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はじめに
Express Invoiceをインストールいただきありがとうございます。 
Express 
Invoiceを使うと、見積書、受注書、請求書の管理と作成を簡単に行うことができま
す。Express 
Invoiceは会計や税務処理をサポートする機能を搭載し、様々なビジネスでお使いい
ただけるようデザインされています。 
Express 
Invoiceは見積書、受注書、請求書等の書類を美しいビジネス向けのデザインで作成
し、作成後は印刷はもちろん電子メールまたはFaxでの直接送信も行うことが出来ま
す。 
各種書類の発行後は、入金済み請求書の管理や、未回収の請求書一覧の作成、また税
務やその他の会計処理に役立つ報告書の作成などを行うことができます。 
また、明細書や定期請求書の自動発行を設定することで請求漏れを防ぐことができま
す。 
Express 
Invoiceをインストールしてお使いいただくまでにかかる時間はたったの1分です
機能 
● 本格的な見積書や受注書、請求書を素早く作成
● 見積書、受注書、請求書は印刷だけでなく電子メール(pdf) 

やFaxでの直接送信も可能
● 難しい会計ソフトについて勉強する必要はありません
● 保存できる見積書や受注書、請求書、得意先、品目などの数はお使いのハードドラ

イブのサイズにより異なりますが、最新のコンピュータで約100,000件の保存が可
能です

● 会計処理に役立つ様々な報告書を作成
● 定期注文や定期請求（例：毎月請求書を発行）を自動的に記録
● 得意先や営業担当者、品目ごとの売上分析
● 製造業、サービス業のいずれにもお使いいただけます
● 1台インストールするだけで、複数の会社（会社数無制限）にお使いいただけます
● インストールから実際にお使いいただくまでに掛かる時間は1分以内
● 毎日の業務に簡単にお使いいただくことができるようデザインされています
動作環境 
● Windows 98 /2000 /XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
● インターネット接続（請求書等の電子メール送信用）
● プリンタ（請求書等の印刷用）
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NCH ソフトウェア総合パッケージ
この画面から弊社が開発しているその他の便利なソフトを簡単に探すことができます
。
音声や動画などカテゴリ別の一覧から必要なソフトをお選びください。必要なソフト
が見つかったらボタンをクリックするとお試し版がインストールされ、無料でソフト
をお試しいただけます。既にインストール済みのソフトのボタンは「実行」ボタンに
なっており、このボタンを押すとソフトが起動します。
カテゴリ別一覧の下の欄にはソフトの機能の一覧があります。例えば「動画を録画す
る」という機能をクリックすると、動画の録画用ソフトがインストールされます。
検索 
検索エリアに必要なソフトに関するキーワードを入力して「検索」ボタンをクリック
すると、キーワードにマッチした弊社サイトの検索結果が表示されます。 
その他のNCHソフトウエア製品を見る 
弊社の全製品カタログが表示され更に多くのソフトをお探しいただけます。 
ニュースレターを購読 
新製品のリリースやソフトのアップデートなどの最新情報をいち早くお届けするニュ
ースレターを購読いただけます。購読の停止はいつでも簡単に行っていただけます。 
最新の特別購入価格を参照する 
各製品の最新の割引価格をご覧いただけます。 
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ソフトウェアのライセンス規約
弊社はユーザーの皆様のお役に立つソフトウェアの提供を目的と致しております。弊
社製品は利用規約に同意いただくことでお使いいただけます。
この利用規約は当社の責任を制限し仲裁合意および裁判管轄合意に準拠します。以下
の条項をお読みいただきお客様の権利についてご理解ください。本規約は全て英文を
正本としますので予めご了承ください。
1. 
このソフトウェアおよびソフトウェアと共に配布される音声およびビジュアル作品の
著作権はNCHソフトウェアおよび製品情報画面に記載されている他の著作権者に帰属
します。全ての権利は著作権者が保有します。このソフトウェアおよびこのソフトウ
ェアに同梱またはこのソフトウェアによりオンデマンドでインストールされるソフト
ウェア（ショートカットやスタートメニューフォルダを含む）のインストールは以下
の規約に則りライセンスされます。こうした著作権はユーザーが作成した作品には適
用されません。
2. 
このソフトウェアをインストール、使用、または配布することで、ユーザーはユーザ
ー自身およびユーザーの雇用主または当事者に代わってこの規約に同意します。規約
に同意しない場合はソフトウェアの使用、複製、送信、配布およびインストールを行
うことができません。返金が必要な場合はご購入後14日以内に商品をご購入いただい
た場所にご返品ください。
3. 
このソフトウェアおよびソフトウェアに付随するファイル、データ、その他素材は全
て「現状のまま」で提供され、法により定められていない限りは、明示または黙示を
問わずいかなる保証も行われません。重大な影響を与える件にこのソフトウェアを使
用する場合は、使用前に十分なテストを行い、使用に伴うリスクは全てユーザーが負
うものとします。
4. NCHソフトウェアはこのソフトウェアの使用により発生したいかなる損害 
（特別損害、付随的損害、派生的損害を含む）に対しても責任を負わず、当社製品の
ご購入時にお支払いいただいた金額に対する返金以外への対応は一切いたしかねます
。
5. 
このソフトウェアの誤使用が人体に危害を加える可能性がある場合、また人命にかか
わる場合はこのソフトウェアを使用しないでください。コンピュータを定期的にバッ
クアップしない場合、またはコンピュータにウィルス対策ソフトやファイアウォール
がインストールされていない場合、重要なデータが暗号化されずにコンピュータに保
存されている場合はこのソフトウェアを使用しないでください。こうした方法での使
用によるいかなるクレームに対してもNCHソフトウェアを免責することに同意する必
要があります。
6. 
何ら手を加えられていない状態のソフトウェアのインストールを複製および配布する
ことはできますが、弊社ソフトウェアの登録コードの配布は、いかなる状況において
も弊社の書面による許可なく行うことはできません。許可されていないコードの使用
が行われた場合は、コードが使用された全てのロケーションに対して製品の全額をお
支払いいただきます。
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7. 
ソフトウェアによって限られた状況下でのみ自動的に匿名で収集された使用統計デー
タの使用は当社のプライバシー規約に従って行われます。
8. 準拠法と管轄ユーザーがアメリカ合衆国居住者である場合はアメリカ法人のNCH 
Software, 
Inc.が当事者となり、この規約に関して紛争が生じた場合、この利用契約はコロラド
州の法律を準拠法とし、同州の裁判所を管轄とします。ユーザーがアメリカ合衆国居
住者以外である場合はオーストラリア法人のNCH Software Pty 
Ltd.が当事者となり、この規約に関して紛争が生じた場合、オーストラリア首都特別
区の法律を準拠法とし、同区の裁判所を管轄とします。上記で定められた裁判所は、
当事者間の紛争に関し、いかなる性質の紛争であっても、継続的かつ専属的な管轄権
を有します。
9. 
アメリカ合衆国居住者のみ：仲裁合意およびクラスアクション（集団訴訟）の権利放
棄：ユーザーがアメリカ合衆国に居住する場合、当事者間の全てのクレームおよび紛
争は英語版の規約（以下のページよりご覧ください：
https://www.nch.com.au/general/legal.html）を基に仲裁を行うものとします。こ
の規約をお読みいただきご理解ください。お客様の権利について書かれています。こ
の規約ではユーザーおよびNCHソフトウェアのいずれも、個人の権利能力のみでの提
訴が可能であり、原告やクラスメンバーなどいかなるクラスアクションや集団訴訟な
どによる提訴もできないものとしています。
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良く使う機能 - 基本的な使い方
Express 
Invoiceをインストールすると、スタートアップ・ウィザードが起動します。ウィザ
ードを使い、事業名、住所、連絡先などの基本情報を入力します。 
スタートアップウィザード完了後は、すぐに見積書や受注書、請求書の作成を始める
ことができます。初期設定された機能は今すぐお使いいただけます。請求書を作成を
メイン画面上でクリックすると、1通目の請求書が作成されます。請求書の必要項目
入力についての詳細は請求書の作成のページをご覧ください。
最初の請求書を作成後、請求書の雛形の調整を行う場合はツールメニューのオプショ
ンダイアログで行います。ここでは、会社に関する項目や税率、また請求書のレイア
ウトなどの詳細を設定することが可能です。
Express 
Invoiceは、お使いいただくにつれ新しい情報が追加されていくよう設計されていま
す。例えば、得意先や請求品目のデータを事前に入力する必要はありません。請求書
発行の作業中に必要なデータを追加していくシステムです。Express 
Invoiceはまた、最初に行った設定を全て記憶することで、その後の作業効率をアッ
プします。

