届先郵便番号の取込形式に対して、「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に届先郵便番号の項目文字列を入力します。

　【 届先住所の取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、届先住所タブを選択します。

　　注文メール取込設定画面[ 届先住所 ]



　② 届先住所の取込形式に対して、「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。届先住所の項目数を選択します。
　　　選択できる項目数は１～３です。
　　　注文メールでの住所が県やアパート名など複数項目で記述されている場合に、
　　　その項目数に合わせて選択します。

　④ 届先住所の項目文字列を入力します。
　　　複数の項目を設定する場合は、記述が先に来るものから項目文字列を入力し、
　　　続けて次の項目文字列を入力します。

　【 届先電話番号の取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「届先TEL」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定[ 届先TEL ]

　② 届先電話番号について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に届先電話番号の項目文字列を入力します。



　【 受注商品の取込形式を設定する 】
　受注商品は、設定が必須の項目です。必ず項目文字列を設定します。

　① 注文メール取込設定画面から、「受注商品」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定[ 受注商品 ]

　② 受注商品情報には、商品コード、商品名、単価、数量等の情報が含まれます。
　　　下記の注文メールの場合、枠で囲んだ部分が受注商品情報になります。
　　　「（商品コード）商品名：数量 × 単価 = 合計」という形式で、各商品につき１行で明細が記述されています。

　　注文メール



　③ 明細行開始区切の入力欄に、受注商品情報の記述が始まる目印となる文字列を入力します。
　　　下記の場合は、「------------------------------------------------------」になります。

　　注文メール（受注商品情報）

　④ 明細行終了区切の入力欄に、受注商品情報の記述が終わる目印となる文字列を入力します。
　　　下記の場合は、「■商品合計：」になります。

　　注文メール（受注商品情報）

　⑤ 受注商品情報の明細の取込形式を設定して行きます。
　　　商品CD区切開始文字・区切終了文字それぞれの入力欄に、商品コードの記述が開始する直前の文字、
　　　終了した直後の文字を入力します。下記の受注商品情報の場合、一行目の商品の商品コードは「123456」、
　　　二行目の商品の商品コードは「0011Ax」です。
　　　区切開始文字は「（」、区切終了文字は「）」になります。

　　注文メール（受注商品情報）

　⑥ 数量区切開始文字・終了文字それぞれの入力欄に、数量の記述が開始する直前の文字、
　　　終了した直後の文字を入力します。
　　　下記の受注商品情報の場合、一行目、二行目の商品の数量は共に「１」です。
　　　区切開始文字は「：」、区切終了文字は「×」を入力します。

　　受注商品情報

　　※商品明細が4行の場合は、記述が先に来るものから項目名を入力します。



　⑦単価区切開始文字・終了文字それぞれの入力欄に、単価の記述が開始する直前の文字、
　　 終了した直後の文字を入力します。
　　 下記の受注商品情報の場合、一行目の商品の単価は「100」、二行目の商品の単価は「1,200」です。
　　 区切開始文字は「×」、区切終了文字は「円」を入力します。

　　受注商品情報



　【 小計の取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「小計（税込）」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 小計（税込） ]

　② 小計について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に小計の項目文字列を入力します。

　【 消費税の取込形式を設定する 】
　※注文メールから取り込む消費税額は小計に含まれる内税額となります。
　① 注文メール取込設定画面から、「消費税」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 消費税 ]



　② 消費税について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に消費税の項目文字列を入力します。

　【 送料の取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「送料」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 送料 ]

　② 送料について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に送料の項目文字列を入力します。



　【 手数料の取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「手数料」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 手数料 ]

　② 手数料について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に手数料の項目文字列を入力します。

　【 値引額の取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「値引額」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 値引額 ]



　② 値引額について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に値引額の項目文字列を入力します。

　【 売上総額の取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「売上総額」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 売上総額 ]

　② 売上総額について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に売上総額の項目文字列を入力します。



　【 ポイント値引額の取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「ポイント値引額」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ ポイント値引額 ]

　② ポイント値引額について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に使用ポイントの項目文字列を入力します。

　【 取得ポイントの取込形式を設定する 】
　① 注文メール取込設定画面から、「取得ポイント」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 取得ポイント ]



　② 取得ポイントについて、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に取得ポイントの項目文字列を入力します。

　【 配達希望日の取込形式を設定する 】
　配達希望日の取込形式は、「配達希望日１」「配達希望日２」のそれぞれのボタンで画面を切り替えて設定します。

　① 注文メール取込設定画面から、「配達希望日１」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 配達希望日１ ]

　② 配達希望日１について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に配達希望日１の項目文字列を入力します。



　④ 配達希望日の情報が複数項目で記述されている場合は、「配達項目２」ボタンをクリックし、
 　　項目文字列を設定します。

　　注文メール取込設定[ 配達希望日２ ]

　【 支払方法の取込形式を設定します 】
　支払方法の取込設定では項目文字列と共に、各支払方法の記述形式も設定します。

　① 注文メール取込設定画面から、「支払方法」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 支払方法 ]



　② 支払方法について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　詳細設定グループの項目文字列の入力欄に、支払方法の項目文字列を入力します。

　④ 支払方法別に、注文メールに記述される文字列を設定します。
　　　設定する支払方法は、現金支払、代金引換、郵便振替、コンビニ支払、銀行振込、
　　　クレジット決済、その他の支払です。

　【 備考の取込形式を設定します 】
　① 注文メール取込設定画面から、「備考」ボタンをクリックします。

　　注文メール取込設定画面[ 備考 ]

　② 備考について、取込形式を「設定する」「設定しない」のいずれかを選択します。

　③ 「設定する」を選択した場合は、詳細設定を行います。
　　　入力欄に備考の項目文字列を入力します。



　15．3．データをバックアップする

　「いつどこ通販」に登録したデータのバックアップファイルを作成します。
　データのバックアップは、バックアップ処理画面から操作を行います。

　【 バックアップ処理画面を開く 】
　① メイン画面のメニューバーから、「ファイル（F1）」→「データをバックアップする」を選択します。

　　メイン画面

　② 「データをバックアップする」を選択すると、バックアップ処理画面が表示されます。

　　バックアップ処理画面

①①①①



　【 データをバックアップする 】
　① バックアップファイルの出力先を入力します。
　　　最初に画面を開いたとき出力先は「c:\Program Files\Infony\DataBase\Backup\IDK_yyyyMMddHHmmss.mdb」と
　　　入力されています。初期の出力先から変更する場合は「参照」ボタンをクリックし、
　　　出力先を選択します。選択すると入力欄にパスが入力されるので、続けて任意のファイル名を入力します。

　　バックアップ処理画面

　② 「実行」ボタンをクリックします。

　③
　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　④
　　左記のメッセージが表示されれば、
　　バックアップ処理完了です。

　⑤ バックアップ処理を中断する場合は、「戻る」ボタンをクリックします。

①①①①

②②②②

⑤⑤⑤⑤



　15．4．バックアップファイルからデータを復元する

　バックアップファイルを使い、「いつどこ通販」にデータを復元します。
　データの復元は、復元処理画面から操作を行います。

　【 復元処理画面を開く 】
　① メイン画面のメニューバーから、「ファイル（F1）」→「バックアップファイルからデータを復元する」を選択します。

　　メイン画面

　② 「バックアップファイルからデータを復元する」を選択すると、復元処理画面が表示されます。

　　復元処理画面

①①①①



　【 データを復元する 】
　① 入力欄に復元するバックアップファイルを設定します。
　　　「参照」ボタンをクリックし、復元するバックアップファイルを選択します。

　　復元処理画面

　② 「実行」ボタンをクリックします。

　③
　左記のメッセージが表示されるので、
　よければ「OK」ボタンをクリックします。
※「キャンセル」ボタンをクリックすると、
　処理は中止されます。

　④
　左記のメッセージが表示されれば、復元処理完了です。
※「OK」ボタンをクリックすると、復元したデータを有効に
　するためにシステムが自動的に終了します。

　⑤ 復元処理を中断する場合は、「戻る」ボタンをクリックします。

①①①①

②②②②

⑤⑤⑤⑤



　顧客情報、商品情報、商品分類情報、受注データ、入金データをCSVファイルに入出力します。

　