10
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良く使う機能 - ショートカットキー
Express Invoiceで良く使われる作業のショートカットキーは以下の通りです：
メイン画面
● 新規請求書　Ctrl+N
● 入金処理 Ctrl+Y
● 請求書一覧を開く　Ctrl+I
● 新規見積書 Ctrl+Q
● 見積書一覧を開く　Ctrl+U
● 新規受注書 Ctrl+D、 F11
● 受注書一覧を開くCtrl+S
● 新規得意先を追加 F8
● 得意先一覧を開く　Ctrl+C 
● 新規品目を追加 F7
● 品目一覧を開く　Ctrl+T
● 支払い一覧を開く　Ctrl+P
● 定期請求一覧を開く　Ctrl+R
● 定期受注書一覧を開くCtrl+F11
● 定期請求を実行　F5
● 自動明細書を発行 F6
● Webインターフェースを開くCtrl+W
● オプション画面を開くCtrl+O
● 製品マニュアルを表示する　F1 
● Express Invoiceを終了（オフにする）　Alt+F4 
報告書
● 指定した報告書を印刷 Ctrl+P
● PDFに保存 Ctrl+S
● 指定した報告書を電子メールで送信 Ctrl+E
請求書一覧
● 新規請求書　Ctrl+N
● 請求書を削除 Delete 
● 請求書を編集する Alt+Enter
● 請求書を検索 Ctrl+F 
● 次の請求書を検索 F3 
● 請求書を印刷 Ctrl+P 
● 印刷プレビュー Ctrl+Shift+P
● 請求書をメールで送信 Ctrl+E 
● 履歴を表示 Ctrl+L 
● 入金処理 Ctrl+Y 
● 貸方票を適用する Ctrl+C 
● 梱包明細をプレビュー Ctrl+Shift+S 
● 梱包明細書を印刷 Ctrl+S 
● 画面を閉じる Esc 
請求書
● 選択した品目を編集 F2 
● 選択した品目を削除Ctrl+D 
見積書一覧
● 新規見積書 Ctrl+N
● 見積書を削除 Delete 
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● 見積書編集 Alt+Enter
● 見積書検索 Ctrl+F 
● 次の見積書を検索 F3 
● 見積書を印刷 Ctrl+P
● 印刷プレビュー Ctrl+Shift+P
● 見積書をメールで送信 Ctrl+E 
● 画面を閉じる Esc
見積書
● 選択した品目を編集 F2 
● 選択した品目を削除Ctrl+D 
受注書一覧
● 新規受注書 Ctrl+N
● 受注書を削除 Delete 
● 受注書を編集 Alt+Enter
● 受注書検索 Ctrl+F 
● 次の受注書を検索 F3 
● 受注書を印刷 Ctrl+P
● 印刷プレビュー Ctrl+Shift+P
● 受注書をメールで送付 Ctrl+E 
● 画面を閉じる Esc
受注書
● 選択した品目を編集 F2 
● 選択した品目を削除Ctrl+D 
得意先一覧
● 新規得意先を追加 Ctrl+N
● 得意先を削除 Delete 
● 得意先情報を編集 Alt+Enter
● 新規見積書を作成 Ctrl+Q 
● 受注書を作成 Ctrl+O 
● 請求先 Ctrl+I 
● 入金処理 Ctrl+Y 
● 得意先にメール送信 Ctrl+E 
● 得意先に電話 Ctrl+T 
● 得意先を検索 Ctrl+F 
● 次の得意先を検索 F3 
● 画面を閉じる Esc
入金一覧
● 新規入金 Ctrl+N
● 入金を削除 Delete 
● 入金を編集 Alt+Enter
● クレジットカードにチャージ Ctrl+C
● 入金を検索 Ctrl+F 
● 次の入金を検索 F3 
● 印刷プレビュー Ctrl+Shift+P
● 領収書を印刷 Ctrl+P
● 領収書をメールで送付 Ctrl+E 
● 画面を閉じる Esc
返金一覧
● 新規返金 Ctrl+N
● 返金を削除 Delete 
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● 返金を編集 Alt+Enter
● クレジットカードにチャージ Ctrl+C
● 返金を検索 Ctrl+F 
● 次の返金を検索 F3 
● 印刷プレビュー Ctrl+Shift+P
● 領収書を印刷 Ctrl+P
● 領収書をメールで送付 Ctrl+E 
● 画面を閉じる Esc
品目一覧
● 新規品目を追加 Ctrl+N
● 品目を削除 Delete 
● 品目を編集 Alt+Enter
● 品目を検索 Ctrl+F 
● 次の品目を検索 F3 
● 画面を閉じる Esc
定期請求一覧
● 新規請求書　Ctrl+N
● 定期請求を削除 Delete 
● 定期請求を編集 Alt+Enter
● 定期請求をプレビュー Ctrl+Shift+P
● 定期請求を検索 Ctrl+F 
● 次の定期請求を検索 F3 
● 選択した請求書を今すぐ発行 Ctrl+R
● 画面を閉じる Esc
定期受注書一覧
● 新規受注書 Ctrl+N
● 定期受注を削除 Delete 
● 定期受注書の順序を編集 Alt+Enter
● 定期受注書の順序をプレビュー Ctrl+Shift+P
● 定期受注書を検索 Ctrl+F 
● 次の定期受注書を検索 F3 
● 選択した受注書を今すぐ発行 Ctrl+R
● 画面を閉じる Esc
貸方票一覧
● 新規貸方票 Ctrl+N
● 貸方票を削除 Delete 
● 貸方票を編集 Alt+Enter
● 貸方票を検索 Ctrl+F 
● 次の貸方票を検索 F3 
● 貸方票を印刷 Ctrl+P
● 貸方票をメールで送信 Ctrl+E 
● 画面を閉じる Esc
貸方票
● 選択した品目を編集 F2 
● 選択した品目を削除Ctrl+D 
営業担当者一覧
● 新規営業担当者を追加 Ctrl+N
● 営業担当者を削除 Delete 
● 営業担当者を編集 Alt+Enter
● 営業担当者を検索 Ctrl+F 
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● 次の営業担当者を検索 F3 
● 画面を閉じる Esc

14



良く使う機能 - 見積書を作成
Express 
Invoiceを使い得意先用に作成した見積書は、後日受注書や請求書に変換することが
可能です。
新規見積書を作成するにはメイン画面左のサイドバーで新規見積書を作成をクリック
します。
得意先情報を入力
プルダウンメニューから既存の得意先を選択すると、得意先の情報（送付先住所など
）が自動入力されます。新規得意先の場合は得意先名と住所をそれぞれの欄に手入力
します。
見積書詳細を入力
画面右上で見積書作成日と営業担当者を設定できます。画面下部には作成した見積書
に関する備考を入力することができます。
品目情報を入力
品目一覧領域をクリックし、見積りを行う品目を追加します。見積書、受注書または
請求書に入力する品目が既にシステム内に作成されている場合は、品目コード欄また
は品名欄に情報を入力するか、プルダウンメニューから選択する形で該当品目を選択
します。数量欄に正しい数量を入力すると、合計金額が自動的に計算されます。品目
がまだシステム内に作成されていない場合、品目一覧領域に情報を手入力します。入
力した情報は新規品目として保存することが可能です。
見積書を完成させる
請求書詳細の入力完了後はその後の作業を選択します。下書きとして保存するか、も
しくはシステムに記録するかのいずれかを選んでください。記録を行う場合は画面下
部のプルダウンメニューから以下のいずれかを選びます： 
● 記録して印刷： 請求書システムに記録し印刷します。
● 記録してメール送信： 

請求書をシステムに記録しPDFに変換したものを電子メールで得意先に送信しま
す。

● 記録してFAX送信： 請求書をシステムに記録し得意先のFAX番号に送付します。
● 記録: 

請求書をシステムに記録します。記録した請求書は必要に応じて後から電子メール
やFaxで送信することができます。

● 下書きとして保存： 
請求書の内容を保存しますがシステムには記録しません。後から内容を変更し送付
することができます。
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良く使う機能 - 受注書の作成
受注書は一から作成することもできますが、Express 
Invoiceを使って既存の見積書から流用することも可能です。また、受注処理完了後
は受注書を請求書に流用することができます。
受注書を作成するにはメイン画面左のサイドバーで新規受注書を入力をクリックしま
す。
既存の見積書から受注書を作成
プルダウンメニューまたは見積書一覧から既存の見積書を選択すると、得意先や品目
などの見積書に記載されている詳細が自動的に入力されます。受注書に入力された内
容は必要に応じて変更することが可能です。完了後は下記の「請求書を完成させる」
をご覧ください。
新規受注書を作成
既存の見積書を使わずに受注書を作成する場合は、得意先名、住所、およびその他の
受注書詳細を画面に入力します。次に品目一覧領域をクリックし必要な品目情報を入
力します。入力する品目が既にシステム内に作成されている場合、プルダウンメニュ
ーから該当する品目を選択することで必要事項が自動入力されます。新規品目を手入
力した場合は、新規品目情報をExpress Invoiceに追加することができます。
受注書を完成させる
受注書の入力完了後はその後の作業を選択します。下書きとして保存するか、もしく
はシステムに記録するかのいずれかを選んでください。記録を行う場合は画面下部の
プルダウンメニューから以下のいずれかを選びます。 
● 記録して印刷： 受注書をシステムに記録し印刷します。
● 記録してメール送信：をシステムに記録しPDFに変換したものを電子メールで得

意先に送信します。
● 記録してFAX送信：をシステムに記録し得意先のFAX番号に送付します。
● 記録: 

受注書をシステムに記録します。記録した請求書は必要に応じて後から電子メール
やFaxで送信することができます。

● 下書きとして保存：の内容を保存しますがシステムには記録しません。後から内容
を変更し送付することができます。

● 定期請求として保存： 
受注書に一定のスケジュール（発注日や発注間隔など）を設定し保存します。受注
書の発注日になるとExpress 
Invoiceはまず受注書を発行する旨につき確認を入れ、その後前回受注書を発行し
た際に使用した方法（例：印刷、電子メール、Fax ）で自動的に発注を行います。
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良く使う機能 - 請求書の作成
請求書は、Express 
Invoiceで得意先用に作成した見積書や受注書を流用するか、一から手入力するかの
いずれかの方法で作成できます。
新しい請求書の作成は請求書ボタンをメイン画面のツールバーでクリックします。
既存の見積書または受注書から請求書を作成
請求書作成画面の右上に「流用：」というプルダウンメニューがあります。ここから
既存の見積書や受注書、請求書の下書きなどを選択して請求書に流用することができ
ます。流用する書類を一覧から選択し、「選択」ボタンをクリックします。選択した
書類の内容が請求書作成画面に入力されます。入力された情報は必要に応じて編集す
ることが可能です。全ての入力が完了したら、以下の「請求書を完成させる」の項目
をご覧ください。
新規請求書を作成

得意先情報を入力
プルダウンメニューから既存の得意先を選択すると、得意先の情報（送付先住所な
ど）が自動入力されます。新規得意先の場合は得意先名と住所をそれぞれの欄に手
入力します。
請求書の詳細を入力
画面右上で請求書作成日と営業担当者を設定できます。画面下部には作成した請求
書に関する備考を入力することができます。
品目情報を入力
品目一覧の領域をクリックし、請求を行う品目を追加します。既にExpress 
Invoiceに入力されている品目を追加する場合は、品目コード欄または品名欄をク
リックし、プルダウンメニューから品目を選択することができます。請求する数量
を変更すると、合計金額欄が自動的に再計算されます。
Express 
Invoiceに未入力の新しい品目を入力した場合は、請求書の記録時に新規品目とし
てExpress Invoiceに保存されます。
請求書を完成させる

請求書詳細の入力完了後はその後の作業を選択します。下書きとして保存するか、も
しくはシステムに記録するかのいずれかを選んでください。記録を行う場合は画面下
部のドロップダウンメニューから以下のいずれかを選びます。 
● 記録して印刷：請求書システムに記録し印刷します。
● 記録してメール送信：請求書をシステムに記録しPDFに変換したものを電子メー

ルで得意先に送信します。
● 記録してFAX送信：請求書をシステムに記録し得意先のFAX番号に送付します。
● 記録して入金処理：請求書をシステムに記録し得意先のアカウントに入金を記録し

ます。記録した請求書は必要に応じて後から電子メールやFaxで送信することがで
きます。

● 記録のみ：請求書をシステムに記録します。記録した請求書は必要に応じて後から
電子メールやFaxで送信することができます。

● 下書きを保存：請求書の内容を保存しますがシステムには記録しません。後から内
容を変更し送付することができます。

●
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定期請求書として保存：請求書に一定のスケジュール（発注日や発注間隔など）を
設定し保存します。請求書の発行日になるとExpress 
Invoiceはまず請求を行う旨につき確認を入れ、その後前回請求書を発行した際に
使用した方法（例：印刷、電子メール、Fax）で自動的に請求を行います。

● 保存してプレビュー：請求書を保存しプレビューを表示します。
次回の発行時期になると、前回使用した送信方法（例：印刷、電子メール、Faxなど
）で自動的に請求書の送信を行う旨の確認をExpress Invoiceが表示します。
こちらもご参照ください：
● 定期請求のスケジュール
● 請求書をカスタム化する

18
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良く使う機能 - 請求書に対する入金処理
得意先からの入金処理はメイン画面左のサイドバーから入金処理をクリックするか、
メイン画面のツールバーから入金をクリックして行います。入金処理画面上で、入金
日を入力し、得意先または請求書番号を選択し未回収金額を表示します。入金額が未
回収金額と異なる場合は、実際の入金額を入力すると得意先の残高がアップデートさ
れます。次に入金方法を入力し、内部記録用に参照番号を入力します（任意）。入力
後は記録のみをクリックすると入金が記録され、得意先の残高がアップデートされま
す。
注意： Express 
Invoiceは得意先元帳で入金処理を行うシステムを取っており、請求書ごとの入金処
理は行いません。こうした方法を取ることで、前払い金や請求書番号が特定されてい
ない入金の処理を簡単に行うことができます。受領した入金は得意先のアカウント内
で処理され、特定の請求書ごとには処理されませんが、入金と請求書の簡単な相互参
照情報を入力することができます。相互参照はソフトウェアを更に使い易くするため
の任意の機能です。
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良く使う機能 - 未払いの請求書を記録
支払期限を超過した得意先は以下いずれかの方法で確認することができます：
得意先一覧
得意先一覧は、得意先一覧を表示をメイン画面の左側のバー内でクリックすると表示
されます。この一覧には全ての得意先が表示されます。左から3番目の欄に一番古い
売掛金の支払期日が表示されます。一覧表で「支払期日」の項目名をクリックすると
、得意先一覧が請求書の支払期日順に並びます。
未回収売掛金一覧
未回収売掛金の報告書の表示は未回収売掛金の項目をメイン画面の「報告書」の欄で
クリックします。報告書は得意先、残高、支払期日、貯金の請求書、営業担当者のい
ずれかを基準に並べ替えが可能です。報告書には未払い残高がある得意先のみが表示
されます。
売掛金年齢表
売掛金年齢表はツールバーの「報告書」をクリックし「売掛金年齢表」を選択すると
表示されます。報告書は得意先、日数のいずれかで並べ替えることができます。報告
書の並べ替えの際は、昇順と降順のいずれで表示するかを選択できる他、全ての得意
先を表示または特定の得意先の表示のいずれかを選択することができます。
明細書を自動送付
Express 
Invoiceを使うと、残高をお知らせする明細書の自動発行を設定を行うことができま
す。自動明細の発行は、ツールバーのオプションをクリックし、表示された画面の左
側の領域で「一般」リンクをクリックして設定を行います。自動明細書の欄のプルダ
ウンメニューを使い、残高のある得意先または支払期限を超過している得意先のいず
れかを自動明細の発行先として選択することができるほか、明細を発行する最小金額
を設定することもできます。
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良く使う機能 - 報告書の作成
Express Invoiceが発行する各種報告書を表示するには、報告書ボタンをメイン画面
のツールバーでクリックし、 表示したい報告書を一覧から選択します。 
報告書によっては（例：請求書一覧）、報告期間の開始日と終了日を指定する必要が
あります。 
Express Invoiceでは以下の報告書を作成することができます： 
● 未回収売掛金：未払いの残高がある全ての得意先の一覧です。
● 請求書：指定した期間内に作成された全ての請求書の一覧です。
● 見積書：指定した期間内に作成された全ての見積書の一覧です。
● 受注書：指定した期間内に作成された全ての受注書の一覧です。
● 入金：指定した期間内に得意先から支払われた入金記録の一覧です。
● 営業担当者：指定した期間内に各営業担当者が請求を行った金額の一覧です。社内

全体の請求金額に占める各営業担当者の請求額の割合も表示します。
● 品目別売上：指定した期間内の各品目の売り上げの一覧です。 

この報告書に記載されている数量は在庫報告書とは異なる場合があります。これは
品目別売上報告書には指定した期間内に作成された請求書に記載されている数量が
報告され、 
在庫報告書には現時点で実際に存在する在庫の数量が報告されるためです。 

● 得意先別品目：指定した期間内の各品目の売り上げを得意先別にまとめた一覧です
。

● 在庫：在庫管理を行っている品目の現在の在庫数の一覧です。 
この報告書に記載されている数量は品目別売上とは異なる場合があります。これは
品目別売上報告書には指定した期間内に作成された請求書に記載されている数量が
報告され、 
在庫報告書には現時点で実際に存在する在庫の数量が報告されるためです。 

● 得意先：得意先に関する情報の一覧です。
● 得意先別売上：指定した期間内の合計請求額と売上総計を得意先別にまとめたもの

です。
● 売掛金年齢表：残高のある全ての売掛金と期日の一覧です。
● 消費税報告書：指定した期間内に作成された請求書の消費税をまとめた報告書です

。
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一般 - 請求書をカスタム化する
Express 
Invoiceを使って発行する請求書は様々なカスタム化を行うことができます。各項目
の名称や備考欄の変更、ロゴの挿入、請求書の色やデザインの設定など、ビジネスの
ニーズに合わせて自在にカスタム化が可能です。
請求書のデザインや記載される内容の変更は、「レイアウト」、「デザイン」および
「請求書」の3つのオプション欄を使って行うことができます。 オプションアイコン
をメイン画面のツールバーでクリックすると、請求書のレイアウトやデザイン、請求
書などのリンクが書かれたサイドバーがある設定画面が開きます：
ページのレイアウト
「レイアウト」オプション、用紙サイズや余白、請求先住所や送付先住所の表示位置
（窓付き封筒用）などの設定を行います。
レイアウトオプションに関する詳細はオプション~レイアウトの項目もご覧ください。
請求書のデザイン
「デザイン」のページでは、請求書の色や、文字のスタイルや大きさを設定、枠線や
飾り線などの挿入、特定の文字列の背景色を設定などを行うことができます。デザイ
ンはExpress 
Invoiceに搭載されているテンプレートから選択できるだけでなく、お好みのデザイ
ンにカスタム化を行うことも可能です。
デザインのページに関する詳細はオプション ~ デザインの項目もご覧ください。
請求書
「請求書」のページでは、帳票上に表示される各種文字列についての設定を行います
。例えば、時間制でチャージするサービスに対する請求書を作成するために、デフォ
ルトでは「数量」となっているカラム名を「時間」に変更する場合などはこのページ
で設定を行います。
このページではまた、各書類の名称の変更や、「入金済み」、「支払期限超過」など
の文字の印刷、送金伝票の挿入など様々な設定が可能です。
請求書のページに関する詳細はオプション ~ 請求書の項目もご覧ください。
帳票にロゴを追加する
見積書や請求書、受注書、各種報告書などのデザインに自社ロゴを挿入することがで
きます。ロゴの挿入はオプション 
のアイコンをメイン画面のツールバーでクリックし、「会社ロゴ」をクリックして設
定を行ってください。 ロゴの画像ファイル 
領域で参照ボタン（...）をクリックし、ロゴ画像の保存場所を指定して「開く」ボタ
ンをクリックします（ロゴ画像はjpg、bmp、gifのいずれかの形式に対応）。 ロゴの
高さ 
の領域にロゴの高さを入力します（初期設定はインチ）。ロゴサイズは高さを元に縦
横比を変えずに変更されます。サイズ変更は小さなものを大きく変更した場合、正し
く表示されない場合がありますのでご注意ください。
以下もご参照ください： 
● オプション~ページのレイアウト 
● オプション ~ デザイン 
● オプション ~ 請求書 
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一般 - 差し込み文書
昨今のワープロソフトの殆どには差し込み文書という便利な機能がついています。こ
の機能を活用することで、複数の得意先宛のレター作成などの膨大な作業にかかる時
間を一気に短縮できます。ここで説明することは他のアプリケーションにも流用する
ことで作業効率を更にアップさせることができますので、説明をよく読み実際に作業
を試してみることをお勧めします。一旦説明の全文をお読みいただいてから一つ一つ
の手順を踏むことで、作業を理解しやすくなるはずです。 
差し込み印刷の手順は以下の6つです： 
1. データファイルを作成します。
2. ファイルを新規文書に接続します。
3. 送信する文書の内容を書き込みます。
4. 文書に、データの内容に対応したプレースホルダ（文書ごとに変更される領域）を

挿入します。
5. 各プレースホルダに対応するデータを選択します。
6. データファイルを文書に差し込みます。
上記の手順を読んだだけでは理解できなかったとしてもご心配頂く必要はありません
。以下でExpress InvoiceとMicrosoft Office Word 2007、またExpress 
InvoiceとOpen Office 2.2 
Writerを例に、差込手順を詳しく説明いたします。手順の説明をお読みいただく上で
ご注意いただきたいのは、差し込み印刷機能を持つプログラムは、必ず何らかの方法
で上記に述べた手順を踏むということです。お使いのプログラムのどのボタンがどの
手順に呼応しているかがわかれば作業を行うことができます（どのボタンを押したら
良いかわかりにくいという場合は、別のプログラムをお使いいただくこともご検討く
ださい）。 
ステップ 1: データファイルを作成します。 
このステップで大事なことは、差込を行うプログラムが「理解できる」ファイルを作
成するということです。Microsoft WordやOpen Office 
Writeを含む、差し込み印刷が可能なプログラムの殆どは「CSV」というファイル形
式を「理解する」ことができます。そのため、Express 
Invoice内のデータでファイルを作成する際は、自動的に「CSV」形式のファイルで
エクスポートされます。Express 
Invoiceでは以下の2つのCSVファイルを作成することができます： 
● 得意先詳細
● 報告書
これから説明する例では得意先台帳をCSVにエクスポートしますが、報告書のエクス
ポートも以下と同様の手順で行うことができます。報告書画面のファイルメニューで
「CSV形式で保存」を選んでください。 
1. ｢表示｣をクリックし一覧から「得意先」を選択します（もしくはキーボードのCtrl

+Cを押します）。
2. データのエクスポートを行う得意先を選択します（複数の得意先を選択する場合は

Ctrlボタンを押しながら選択します）。
3. 「得意先」メニューボタンをクリックし、一覧から「CSVへエクスポート（差し

込み印刷用）」を選択します。
4. 
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ファイルの保存先を指定し、ファイル名を入力後、「保存」をクリックします。後
でわからなくならないように、保存場所をメモするなどして覚えておいてください
。

5. 保存が完了すると、エクスポートが成功したかどうかを伝えるメッセージが表示さ
れます。メッセージを確認後、OKをクリックします。

これで作業は完了です。選択した得意先の以下の情報が含まれたデータファイルがエ
クスポートされました： 
● 得意先名
● 担当者
● 担当者の姓
● 得意先の住所（最初の4行のみ）
● 得意先のFax番号
● 得意先を担当する営業社員
ステップ 2: ファイルを新規文書に接続します。 
このステップでは差込みを行うためにデータファイルと文書を接続します。Microsoft
Office Word 2007およびOpen Office 2.2 
Writerでの接続方法は以下のとおりです。 
Microsoft Office Word 2007 
1. Wordを実行します。
2. 画面上部の「差込み文書」タブをクリックします。
3. 「差し込み文書」タブ内で「宛先の選択」をクリックし、プルダウンメニューから

「既存のリストを使用...」を選択します
4. エクスポートしたCSVファイルが保存されている場所を指定し、ファイルを選択

して「開く」をクリックします。
Open Office 2.2 Writer 
1. Writerを実行します。
2. ファイルから「新規作成」を選択し、スプレッドシートを選びます。
3. スプレッドシート画面でCSVファイルを開きます。
4. ァイルから「名前をつけて保存」を選び、プルダウンメニューから「dBASE」形

式を選んだ後「保存」をクリックします。
5. スプレッドシートを閉じます。
6. Writerへ戻りファイルから「新規作成」へ行き「データベース」を選択します。
7. 画面が開きますので、「既存のデータベースに接続」を選択し、プルダウンメニュ

ーからdBASEを選択後「次へ」をクリックします。
8. 閲覧ボタンをクリックし、スプレッドシートで保存したdBASEファイルを指定し

ます。ファイルを選択し、OKをクリックした後、「次へ｣をクリックします。
9. 「はい、登録します」が選択されていること、また、チェックボックスが両方とも

選択されていないことを確認してください。「完了」をクリックし、このファイル
をdBASEファイルと同じ場所に保存します。

10. 次に「表示」へ行き、保存したファイルが表示されない場合は「データソース」を
クリックします。画面左側で右クリックし、「OpenOffice.orgに登録したデータ
ソース」を選択します。使用するファイルを選択しOKをクリックします。