　16．1．CSV形式でデータを出力する

　各種データをCSVファイルに出力します。
　CSV形式のデータ出力を行うには、「いつどこ通販」ホームページからオプション利用の申し込みを行う
　必要があります。

　【 出力手順 】
　① メイン画面のメニューバーから、「システム（F6）」→「外部データの入出力」
　　　→「CSV形式でデータを出力する」を選択します。

　　メイン画面

　② 「CSV形式でデータを出力する」を選択すると、CSV出力画面が表示されます。

　　CSV出力画面

　③ CSVファイルに出力するデータを選択します。
　　　出力できるデータは、顧客情報、商品情報、商品分類情報、受注データ(受注明細あり)、
　　　受注データ(受注明細なし)、入金データです。

16．システムと外部データの入出力

①①①①

③③③③
④④④④

⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥



　④ 出力するCSVファイルの1行目に項目名を入れて出力する場合は、「項目名出力」にチェックを
　　　入れます。

　⑤ CSVファイルの出力先を入力します。
　　　「参照」ボタンをクリックし、CSVファイルの出力先を選択します。
　　　選択すると入力欄にパスが入力されるので、続けて任意のファイル名を入力します。
　　　ファイルの拡張子は「.csv」です。

　⑥ 「実行」ボタンをクリックします。

　⑦
　　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンをクリックします。
　※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　⑧ 「OK」ボタンをクリックすると、出力処理を開始します。処理中はプログレスバーが表示されます。

　　　プログレスバー

　⑨ 
　　　左記のメッセージが表示されれば、出力処理完了です。

　⑩  出力処理を中断する場合は、「戻る」ボタンをクリックします。



　16．2．CSV形式のデータを取込む

　CSV形式で保存された顧客情報、商品情報、受注情報を取込みます。
　CSV形式のデータ出力を行うには、「いつどこ通販」ホームページからオプション利用の申し込みを行う
　必要があります。

　16．2．1．顧客情報、または商品情報を取込む

　【 取込み手順】
　① メイン画面のメニューバーから、「システム（F6）」→「外部データの入出力」
　　　→「CSV形式のデータを取り込む」を選択します。

　　メイン画面

①①①①



　② 「CSV形式のデータを取り込む」を選択すると、CSV入力画面が表示されます。

　　CSV入力画面[ 顧客情報１ ]

③③③③

④④④④

⑤⑤⑤⑤ ⑥⑥⑥⑥

⑦⑦⑦⑦

[ 顧客情報２ ] [ 商品情報 ]

⑨⑨⑨⑨



　　顧客情報１で設定する項目の説明

　　顧客情報２で設定する項目

　　商品情報で設定する項目

　　※取込むファイルの1行目に項目名などのデータが入っている場合は取込ができません。
       必ず1行目から登録するデータが始まっていることを確認して取込みを行ってください。
　　　 1行目に項目名などが入っている場合は削除してから取込みを行ってください。
　　　 

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

届先氏名

届先住所

電話番号

届先の受取人の氏名 (30文字以内)

届先の住所 (60文字以内)

顧客の電話番号 (半角数字14桁以内、「-」は1桁に数える)

顧客名 顧客の氏名 (30文字以内)

届先電話番号 届先の電話番号 (半角数字14桁以内、「-」は1桁に数える)

郵便番号 顧客の郵便番号 (半角数字7桁、「000-0000」の形式)

届先カナ 届先氏名の読み (30文字以内)

住所 顧客の住所 (60文字以内)

顧客カナ 顧客名の読み (30文字以内)