ステップ 3: 文書を作成します 
文書の作成についてはご説明するまでもありませんが、通常の文書作成と異なる点は
、データを差し込む箇所を指定するという作業が必要なことです。文書の作成をしな
がら次のステップ（プレースホルダを挿入）を行うことで、作業効率をアップさせる
こともできます。 
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注： 
プレースホルダの前後に入れたスペースは差込み後の文書に反映されます。例：得意
先名　< <様> > とすると差し込み後は-> 山田　様と表示されますが、得意先名< < 
様> > とすると差し込み後は-> 山田様と表示されます。 
ステップ 4: プレースホルダを挿入 
このステップでは、文書内のどこにデータの内容を挿入するかをプログラムに指示す
るという作業を行います。これは、通常であれば手書きでデータを入力する箇所に、
データの差込みを行うプレースホルダを作成するということです。差込みが完了する
と、各プレースホルダはデータファイル内の該当するデータに変換されます。 
Microsoft Office Word 2007 
1. プレースホルダを挿入する箇所をクリックしてください。
2. ｢差し込み文書｣タブで「差し込みフィールドの挿入」をクリックし、挿入するプレ

ースホルダを選択します。
Open Office 2.2 Writer 
1. データソース画面でデータベースの横にあるプラスをクリックします。
2. テーブルのアイコン横にあるプラスをクリックします。
3. 一覧内のテーブルをダブルクリックします。
4. 右側の画面にファイル内の全データが表形式で表示されます。フィールド名を、プ

レースホルダとして使う箇所にドラッグします。
ステップ 5: データファイルの領域を選択 
Microsoft Office Word 2007 
1. 「差し込み文書」タブで「アドレス帳の編集」をクリックします。
2. 挿入するデータのチェックボックスにチェックを入れます（不要なデータにチェッ

クが入っている場合はチェックを外します）。
Open Office 2.2 Writer 
1. データソースのツールバーで「差し込みフィールドの挿入」ボタンをクリックしま

す。
2. ステップ6に進みます。矢印をクリックすることで、差込み後の文書をプレビュー

することができます。不要な宛先が含まれていた場合は「この宛先を除外する」を
クリックしてください。

ステップ 6: 差し込み 
Microsoft Office Word 2007 
1. 「完了と 

差し込み」を差し込み文書タブでクリックし、「個々のドキュメントの編集」を選
択します。

2. 「全て」を選択しOKをクリックします。
3. 別の画面が開き差込みが完了した文書が表示されます。画面を閉じる前に、保存、

電子メールで送信、印刷など必要な作業を行ってください。
Open Office 2.2 Writer 
1. 差し込み印刷ウィザードがステップ6を完了する間にステップ8へ行きます。
2. 差込みが完了した文書が開き、いくつかの作業オプションが提示されますので、希

望のオプションを選択します。
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一般 - 複数の通貨
複数の通貨を使用する場合、通貨ごとに会社を作成する形でExpress 
Invoiceをご利用いただけます。例えば、「会社」 
名を「○×株式会社：日本円」として1つ作成し、更に「○×株式会社：米ドル」とし
てもう1つ作成するということです。こうすることで通貨ごとの消費税に対応するこ
とができ、また通貨ごとの報告書を作成することが可能になります。通貨ごとの「会
社」はそれぞれ独自の得意先や連絡先、請求書などを持つ独立したアカウントとして
作成する必要があります。 
複数の通貨を使う必要がある場合は、請求書のファイルメニューから「複数の会社」
をクリックします。次に追加をクリックします。追加をクリックするとスタートアッ
プウィザードが起動します。スタートアップウィザード内の領域に、既存の会社と同
じ情報を入力します。この場合に入力する会社名は「（会社名）：米ドル」などのわ
かりやすい形で設定することをお勧めします。ウィザード完了後は、メイン画面のオ
プションのアイコンをクリックし、「地域」タブ内で通貨の指定を行ってください。
ここで通貨記号や通貨名など通貨に関する設定を行うことができます。新しい通貨で
作成した会社は新規会社と同様に扱う必要がありますのでご注意ください。 
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一般 - データのバックアップおよび復元
PCに問題が発生した場合に備え、請求書のデータを頻繁にバックアップしデータ紛失
を防ぐことをお勧めします。Invoiceでは様々な方法でのバックアップが可能です。
また復元も簡単に行えます。
データのバックアップを行うにはツールメニューからデータをバックアップを選択し
、データの保存先に応じてバックアップ方法を指定します。 
データの復元を行うには、ツールメニューからデータを復元を選択します。復元する
旨を承認し、バックアップファイルの保存場所を指定します。 
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一般 - Inventoriaとプログラムを統合
Inventoria在庫管理ソフトと品目や数量を同期する際に発生しがちな問題のトラブル
シューティングは以下の通りです。 
[ホスト名]に[ポート番号]経由で接続することができません。
Inventoriaへの接続に失敗しました。Inventoriaが実行中であること、またWebアク
セスがオンになっていることを確認してください。 Express 
Invoiceに入力したホスト名が正しいこと、またInventoriaを実行中のコンピュータの
IPアドレスとExpress Invoiceに入力したポート番号が 
Inventoriaがインターネット接続に使うものと一致することを確認してください。 

接続が拒否されました：[プログラム名]のプログラム統合がオンにな
っていません。
Inventoriaのどの会社もリンク同期がオンになっていません。Inventoriaの「オプシ
ョン」でプログラムの同期の設定を行ってください。 

アクセスが拒否されました：認証キーが正しくありません。
Express 
Invoiceに入力した認証キーがInventoriaのものと一致しません。認証キーは大文字や
小文字などが区別されますので、 
Inventoriaに入力した認証キーと全く同じ形式で入力してください。 

数量変更に失敗しました：倉庫名が正しくありません：[倉庫名]。
Inventoria内に存在しない倉庫の品目情報をアップデートしようとしています。倉庫
名は大文字や小文字の区別はありませんが、 
Inventoria内に設定されているものと全く同じものを入力する必要があります。 

数量変更に失敗しました：品名が正しくありません：[品名]。
Inventoria内に存在しない品目情報をアップデートしようとしています。こうしたエ
ラーが発生する原因として考えられるのは、品目が 
ローカルで作成されているか、最近行った同期の後でInventoriaから削除されたとい
うことです。 
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一般 - 
CSVインポートウィザード：インポートするCS
Vを選択
インポートするCSVを選択
CSVインポートファイル 
インポートするCSVファイル名を入力するか、入力欄の横にあるボタンをクリックし
て検索画面からCSVファイルを選択します。 
CSV（Comma-Separated 
Value）ファイルは半角カンマで区切られたデータが入ったファイルです。殆どの表
計算プログラムを使ってデータをCSVフォーマットで保存することができます。 
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一般 - 
CSVインポートウィザード：データ領域と一致
させる
データ領域と一致させる
ウィザードのこのページではCSVファイル内の項目名とExpress Invoice 
請求書作成ソフトで使われている項目名を関連付ける作業を行います。 
各項目の横にあるセルをクリックすると関連付けを行う項目の一覧が表示されるので
、ここから必要な項目を選びます。 
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一般 - 
CSVインポートウィザード：CSVインポートの
結果
CSVインポートの結果
結果のページにはインポートが完了した品目の数や、インポートに失敗した行の数、
その他インポート中に発生したエラー等の情報が表示されます。 
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オプション - オプション ~ 会社名
オプションダイアログの「会社」の欄にはご自身のビジネスの情報を入力します。 
設定した会社詳細の多くは帳票や明細書、報告書などに印刷されます。 
印刷したくない情報の欄は空欄のままにしておいてください。 
会社名 
正式な会社名を入力します。例：○×デザイン（株）
登録番号 
国によっては請求書に事業所登録番号の表示が義務付けられている場合があります。
その場合はここに入力します。 
住所 
請求書に印刷される会社所在地を入力します。
連絡先詳細 
請求書に印刷される連絡先の詳細を記入します。例：電話番号、Fax番号、電子メー
ルアドレスなど
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オプション - オプション ~ ロゴ
ロゴの画像ファイル 
請求書や見積書などにロゴを追加する場合、jpg/bmp/gif/pngなどの画像ファイルを
選択することができます。
ロゴの高さ 
「ロゴの高さ」領域にサイズを入力しロゴの大きさを特定します。ロゴは指定した高
さに応じて拡大または縮小されますので縦横比に影響はありません。 
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オプション - オプション ~ 地域
オプションの「地域」タブで、通貨記号や日付の表示形式、用紙サイズ、長さの単位
などを設定します。 
国 
ビジネス拠点の国名を入力します。
小数点記号 
小数点として使われる記号です。通常はピリオド（．）ですが国によってはカンマ（
，）を使う場合があります。
千単位の区切り記号 
千単位を区切る記号です。通常はカンマ（，）が使われます。
印刷日付の形式 
印刷時またはPDF形式に変換時に表示される日付の形式です。
長さの単位 
使用される計測単位です（通常ミリまたはインチ）。
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オプション - オプション ~ 通貨
通貨記号 
使用する通貨の通貨記号を入力します。
通貨名 
使用する通貨の名称です。（例：円、ドル）
通貨の表示位置 
このオプションから通貨記号の位置を選択します（$18.00を選ぶと記号が値段の前に
、18.00$を選ぶと値段の後ろにそれぞれ付きます）。
金額の桁数 
小数点以下の桁数をこのオプションで設定します。桁数は10桁まで選ぶことができま
す。
警告:通貨の桁数を変更すると既存の請求書に既に入力されている金額が破損します。
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オプション - オプション ~ 消費税
オプションの「税金」タブで品目に適用される消費税等の設定を行います。 
税率 
税率の一覧には、ご自身で設定した税金の名称や税率などの情報が記載されています
。
追加 
新しい税率の追加は、「追加」ボタンをクリックします。
編集 
一覧で選択した税率の編集は、「編集」ボタンをクリックします。
削除 
一覧で選択した税率の削除は、「削除」ボタンをクリックします。
税率をリセット 
一覧内の税率を全てリセットする場合は、「税率をリセット」ボタンをクリックしま
す。
税金のオプション 
品目に初期設定される税率 
新規品目にはこの税率が初期設定されます。
品目価格は税込み価格とする（消費税込み） 
ここにチェックを入れると課税される全ての品目の価格が税込みで表示されます。
新規得意先は非課税で初期設定 
ここにチェックを入れると新規得意先は全て非課税扱いとなります（消費税は適用さ
れません）。品目の多くが輸出品である場合はこれをお使いください。
複合税率を個別に表示する 
このオプションが有効になっている場合、複合税率が1つ1つ個別に表示されます。
請求書に消費税率欄を表示する 
税金名や税率を各行に表示する場合はこのオプションにチェックを入れます。

消費税率を表示する（例：8.00%）  
税率を各行に表示する場合はこのオプションにチェックを入れます。
消費税の名称を表示する（例：消費税、VATなど） 
税金名を各行に表示する場合はこのオプションにチェックを入れます。
請求書に消費税額欄を表示する（英国のみ） 