届先郵便番号 届先の郵便番号 (半角数字7桁、「000-0000」の形式)

FAX番号

ポイント

顧客のFAX番号 (半角数字14桁以内、「-」は1桁に数える)

顧客のポイント数 (9999999999 ～ -999999999)

メモ メモ (50文字以内で入力)

誕生日 顧客の生年月日 (半角数字、「YYYY/MM/DD」の形式)

メールアドレス 顧客のメールアドレス (半角英数字100桁以内)

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

　女性の場合の文字列

　配信OKの場合の文字列

　PCの場合の文字列

性別の項目で、女性の場合の文字列 (30文字以内)

メール送信区分の項目で、配信を希望する場合の文字列 (30文字以内)

メール端末区分の項目で、メール端末がPCの場合の文字列 (30文字以内)

性別 顧客の性別

　携帯の場合の文字列 メール端末区分の項目で、メール端末が携帯の場合の文字列 (30文字以内)

　配信NGの場合の文字列 メール送信区分の項目で、配信を希望しない場合の文字列 (30文字以内)

　設定なしの場合の文字列 性別の項目が設定されていない場合の文字列 (30文字以内)

メール送信区分 メール配信の要・不要

　男性の場合の文字列 性別の項目で、男性の場合の文字列 (30文字以内)

メール端末区分 顧客のメール端末の種別

　無しの場合の文字列

　「御中」の場合の文字列

メール端末区分の項目が設定されていない場合の文字列 (30文字以内)

敬称区分の項目に「御中」を設定する場合の文字列 (30文字以内)

敬称区分 顧客に使用する敬称

　「様」の場合の文字列 敬称区分の項目に「様」を設定する場合の文字列 (30文字以内)

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

分類コード 商品分類を管理するためのコード (半角英数字6桁以内)

商品コード(必須） 商品を管理するためのコード (半角英数字6桁以内)

単価 (必須) 商品の価格 (99999999 ～ -9999999円)

商品名 (必須) 商品の名称 (30文字以内)



　③ 入力種別グループから、入力するCSVファイルのデータの種類を選択します。

　④ 入力方式グループから、入力の方式を選択します。選択できる方式は、追加取込、新規取込です。
　　　追加取込の場合、現在のデータを残して追加で取込みます。
　　　新規取込の場合、現在のデータを削除して取込みます。
　　※顧客情報を新規取込で取込んだ場合、顧客情報以外に現在の売上・入金データも削除されます。

　⑤ 入力するCSVファイルを設定します。
　　　「参照」ボタンをクリックし、入力するCSVファイルを選択します。
　　　選択すると入力欄にパスが入力されるので、ファイル名を確認します。

　⑥ 「読込」ボタンをクリックします。

　⑦ 読込データ一覧に、入力したCSVファイルの内容が一覧表示されます。

　⑧ 読込んだデータの入力形式を設定します。
　　　顧客情報を読込んだ場合は顧客情報１タブ、顧客情報２タブから、商品情報を読込んだ場合は商品情報タブから、
　　　各情報に対して読込んだデータ一覧のどの項目が相当するかを選択します。
　　　読込んだデータのうち取り込みを行わない行は「削除」ボタンをクリックして削除してください。
　　　※読込んだデータの中に項目名の行が含まれている場合、その行は必ず削除してください。

　⑨ 「実行」ボタンをクリックします。

　⑩
　
　　新規取込みの場合は左記のメッセージが表示されます。
　　よければ「OK」ボタンをクリックします。
　　追加取込みの場合はこのメッセージは表示されません。

　　※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　⑪
　　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンを
　　クリックします。
　※新規取込みの場合はこのメッセージは表示されません。
　※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　⑫ 「OK」ボタンをクリックすると、入力処理を開始します。処理中はプログレスバーが表示されます。