税額を各行に表示する場合はこのオプションにチェックを入れます。
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オプション - オプション ~ 入金
オプションの入金タブでクレジットカードの設定を行います。 
クレジットカードの設定を行うとExperssInvoiceを使ってクレジットカードによる入
金を行うことができます。 
クレジットカードのゲートウェイは、店頭で使われるクレジットカード端末に代わっ
て、クレジットカードを使った支払いを安全に処理します。 
お使いいただけるゲートウェイの一覧がこのページに表示されます。 
一覧に何も表示されていない場合はアップデートを確認ボタンをクリックして一覧の
内容を更新します。 一覧が更新されるとExpress 
Invoiceでテスト済みのゲートウェイの一覧が表示されます。 
ゲートウェイの設定を行うには、必要なゲートウェイを一覧で選択しオプションボタ
ンをクリックします。クレジットカードへのチャージを行うために、クレジットカー
ドのゲートウェイを有効にするには、各ゲートウェイ名の左横のボックスにチェック
を入れます。一度に複数のゲートウェイを選択することはできません。ゲートウェイ
が選択されてない状態ではクレジットカードへのチャージを行うことができませんの
でご注意ください。 
ご利用いただけるゲートウェイの詳細については以下のリンクをご覧ください：
● Authorize 

● Authorizeのホームページ： www.authorize.net 
● Authorizeの詳しい使い方： www.authorize.net/files/gettingstarted.pdf 
● こちらもご参照ください： Authorizeアカウント設定 

（ヘルプ内にリンクがあります）。 
● Eway 

● Eway Australia Webサイト: http://www.eway.com.au/。豪州以外の国は画面
右上の国旗をクリックしてお選びください。 

● こちらもご参照ください： Eway アカウント設定 
（ヘルプ内にリンクがあります）。 

● PayPal 
● PayPal Webサイト: www.paypal.com。PapPal口座を開設することができま

す。 
● こちらもご参照ください： Paypal アカウント設定 

（ヘルプ内にリンクがあります）。 
アップデートを確認 
インターネットに接続しアップデートを確認、またはその他のゲートウェイに関する
サポートを確認します。
設定（構成）... 
選択したアカウントの設定を調整します。
入金方法 
入金処理を行う際は入金方法を選択します。ここで行った選択は、入金報告の作成時
や、明細書の消し込みを行う際に使われます。 
入金方法一覧に入金方法を半角カンマで区切って入力することで入金方法を変更する
ことができます。 
入金方法の例は、小切手、銀行振り込み、クレジットカードなどです。 
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オプション - オプション ~ 在庫
NCHソフトウェア製の在庫管理ソフト「Inventoria」をお使いの場合、Express 
InvoiceとInventoriaの在庫情報を同期することができます。 
在庫切れの品目に警告を表示 
受注品が在庫切れの場合、請求書/受注書の作成時に警告を表示する場合はここにチェ
ックを入れます。
Inventoria同期設定  

Express Invoice 請求書作成ソフトにInventoriaとの同期を許可する 
このオプションにチェックを入れると、Express Invoice 
請求書作成ソフトとInventoriaを接続し、特定のデータのダウンロードやアップロ
ード、また数量の変更などが 行えるようになります。
アクセス認証コード（サーバープログラムのものと同じ）： 
Express InvoiceがInventoriaに接続を行う際に使うコードを入力します。
サーバープログラムのIPアドレス（http://は不要）： 
Express 
Invoiceが接続に使用するサーバープログラムのアドレスまたはIPを入力します。
サーバープログラムが使っているポート番号： 
サーバープログラムがWeb接続に使用しているポート番号を入力します。Inventor
iaには1097がデフォルトのポート番号として入力されています。
この会社に設定されている倉庫名： 
Inventoriaサーバーに設定されている倉庫名を入力します。
倉庫情報を入手 
このボタンを使ってInventoriaに記録されている既存の倉庫の一覧をリクエストし
ます。
更新する 
現在の設定を使って品目の同期を直ちに行う場合はこのボタンを使います。Invent
oriaの全品目をインポートすることができますが、アップデートされる数量は選択
した倉庫の品目のみですのでご注意ください。
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オプション - オプション ~ レイアウト
オプションダイアログの「レイアウト」の欄では印刷画面のレイアウトを設定します
。 
例えば用紙サイズや余白、封筒に合わせた請求先や送付先の割付位置の指定などです
。 
用紙サイズ 
帳票や報告書、明細書などの印刷を行う用紙のサイズをプルダウンメニューから選択
します。選択したサイズはPDF作成時にも使われます。 
余白 
報告書や請求書、受注書、見積書などの上下・左右の余白を設定します。
窓付封筒 
窓付き封筒に合わせて、請求先や送付先の住所の印刷位置を指定します。
住所位置の変更をオンにする 
このオプションにチェックを入れると、以下のボックスに表示されているデフォルト
設定で請求先や送付先住所が割り付けられます。 注意： 
この機能をオンにすることで、請求書上の他の項目の配置に影響が出る可能性があり
ます。デザイン欄でテンプレートやページのデザインをプレビューし、各項目が正し
く表示されていることを確認します。 
請求先および送付先住所の割付位置 
「住所位置の変更」がオンになっている場合、請求先や送付先の住所の配置を調整す
ることができます。請求書を折り畳んだ際に住所が配置される場所を、上端および左
端からの距離を指定して指定します。
会社情報の表示位置を変更 
このオプションにチェックを入れると、以下のボックスに表示されているデフォルト
設定で会社情報が割り付けられます。 注意： 
この機能をオンにすることで、請求書上の他の項目の配置に影響が出る可能性があり
ます。デザイン欄でテンプレートやページのデザインをプレビューし、各項目が正し
く表示されていることを確認します。 
会社住所の割付位置 
会社情報の表示位置を変更にチェックを入れると、会社情報の配置を調整することが
できます。請求書を折り畳んだ際に会社情報が配置される場所を、上端および左端か
らの距離を指定して指定します。
レイアウトをプレビュー 
請求書の書面をプレビューすることができます。
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オプション - オプション ~ 請求書
オプションの「請求書の内容」欄では、請求書に表示される内容を指定することがで
きます。請求書に使われる各種名称やヘッダなどのカスタム化が可能です。 
請求書、見積書、受注書のオプション 

品目欄を表示 
ここにチェックを入れると帳票に品目コード欄が表示されます。
割引欄を表示 
請求書や受注書、見積書の作成画面に割引欄を表示する場合はこのオプションを選
択します。
営業担当者名を印刷 
請求書/見積書/受注書に営業担当者名を印刷する場合はこのオプションにチェック
を入れます。
「請求先」および「送付先」のラベルを表示しない 
請求先や送付先住所を非表示にする場合はこのチェックボックスにチェックを入れ
ます。
備考欄の「%項目%」を実際の値や名称に置換え 
フッタや備考欄に請求書番号や合計金額、得意先名、仕入れ先名などを自動的に入
力する場合は、 
NUMBER、AMT、CUSTOMER、SUPPLIERなどの文字を半角パーセント記号で
囲んで、フッタや備考欄に入力します。 
例えば%NUMBER%と入力すると、発行した書類の参照番号が自動的にここに挿入
されます。 
同様に、%AMT%と入力した場合は合計金額が、%CUSTOMER%と入力した場合
は書類の発行先である得意先名が、%SUPPLIER%と入力した場合は請求品目の仕
入先名がそれぞれ自動的に入力されます。 
[請求書および受注書のみで使えます]）。 
請求先と送付先が同じ場合は送付先を非表示にする 
このオプションにチェックを入れると、請求先と送付先の住所が同じ場合は送付先
住所が帳票に記載されません。
請求書オプション 
支払期日を印刷 
このチェックボックスにチェックを入れると請求書に支払期日が印刷されます。
入金済の請求書に「入金済み」の文字を入れる 
入金処理が済んだ請求書の印刷画面上部に「入金済み」の文字を入れる場合は、こ
のボックスにチェックを入れます。
支払い期限の過ぎた請求書に「期限超過」の文字を入れる 
支払期限を超過した請求書の上部に「支払期限超過」の文字を入れる場合は、この
ボックスにチェックを入れます。
再発行の請求書に「コピー」の文字を入れる 
過去に印刷済みの請求書の上部に「コピー」の文字を入れる場合は、このボックス
にチェックを入れます。
請求書の下に送金伝票を添付する 
ここにチェックを入れると請求書下部に送金通知票を挿入します。
請求書番号付け 
番号 
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これが現在の請求書番号です。新しい請求書を記録するごとに番号が大きくなりま
す。
接頭番号（任意） 
請求書番号の接頭番号は任意です。必要に応じて請求書番号の前に特定の番号や文
字などを入れることができます。 
他のデバイスとの同期機能がオンになっている場合デバイス側のプレフィックス設
定がこの設定を上書きします。 
検印欄 
検印欄を挿入 
請求書に検印欄を挿入する場合はここにチェックを入れます。

検印欄（左） 
左端の検印欄を挿入する場合はここにチェックを入れます。
検印欄（左）のデジタル印鑑画像 
ここで選択した画像（jpg/bmp/gif）が左端の検印欄に挿入されます。
検印欄（中） 
中央の検印欄を挿入する場合はここにチェックを入れます。
検印欄（中）のデジタル印鑑画像 
ここで選択した画像（jpg/bmp/gif）が中央の検印欄に挿入されます
検印欄（右） 
右端の検印欄を挿入する場合はここにチェックを入れます。
検印欄（右）のデジタル印鑑画像 
ここで選択した画像（jpg/bmp/gif）が右端の検印欄に挿入されます
カスタム設定 

請求書の印刷時に表示されるカスタム領域を追加することができます。 
カスタム領域を追加する場合は「追加」ボタンをクリックします。「カスタム設定」
という名前の設定が追加されますので、左側の欄をクリックして名称を変更し、 
次に右側の欄をクリックしてカスタム領域の表示場所が請求書の上または下のどちら
に行われるか選択します。 
追加したカスタム領域を削除する場合は、削除するカスタム設定を一覧から選択して
「削除」ボタンをクリックします。 
備考およびフッタコメント欄 

名称 
この文章が請求書を印刷した際、またはPDF変換した際、書面下部に表示されます
。
配置/フォントサイズ 
備考欄の割付位置（左、右、中央）およびフォントの大きさ（標準または小）を選
択します。
請求書をプレビュー 

「請求書をプレビュー」ボタンをクリックすると、現在のデザイン設定が保存されテ
ンプレートのプレビューを確認することができます。 
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オプション - オプション ~ 請求書テンプレート
オプションの「テンプレート」欄では請求書のデザインを選択することができます。 
テンプレートを選択 
テンプレート一覧からお好きなテンプレートを選択いただけます。 Express 
Invoiceには以下のようなデザインが搭載されています： 
● デフォルト： 最もシンプルな白黒のテンプレートです。 
● カスタム： 独自のデザインを行う場合はこのオプションを選択します。 

このオプションを選択すると、前回保存したカスタム設定が設定欄に表示されます
。 

● デザイン一覧： Express 
Invoiceには「オーシャン」、「キーライム」、「ゴールドフレーム」など様々な
デザインが搭載されています。こうしたデザインも各種設定を変更することでカス
タム化することができます。 

テンプレートをプレビュー 
「テンプレートをプレビュー」ボタンをクリックすると、現在のデザイン設定が保存
されテンプレートのプレビューを確認することができます。 
デザインに加えた変更は常にこのボタンを使って確認できます。 

42



オプション - オプション ~ 請求書の名称
オプションの「名称」欄では帳票に表示される各項目の名称を設定することが出来ま
す。 
また文字サイズやフォントなどの設定もできるので、思い通りのスタイルで請求書を
作成することが出来ます。 
名称
テキスト属性の欄では、請求書に表示される各種文字列のデザインを設定することが
できます。 
設定できる項目は、フォントの種類やサイズ、スタイル、色、配置などです。 
詳しくは文字属性のページをご覧ください。 
同じ文字属性を全体に使う 
請求書全体に同じスタイルを使う場合は、このオプションを選択します。
名称欄ごとに異なる書体を設定する 
各名称欄にそれぞれ別の書体を使う場合はこのオプションを選択します。名称欄は以
下の通りです：
● 請求書の名称：請求書の名称を表示するよう選択してある場合に、請求書の一番上

に表示される請求書の名称です。
● 会社名：会社名の属性を調整した場合は会社名の表示方法のみが調整され、会社の

住所や問合せ先は調整されません。これらはその他の名称のボタンを使って調整し
ます。

● ヘッダ名：ヘッダ部分に表示される、請求先や送付先などのラベルや、品目一覧の
カラムヘッダを調整します。

● その他の名称：請求書詳細の文字列や、会社の住所、問合せ先、請求先、送付先な
どの文字列を調整します。
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オプション - オプション ~ 請求書のカスタム化
オプションの「カスタム化」欄ではテンプレートに応じた帳票のスタイルを選択する
ことが出来ます。 
枠線の挿入や色の指定など、ビジネスのニーズに合わせたデザインを行うことができ
ます。 
枠線
「枠線」の欄では請求書に囲み枠を挿入したり、ヘッダやフッタ領域を指定する線を
挿入したりすることができます。 

無し このオプションを選択すると線が挿入されません 
枠線 
このオプションを使うと、太線や細線、二重線など、線の種類を選択することがで
き、線の色を色番号1または2から選択することができます。 
ヘッダおよびフッタ 
枠線を付けずにヘッダとフッタの領域に特定の色や種類の線を引く場合は、「ヘッ
ダおよびフッタ」オプションを選択します。「ヘッダおよびフッタ」オプションを
選択すると、太線や細線、二重線などの線がヘッダおよびフッタ領域に挿入されま
す。線の色は色番号1または2から選択することができます。 
ヘッダのデザインは文字より上に表示 
ヘッダ用の線を各種名称より上に挿入する場合は、このオプションを選択します。
このオプションを選択しない場合は、一番上に表示される名称（「請求書」などの
文字）と同じ行に線が挿入されます。
スタイル

「スタイル」の欄では、請求書上に表示される各種名称に枠線や色、その他の線など
の挿入を行います。
全ての名称欄に同じスタイルを使う 
このオプションを選択すると請求書上の全ての名称欄に同じスタイルが使われます。
各名称欄に異なるスタイルを設定する 
各名称欄にそれぞれ別のスタイルを使う場合はこのオプションを選択します。名称欄
は以下の通りです：
● 請求書の名称：請求書の一番上に表示される請求書の名称です。
● 請求書詳細：支払期日や営業担当者、請求書番号などの領域です。
● 会社情報：社名や住所、問合せ先などの領域です。 会社情報の欄に会社ロゴをリ

ンクする 
オプションにチェックを入れると、会社のロゴを必ずこの領域の左横に表示するこ
とができます。 

● 請求先と送付先：請求先と送付先の住所です。
● 品目欄の見出し：品目一覧の各カラムの見出しです。
● 送金伝票：請求書下部に挿入される送金伝票です。*「請求書の下に送金伝票を添

付する」オプション（ オプション ~ 請求書の内容 
）にチェックを入れると表示されます 

色
色番号１と色番号2 
1番と2番の色を選択して請求書デザインの色を変更します。事前設定されたデザイン
の多くは、色を元に名前が付けられています。
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色のダイアログでは、基本色から色を選択するか、 色の作成ボタンをクリックします
。色の指定は、「色の作成」ボタンをクリックして表示された領域のカラーパレット
を使って選択するか、 RGBコードを入力して行います。希望の色を選択したら 色の
追加ボタンをクリックしOKをクリックすると、選択した色が請求書デザインに適用
されます。 
品目一覧
品目欄を１行ごとに網掛け 
品目欄を見やすくするために、1行ごとに網掛けする場合はこのオプションを選択し
ます。
テンプレートをプレビュー 
「テンプレートをプレビュー」ボタンをクリックすると、現在のデザイン設定が保存
されテンプレートのプレビューを確認することができます。 
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オプション - オプション ~ 請求書オプション
オプションの「請求書」欄ではビジネスのニーズに合わせて帳票に表示される各項目
を設定することが出来ます。 
また各種文字列の表示位置を自在に動かし思い通りのスタイルで請求書を作成するこ
とが出来ます。 
配置 
「配置」の欄で、各名称欄を請求書のどこに配置するかを指定します。 
プルダウンメニューの位置は、選択した名称が実際に表示されるおおよその位置を表
しています。 
例えば、会社情報を請求書の右上に表示したい場合は、一番右上のプルダウンメニュ
ーで 会社情報を選択します。 
テンプレートをプレビュー 
「テンプレートをプレビュー」ボタンをクリックすると、現在のデザイン設定が保存
されテンプレートのプレビューを確認することができます。 
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オプション - オプション ~ 見積書
オプションの「見積書」タブで見積書に印刷する標準文字列を設定します。変更箇所
のプレビューを確認する場合は、見積書をプレビューボタンを見積書タブの下部でク
リックします。 
見積書の名称 
見積書に表示される名称です。名称を指定する各種ヘッダをプルダウンメニューから
選択し、希望の文字列を右側のボックス内に入力します。
見積書の番号付け 

番号 
この見積書の見積書番号です。見積書番号は新しい見積書を記録するごとに番号が
大きくなります。下書き保存された見積書は記録して保存をするまでは見積書番号
が割り当てられませんのでご注意ください。
接頭番号（任意） 
見積書番号の接頭部は任意で選べます。桁数または見積書番号の前に付ける文字な
どを入力することができます。 
他のデバイスとの同期機能がオンになっている場合デバイス側のプレフィックス設
定がこの設定を上書きします。 
備考およびフッタコメント欄 

ここに入力した文字列が見積書の下部に表示されます。文字列の配置とフォントのサ
イズを選択します。フッタコメントは他のメモや備考欄の下に表示されます。 
自動フォローアップ 
この機能を使うと頻度（〇日毎）や期間（〇日間）を指定して自動的に得意先や見込
み客にフォローアップの電子メールを送ることが出来ます。 
メッセージ欄に入力した文章が書面の下部に表示されます。 
見積書をプレビュー 
このボタンをクリックすると設定が保存され見積書のプレビューを確認することがで
きます。
詳細設定 
見積書の予想成約率を表示することが出来ます。見積書に対する予想成約率を設定し
、成約に至るまでに通常かかる日数を入力します。 
見積書発効から日数が経つにつれ予想成約率が下がっていきます。 
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オプション - オプション ~ 受注書
受注書タブでは、受注書に表示される各種名称等をビジネスのニーズに応じて設定す
ることができます。 変更箇所のプレビューを確認する場合は、受注書をプレビューボ
タンを受注書ダイアログ下部でクリックします。 
受注書のオプション画面を開くには、ツールバーのオプションアイコンをクリックし
、受注書タブをクリックします。 
受注書の名称： 
受注書に表示される名称です。名称を指定する各種ヘッダをプルダウンメニューから
選択し、希望の文字列を右側のボックス内に入力します。
受注書の番号付け 

番号 
各受注書に表示される番号です。受注書番号は新しい受注書を記録するごとに番号
が大きくなります。下書き保存された受注書は記録して保存をするまでは受注書番
号が割り当てられませんのでご注意ください。
接頭番号（任意） 
受注書番号の接頭部は任意で選べます。桁数または受注書番号の前に来る文字など
を入力することができます。 
他のデバイスとの同期機能がオンになっている場合デバイス側のプレフィックス設
定がこの設定を上書きします。 
備考およびフッタコメント欄 

ここに入力した文字列が受注書の下部に表示されます。文字列の配置とフォントのサ
イズを選択します。 フッタコメントは他のメモや備考欄の下に表示されます。 
受注書をプレビュー 
このボタンをクリックすると設定が保存され受注書のプレビューを確認することがで
きます。
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オプション - オプション ~ 貸方票
貸方票オプションのページでは、貸方票に表示される各種名称等をビジネスのニーズ
に応じて設定することができます。 変更箇所のプレビューを確認する場合は、貸方票
をプレビューボタンを貸方票ダイアログ下部でクリックします。 
「貸方票」ページを開くには、オプションアイコンをツールバーでクリックし、貸方
票タブをクリックします。 
貸方票の名称 
貸方票に表示される各種名称をプルダウンメニューから選び、希望の名称を右横のテ
キストボックスに入力します。 
貸方票の番号付け 

接頭番号（任意）： 
必要に応じて貸方票番号の前に特定の番号や文字などを入れることができます。貸
方票番号の接頭番号は任意です。 
他のデバイスとの同期機能がオンになっている場合デバイス側のプレフィックス設
定がこの設定を上書きします。 
番号： 
これが現在の貸方票番号です。新しい貸方票を記録するごとに番号が大きくなりま
す。
備考およびフッタコメント欄 

ここに入力した文字列が貸方票の下部に表示されます。フッタコメントは他のメモ欄
の下に表示されます。各欄に表示される文字列の配置とフォントのサイズを選択しま
す。
貸方票をプレビュー 
このボタンをクリックすると設定が保存され貸方票のプレビューを確認することがで
きます。
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オプション - オプション ~ 梱包明細書
梱包明細書に表示される文字列ををこのダイアログを使って設定します。変更箇所は
梱包明細書ダイアログ下部の「梱包明細書をプレビュー」ボタンをクリックすること
でプレビューが可能です。梱包明細書ダイアログはオプションの梱包明細書リンクを
画面左側の領域で選択すると表示されます。 
梱包明細書の名称 
梱包明細書の最上部に印刷される明細書名です。
備考およびフッタコメント欄 
ここに入力した文字列が梱包明細書の下部に表示されます。文字列の配置とフォント
のサイズを選択します。フッタコメントは他のメモや備考欄の下に表示されます。
梱包明細書をプレビュー 
このボタンをクリックすると設定が保存され梱包明細書のプレビューを確認すること
ができます。梱包明細書には請求書と同じデザインは適用されませんのでご注意くだ
さい。
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オプション - オプション ~ 納品書
納品書ダイアログを使い納品書に標準印刷される文章を設定します。納品書ダイアロ
グはオプションの 納品書 リンクを画面左側の領域で選択すると表示されます。 
納品書の名称 
納品書の上部に納品書のタイトルとして表示される文字列です。
備考およびフッタコメント欄 
ここに入力した文字列が納品書の下部に表示されます。文字列の配置とフォントのサ
イズを選択します。フッタコメントは他のメモや備考欄の下に表示されます。
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オプション - オプション ~ 領収書
オプションの「領収書」タブで領収書上に表示される文章を設定します。 
レシート用紙オプション 