　　プログレスバー

　⑬
　　　    左記のメッセージが表示されれば、出力処理完了です。

　⑭ 入力処理を中断する場合は、「戻る」ボタンをクリックします。



　16．2．2．受注情報を取込む

　【 取込み手順】
　① メイン画面のメニューバーから、「システム（F6）」→「外部データの入出力」
　　　→「CSV形式のデータを取り込む」を選択します。

　　メイン画面

①①①①



　② 「CSV形式のデータを取り込む」を選択すると、CSV入力画面が表示されます。

　　CSV入力画面[ 受注情報１ ]

③③③③
④④④④

⑤⑤⑤⑤
⑥⑥⑥⑥

⑦⑦⑦⑦

⑨⑨⑨⑨

[ 受注情報１ ] [ 受注情報２ ] [ 受注情報３ ]



　　受注情報１で設定する項目の説明

　　受注情報２で設定する項目

　　受注情報３で設定する項目

　　　
　　　※受注情報１のすべての項目と受注情報２の入金日、入金額は伝票番号単位で同じ値が入っている、
　　　　 もしくはそれぞれの伝票番号の1行目のみに入っている必要があります。
　　　※必須項目以外の金額(小計、内消費税、送料、手数料、入金額、金額)は、取込みを行わなかった場合全て
　　　　 0で登録されます。
　　　※日付(受付日、入金日)は取込みを行わなかった場合、取込み処理を行った日付が登録されます。
　　　※取込む商品コードが商品マスタに存在しない場合は取込みを行うことができません。
　　　　 取込もうとしている商品コードが商品マスタに存在することを確認した上で取込みを行ってください。
　　　※入金データは取込みを行わない場合、入金完了済の伝票として処理し、入金伝票を作成します。

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

顧客名(必須)

送料

顧客名カナ

顧客の名前(30文字以内)

伝票の送料(99999999 ～ -9999999円)

顧客名の読み(30文字以内)

伝票番号(必須) 伝票の番号

郵便番号 顧客の郵便番号(半角数字7桁、「000-0000」の形式)

手数料 伝票の手数料(99999999 ～ -9999999円)

小計(税込) 伝票の小計(99999999 ～ -9999999円)

(内消費税) 伝票の内消費税(99999999 ～ -9999999円)

受付日 伝票の受付日(半角数字、「YYYY/MM/DD」の形式)

売上総額(必須) 伝票の売上総額(99999999 ～ -9999999円)

住所 顧客の住所(60文字以内)

電話番号 顧客の電話番号 (半角数字14桁以内、「-」は1桁に数える)

メールアドレス 顧客のメールアドレス (半角英数字100桁以内)

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

商品コード(必須)

金額

注文された商品のコード(半角英数字6桁以内)

注文された商品単位の金額(99999999 ～ -9999999円)

入金日 入金された日(半角数字、「YYYY/MM/DD」の形式)

担当者名 取込みを行う担当者(顧客管理画面で追加した担当者の中から選択)

単価(必須) 注文された商品の単価(99999999 ～ -9999999円)

数量(必須) 注文された商品単位の数量

入金額 入金された額(99999999 ～ -9999999円)

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

配送希望時間 配送を希望する時間帯

支払区分
支払い方法のコード値(半角数字、0：現金支払、1：代引引換え、2：郵便振替
　　　　　　　　　　　　　3：コンビに支払、4：銀行振込、5：クレジット、6：その他)

配送希望日 配送を希望する日(半角数字、「YYYY/MM/DD」の形式)



　③ 入力種別グループから、受注情報を選択します。

　④ 入力方式グループから、入力の方式を選択します。選択できる方式は、追加取込、新規取込です。
　　　追加取込の場合、現在のデータを残して追加で取込みます。
　　　新規取込の場合、現在のデータを削除して取込みます。

　⑤ 入力するCSVファイルを設定します。
　　　「参照」ボタンをクリックし、入力するCSVファイルを選択します。
　　　選択すると入力欄にパスが入力されるので、ファイル名を確認します。