領収書の印刷にレシート用紙を使う 
このオプションを使うと領収書の印刷範囲を3インチ（7.62cm）に設定します。こ
れはレシート用のロール紙への印刷を想定したオプションです。
ロゴの高さ 
ロゴの高さの領域を使い印刷時のロゴの大きさを指定します。 
指定した高さに合わせて縦横比を変えずにロゴの大きさが変更されます。 
ロゴ用のjpgファイルを「オプション」の「会社」タブで選択すると、領収書にロ
ゴが表示されます。 
余白（インチまたはミリ） 
レシート用紙用の上下・左右の余白を設定します。
領収書の名称 

領収書に印刷される各種名称をここで設定します。名称の変更をする場合はプルダウ
ンメニューから該当する名称を選択し、名称の右横の領域に実際に使用する名称を入
力します。
領収書の番号付け 

番号 
この領収書の領収書番号です。領収書番号は新しい領収書を記録するごとに番号が
大きくなります。
接頭番号（任意） 
領収書番号の接頭部は任意で選べます。桁数または領収書番号の前に付ける文字な
どを入力することができます。 
他のデバイスとの同期機能がオンになっている場合デバイス側のプレフィックス設
定がこの設定を上書きします。 
備考およびフッタコメント欄 

ここに入力した文字列が領収書の下部に表示されます。文字列の配置とフォントのサ
イズを選択します。フッタコメントは他のメモや備考欄の下に表示されます。
領収書のプレビュー
このボタンをクリックすると設定が保存され領収書のプレビューを確認することがで
きます。
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オプション - オプション ~ 明細書
明細書ダイアログでは、得意先や仕入先宛てに発行する明細書に表示される各種名称
や、明細書のレイアウトなどを設定することができます。 
明細書のプレビューを確認するには、明細書ダイアログ株にある「明細書プレビュー
」ボタンをクリックします。 明細書のダイアログを開くには、オプションアイコンを
ツールバーでクリックし、明細書タブをクリックします。 
自動明細書 
明細書は毎月末に自動的に印刷または送信することができます。明細書は未払い残高
のある得意先または、支払期限を超過した得意先のいずれかを対象として発行するこ
とができます。

送信先： 
全ての得意先 
このオプションを選択すると未払い残高がある全ての得意先に自動的に明細書が
送付されます。
支払期限超過の得意先 
このオプションを選択すると支払期限を超過した未払い残高がある得意先に自動
的に明細書が送付されます。
この日数毎にメールを送信： 

請求書や明細書を何日ごとに送付するかを設定します。
送信書類 
明細書、支払い超過請求書、または両方の書類のいずれを送信するかを設定します
。
この金額以下は無視 
未払い金額が少額な場合には明細書を発行しないよう設定するためのオプションで
す。
明細書の名称 

明細書に表示される名称です。名称を指定する各種ヘッダをプルダウンメニューから
選択し、希望の文字列を右側のボックス内に入力します。
備考 
ここに入力した文字列が明細書の下部に表示されます。文字列の配置とフォントのサ
イズを選択します。
明細書のプレビュー 
このボタンをクリックすると設定が保存され明細書のプレビューを確認することがで
きます。
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オプション - オプション ~ Webアクセス
オプションの「Webアクセス」タブでExpress 
InvoiceのWebインターフェースを設定します。 WebインタフェースはExpress 
Invoiceを簡易Webサーバーとして実行することで機能します。 
Webインターフェースを設定するには、まずサーバーがオンラインになっていること
を確認します。以下のチェックボックスのいずれかを選択することでオンラインにす
ることができます： 
● ローカルネットワークからExpress Invoiceにアクセス
● インターネットからExpress Invoiceにアクセス可能にする（クラウドアクセス）
「Webアカウント」タブで、Express 
InvoiceにWebアクセスを行うユーザーを設定します。 
ユーザーアカウントの一覧。各アカウントの横にあるチェックボックスをクリックし
、削除や編集を行います。 
追加
新しいユーザーアカウントを作成する場合は「追加」ボタンをクリックします。ユー
ザーの追加に関する詳細は「各画面について」のページの「ユーザーアカウント」の
項目をご覧ください。
削除
Webアカウント一覧からアカウントの削除を行う場合は、削除ボタンをクリックしま
す。
編集
アカウントの情報を編集する場合は、編集するアカウントを選択し編集ボタンをクリ
ックします。
Express 
InvoiceのWebインターフェースへは「Webアクセス｣タブのリンクをクリックするこ
とで簡単にアクセスできます。 また、「http://localhost:[ポート]」と 
ブラウザに入力することでもアクセスできます（[ポート]の部分にはダイアログで設
定したポート番号が入ります）。 
LANまたはインターネットを使って別の場所からWebインターフェースにアクセスす
る場合、WebブラウザにURLを入力する際は以下の形式をお使いください： 
● http://コンピュータ名:ポート、例えば http96/mycomputer:96 

（ローカルエリアネットワークを使う場合）
● http://プライベートIPアドレス:ポート、例えばhttp://192.168.0.1:96 

（ローカルエリアネットワークを使う場合）
● http://パブリックIP:ポート、例えばhttp://212.137.22.14:96 

（インターネットを使う場合）
● http://ドメイン名:ポート、例えばhttp://axon.my96mpany.com:96 

（IPアドレスにドメイン名をお持ちの場合のみお使いいただけます）
指定したポート番号がファイアウォールにより遮断されないようご注意ください。お
使いのファイアウォール設定で正しいUDPポートが開いていることを確認してくださ
い。
ネットワークに関する問題はネットワーク管理者にご相談ください。ルーティングや
ファイアウォールに関する問題は管理者が解決できるはずです。 また、
http://www.nch.com.au/kb/jp/10046.htmlでネットワークに関する問題の解決策に
ついてご確認いただけます。 
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オプション - オプション ~ デバイスを同期
「デバイスを同期」オプションを使うと、複数のコンピュータにインストールされた
ExpressInvoiceから同じデータにアクセスすることができます。この機能を使うには
Dropboxのアカウントが必要です。 
このデバイスをExpress Invoice 
請求書作成ソフトを実行中の他のデバイスと同期させる 
他のデバイスとの同期を行う場合はここにチェックを入れます。
保存場所 

Dropbox：ここにチェックを入れてDropboxをクラウドベースの保存場所として使
います。
接続：このボタンをクリックして同期を開始します。
切断：このボタンをクリックして同期を終了します。
デバイスの接頭語：請求書や見積書、領収書などの各書類に使われる接頭語です。
最初のデバイスが同期された時点で他のデバイスにも自動的に設定されます。
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オプション - オプション ~ 電子メール
オプションの「電子メール」タブで電子メールの設定を行います。

電子メール設定 
ソフトウェアを使った電子メールの送信時の問題に関する詳細は
知識ベースのページをご参照下さい。 
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オプション - オプション ~ その他
オプションの「その他」タブではFaxの設定やCSVフォーマットの設定、ユーザーア
クセスに関する設定など一般的な項目の設定を行います。
送信設定 

Fax設定 
Fax設定ボタンをクリックし、Fax送信ゲートウェイの確認または設定を行います
。 Express 
Invoiceを使ってFax送信を行うには、電子ゲートウェイが設定されている必要があ
ります。 お勧めゲートウェイや詳しい情報に関しては、
http://www.nch.com.au/fax/jp/services.htmlをご覧ください。 
CSV形式の設定 
CSVファイルをUTF-8の文字エンコード方式で保存  
このオプションにチェックを入れるとCSVファイルがutf8エンコードで保存されま
す。
エクセル用にCSVで保存 
ここにチェックを入れるとExcelやWordPadなどのWindows用プログラムで開く
ことのできるCSV形式でファイルを保存することができます。
ユーザーのアクセス設定 
管理者および特定のユーザーのみがExpress Invoiceを実行できるよう設定する 
ここにチェックを入れてExpress 
Invoiceを実行できるユーザーと管理者を指定します。
実行を許可されたユーザー： 
Express 
Invoiceを実行できる特定のユーザーをリストアップします（例：ユーザー1、ユー
ザー2）。
プレビュー前に変更を保存するかどうかの確認ダイアログを表示 

請求書、見積書、受注書のプレビュー前に設定の変更を保存するかどうかにつき確認
します。 
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Webアクセス - Webアクセスを設定する
Express 
Invoiceは簡易Webサーバーとして設定することができます。こうすることで、Expre
ss 
Invoiceがインストールされているメインコンピュータが作動している限り、複数の
従業員が複数の場所からインターネットを使ってExpress 
Invoiceにアクセスできるようになります。ローカルコンピュータでWebアクセスを
設定することのもう1つのメリットは、ユーザーごとのアクセス情報を設定しアクセ
スできる機能を制限することができるという点です。
Webアクセスの設定が完了すると、Express 
InvoiceのWebインターフェースにログインすることで、コンピュータにインストー
ルされたExpress Invoiceと全く同じ機能をお使いいただけます。
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Webアクセス - Webアクセスでのログイン方法
Webアクセスのログイン画面を表示するには、最低1つのWebアカウントを作成する
必要があります（詳しくは以下のページをご覧ください： 
オプション~Webアクセスを設定）。アカウント作成後は以下のいずれかの方法でロ
グインを行います：
● Express 

Invoiceのメイン画面のツールバーから「Webアクセス」アイコンをクリックしま
す。

● Express 
Invoiceを実行中のコンピュータのIPアドレスとポート番号（初期設定は96）をイ
ンターネット画面のアドレスバーに入力します（例：http://192.168.0.1:97）。I
Pアドレスとポート番号はオプションのWebアクセスタブ内にリンクとして表示さ
れます。このリンクをユーザーに配布します。ユーザーはこのリンクを使って自身
のコンピュータや出先などからインターネット経由でソフトウェアにアクセスする
ことができます。

ログイン画面で、Webアカウント用に設定した電子メールアドレスとパスワードを入
力し、ログインボタンをクリックします。 
パスワードを忘れた場合は、パスワード領域の下に表示されるパスワードを忘れまし
たか？のリンクをクリックします。 
表示された画面に登録電子メールアドレスを入力すると、新しいパスワードが電子メ
ールで届きます。 
以下もご参照ください： 
● パスワード管理
● オプション ~ Webアクセス
● オプション~Webアクセスを設定
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Webアクセス - パスワード管理
パスワードの変更方法
1. アカウントにログインし、メインページの「パスワードを変更」リンク（右サイド

バーの「作業」の下）をクリックします。
2. 現在のパスワードを入力します。
3. 新しいパスワードを入力します。
4. 確認のため、新しいパスワードを再入力します。
5. OKをクリックすると完了です。
パスワードの再入手
ログイン画面の「パスワードを忘れましたか？」リンクをクリックします。ご自分の
電子メールアドレスを入力し、OKをクリックすると、新しいパスワードが書かれた
電子メールが送付されます。パスワードは安全対策のため、再発行時に毎回変更され
ます。
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Webアクセス - リモートアクセス
モバイル機器（例：iPhoneやBlackBerry）からExpress 
Invoiceにアクセスする
1. モバイル機器からのアクセスを行う為にはExpress 

Invoiceがインストールされているコンピュータの電源がオンになっており、また
インターネットに接続されていること、またExpress 
Invoiceが実行中である必要があります。オプション画面の「その他」のタブでロ
グイン時にExpress Invoiceを自動的に実行します 
（オプションのその他タブ）。この設定を行うことで、コンピュータを起動すると
必ずExpress Invoiceが実行されるようにすることができます。