　⑥ 「読込」ボタンをクリックします。

　⑦ 読込データ一覧に、入力したCSVファイルの内容が一覧表示されます。

　⑧ 読込んだデータの入力形式を設定します。
　　　受注情報１タブ、受注情報２タブから各情報に対して読込んだデータ一覧のどの項目が相当するかを
　　　選択します。
　　　読込んだデータのうち取り込みを行わない行は「削除」ボタンをクリックして削除してください。
　　　※読込んだデータの中に項目名の行が含まれている場合、その行は必ず削除してください。

　⑨ 「実行」ボタンをクリックします。

　⑩ 　　左記のメッセージが表示されるので、よければ「OK」ボタンを
　　クリックします。
　※「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理は中止されます。

　⑪ 「OK」ボタンをクリックすると、入力処理を開始します。処理中はプログレスバーが表示されます。

　　プログレスバー

　⑫ 　　　左記のメッセージが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。



　⑬ 受注情報を取込んだ後は、取込んだ顧客情報と【いつどこ通販】に登録されてある顧客情報をリンクさせる
　　　作業が必要です。
　　　以下のメッセージが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。

　⑭ 「OK」ボタンをクリックすると以下の画面が開きます。

　　顧客検索画面の説明

項目名項目名項目名項目名 説明説明説明説明

検索結果

顧客未確定一覧

戻るボタン

顧客検索の結果を表示します。

未確定の顧客と顧客マスタの顧客情報をリンクさせます。

CSV入出力画面に戻ります。

顧客候補検索条件 条件を入力し、一致する顧客を検索します。

実行ボタン 顧客のリンクを実行します。



　⑮ 顧客未確定一覧には、CSV取込みによって取込んだ顧客情報が表示されています。
      顧客候補検索条件の中から顧客検索を行う条件を選択してチェックを入れ、「一括検索」ボタンを
　　　クリックします。

 
　⑯ 顧客未確定一覧の右側には検索した結果が表示されます。
　　　条件を複数指定した場合は、全ての条件に一致した顧客情報のみが表示されます。

　　　例） 「顧客名」のみで一括検索を行った場合

　　　〈検索結果〉
Ａ： 顧客名が「いつどこ花子」の顧客が1件見つかった。
Ｂ： 顧客名が「いつどこ五郎」の顧客は見つからなかった。
Ｃ： 顧客名が「いつどこ花代」の顧客が複数見つかった。
Ｄ： 顧客名が「インフォ太郎」の顧客が1件見つかった。

⑮⑮⑮⑮

AAAA

ＢＢＢＢ

ＣＣＣＣ

ＤＤＤＤ

⑰⑰⑰⑰



　　　
　⑰ 【該当顧客無し】もしくは【該当顧客複数】のものは「個別検索」ボタンをクリックし、顧客の選択を行います。

　⑱ 「個別検索」ボタンをクリックすると、以下の顧客検索画面が開きます。

　⑲ CSVから取込んだ情報を新規の顧客として登録する場合には「新規顧客として登録する」を選択します。
　　　既存の顧客の中から該当する顧客を選択する場合は「既存顧客として登録する」を選択し、候補の中から
　　　顧客の選択を行い、「選択」ボタンをクリックします。

　⑳ 「選択」ボタンをクリックすると以下の顧客をリンクさせる画面に戻ります。
 　　 リンクさせる顧客が決定したら、「実行」ボタンをクリックします。

   21 左記のメッセージが表示されるので「はい」をクリックします。

※「いいえ」をクリックすると処理は中断されます。

⑲⑲⑲⑲

⑳⑳⑳⑳
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　　　上記のメッセージが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。

　　　このとき登録が完了するのは「実行」ボタンをクリックした時点で
　　　リンクができていた顧客(青字で表示されていたもの)のみです。
　　　リンクできていない顧客は登録ができていないので、続けてリンク作業を
　　　行う必要があります。

　※リンク付け作業を途中で中断して顧客検索画面を閉じ、再びリンク付け作業を行う場合は、
　　 CSV入力画面の「顧客リンク」ボタンをクリックしてください。