2. 外部インターネットからExpress 
Invoiceへアクセスできるようファイアウォールとルーターの設定を確認してくだ
さい。設定方法についての詳細はhttp://www.nch.com.au/kb/jp/10046.htmlか
らご覧いただけます。ファイアウォールやルーターを使用していない場合は、この
作業は不要です。

3. Express 
Invoiceを実行中のコンピュータのインターネットアドレスを確認します。「オプ
ション」のWebアクセスタブ（オプション内）。こちらをクリックしてください
： Webルーティングを起動しウィザードをテストをクリックするとパブリックネ
ットワークアドレスがアップデートされるので、モバイル機器のWeb画面を開き
、このアドレスをアドレスバーに入力します。
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Webアクセス - 請求書発行期間を選択
Webインターフェースのコントロールパネルで「請求書」をクリックすると、表示す
る請求書の発行期間を選択するよう要求されます。
得意先を選択 
請求書を表示する得意先を選択
請求書を選択 
プルダウンメニューから表示する請求書の種類を得選択します（記録済み、下書きま
たは定期発行請求書）。
期間を選択 
プルダウンメニューから表示する請求書の期間を選択します。特定の期間を選択した
い場合は、メニューから「日にちを指定」を選択します。
開始日： 
特定の期間を表示する場合、まずプルダウンメニューから「日にちを指定」を選択し
てください。次に抽出を開始する発行日（開始日）を入力します。
終了日： 
抽出を終了する発行日（終了日）を入力します。
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Webアクセス - 定期請求のスケジュール
Webインターフェイスの請求書ダイアログで「定期注文として保存」ボタンをクリッ
クすると、請求書発行スケジュールの入力が必要になります。 
開始日： 
定期請求の開始日を選択します。
請求間隔 
請求書を発行する間隔を選択します。毎週、隔週、毎月、隔月、四半期ごと、半年ご
と、毎年、隔年のいずれかからお選びいただけます。
表示される全ての%period%の文字列を日付に変更。  
このオプションを選択すると、詳細欄に%period% 
と入力することで定期発行日を自動入力することが出来ます。
価格が変更された品目のアップデート。 
このオプションを有効にすると、品目の価格に変更があった場合、自動的に情報がア
ップデートされます。
得意先のクレジットカードから自動引き落とし 
このオプションを有効にすると、得意先のクレジットカードから自動引き落としを行
います。
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Webアクセス - 請求書一覧
請求書の管理は請求書一覧を使って行います。請求書一覧はWebインターフェースの
「請求書」リンクをクリックし、抽出する請求書の発行期間を選択することで表示し
ます。ここではExpress 
Invoiceが作成した全ての請求書を表示することができます。
ページ上部のタブを使い、「記録済み」、「下書き」、「全て」、「定期請求書」と
、それぞれに分けて表示することも可能です。「期間」のプルダウンメニューを使い
、発行日順に並べたり、始期と終期を設定して必要な請求書だけを表示したりするこ
とも可能です。更に、「得意先」のプルダウンメニューを使うことで、特定の得意先
宛の請求書だけを抜き出すことも可能です。更新をクリックすると、選択した条件で
請求書を表示します。権限が「閲覧のみ」のユーザーは、請求書の追加や削除を行う
ことが出来ません。 
新規請求書を追加 
新規請求書の作成はこのボタンをクリックします。
選択した請求書を発行 
選択した請求書の発行はこのボタンを押して行います。
編集 
このボタンをクリックし請求書の内容を編集します。
メール送信 
電子メールアイコンをクリックして請求書をメール送信します。
PDF 
PDFアイコンをクリックするとPDF版の請求書がダウンロードされます。
印刷 
印刷アイコンをクリックすると印刷画面が開き請求書の印刷を行うことができます。
梱包明細 
梱包明細書アイコンをクリックすると該当する請求書の梱包明細書がPDF形式でダウ
ンロードされます。
出荷ラベル 
出荷ラベルアイコンをクリックすると該当する請求書の出荷ラベルがPDF形式でダウ
ンロードされます。発送上の指示がある場合は入力することが出来ます（任意）。O
KをクリックするとPDFファイルが印刷用にダウンロードされます。
履歴 
選択した請求書に関連する作業記録が履歴に表示されます。請求書のメール送信やFa
x送信、印刷などの作業が正しく完了したかどうかを表示します。
スケジュールを編集 
このボタンをクリックして請求書発行のスケジュールを調整します。
入金処理 
入金処理を行います。
削除 
削除ボタンをクリックすると請求書の内容を削除します。
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Webアクセス - 請求書の追加と編集
請求書の詳細は、請求書の追加/編集画面で入力します。請求書の追加/編集画面は、

ボタンまたは既存の請求書の編集アイコンを請求書一覧からクリッ
クすると表示されます。「閲覧のみ」権限のユーザーは請求書の詳細編集を行うこと
ができません。 
請求先 
プルダウンメニューから得意先を選択するか、新規得意先名を入力します。
流用 
見積書受注書、また請求書の下書きを流用して請求書を作成する際は流量する際はこ
のオプションを選択し、流用せずに全く新規の請求書を作成する場合はこの欄は空欄
のままにしておきます。 
流用する見積書や受注書、下書請求書などの番号を入力してください。 
受注書を流用して請求書を作成する場合、品目一覧は編集できません。 
受注書番号 
特定の注文と請求書をリンクさせる場合は受注書番号を入力し、リンクする必要が無
い場合は空欄のままにしておきます。この領域は「流用」オプションを選択すると自
動的に入力されます。 
日付 
請求書発行日を入力するかカレンダーで発行日をクリックします。
支払期日 
支払い条件から支払期日を算出します。 
日数 
請求書発行から支払いまでの日数を入力します。支払い条件に「売掛け（日数）」を
選択した際にのみ日数の入力が可能になります。 
発送方法 
プルダウンメニューから既存の発送方法を選択するか、もしくは新規発送方法を入力
します。発送方法は得意先の参照用に請求書に表示されます。不要な場合は空欄のま
まにしておいてください。 
送料 
受注書に送料や手数料などの料金を別途追加する場合は料金を入力します。 
送料への課税 
送料に税金が課される場合は、プルダウンメニューを使い税率を選択します。税率は
、オプション ~ 消費税タブで、事前に設定しておく必要があります。 
配送伝票番号 
配送伝票番号は発送状況の確認用番号で、請求書に表示することができます。不要な
場合は空欄のままにしておいてください。 
注文番号 
注文番号は請求書と明細書に印刷される得意先の参照番号です。不要な場合は空欄の
ままにしておいてください。 
担当者 
請求書を担当する営業担当者を入力します。 
税金 
消費税が課税されない得意先（例：外国の得意先）の場合は非課税扱いを選択します
。 
請求先 
請求書の送付先住所を入力します。 
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送付先
製品の送付先住所を入力します。不要な場合は空欄のままにしておいてください。 
コメント 
備考欄は請求書下部に表示されます。 
社内用コメント 
社内メモです。請求書には表示されません。 
請求品目 
請求書の品目一覧です。新規ボタンを押して新規品目を追加するか、既存の品目の編
集または削除を行います。受注書を流用して請求書を作成する場合、品目は編集でき
ません。 
定額割引 
このボタンをクリックすると請求書全体から特定の金額を割り引きます。
低率割引 
このボタンをクリックすると請求書全体に特定の割合で割引を適用します。
品目ごとに割引き 
このボタンをクリックすると請求書に割引蘭が表示され品目ごとに異なる割引率を適
用できます。
小計 
課税前の小計です。 
合計 
ここに消費税と合計額を表示します。消費税額に誤りがある場合、オプションから「
税金」のタブを選択し正しい税率を設定してください。 
記録して入金処理（可能な場合） 
このボタンをクリックすると、請求書を記録するとともに入金処理を行います。 
下書き保存（可能な場合） 
請求書を下書きとして保存します。 
定期請求として保存 
このボタンをクリックすると請求書が定期発行請求書として保存されます。
記録して印刷 
このボタンをクリックして請求書を記録し印刷します。 
記録してメール送信 
請求書が記録され得意先へ電子メールで送信されます。 
記録のみ 
請求書をソフトウェアに記録します。 
得意先名を「旧」から「新」に変更 
既存の得意先名を新しい名前に変更します。（デスクトップ版のみ） 
「新しい名前」を新しい得意先として作成し「古い名前」はそのまま残す 
新しい得意先名で新規得意先を作成します。（可能な場合） 
何もしない 
得意先情報を保存せずこのまま編集を続けます。（可能な場合） 
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Webアクセス - 見積書発行期間を選択
Webインターフェースのコントロールパネルで「見積書」をクリックすると、表示す
る見積書の発行期間を選択するよう要求されます。
得意先を選択 
見積書を表示する得意先を選択
見積書を選択 
プルダウンメニューから表示する見積書の種類を得選択します（記録済みまたは下書
き）。
期間を選択 
プルダウンメニューから表示する見積書の期間を選択します。特定の期間を選択した
い場合は、メニューから「日にちを指定」を選択します。
開始日： 
特定の期間を表示する場合、まずプルダウンメニューから「日にちを指定」を選択し
てください。次に抽出を開始する発行日（開始日）を入力します。
終了日： 
抽出を終了する発行日（終了日）を入力します。
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Webアクセス - 見積書一覧
見積書の管理は見積書一覧を使って行います。見積書一覧はWebインターフェースの
「見積書」リンクをクリックし、抽出する見積書の発行期間を選択することで表示し
ます。ここではExpress 
Invoiceが作成した全ての見積書を表示することができます。
ページ上部のタブを使い、「記録済み」、「下書き」、「全て」と、それぞれに分け
て表示することも可能です。「期間」指定機能を使い、発行日順に並べたり、始期と
終期を設定して必要な見積書だけを表示したりすることも可能です。更に、「得意先
」指定機能を使うことで、特定の得意先宛の請求書だけを抜き出すことも可能です。
更新をクリックすると、選択した条件で見積書を表示します。「閲覧のみ」権限のユ
ーザーは見積書の追加や削除を行うことができません。 
新規見積書を追加 
新規見積書の作成はこのボタンをクリックします。
受注書を作成 
「受注書作成」アイコンをクリックすると見積書が受注書に流用されます。
新規請求書を作成 
請求書作成アイコンをクリックし見積書を請求書に変換します。
編集 
見積書の内容を編集する場合は「編集」ボタンをクリックします。
メール送信 
電子メールアイコンをクリックして見積書をメール送信します。
PDF 
PDFアイコンをクリックすると見積書がPDF形式でコンピュータに保存されます。
印刷 
印刷アイコンをクリックして見積書を印刷します。
削除 
見積書を削除する場合は「削除」ボタンをクリックします。
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Webアクセス - 見積書の追加と編集
見積書の詳細は、見積書の追加/編集画面で入力します。見積書の追加/編集画面は、

ボタンをクリックするか、既存の見積書の編集ボタンをクリックし
アクセスします。「閲覧のみ」権限のユーザーは見積書の詳細編集を行うことができ
ません。 
得意先 
プルダウンメニューから得意先を選択するか、もしくは新規得意先を手入力します。 
日付 
見積書の発行日を選択します。 
担当者 
見積書を担当する営業担当者を入力します。 
税金 
消費税が課税されない得意先（例：外国の得意先）の場合は非課税扱いを選択します
。 
請求先 
請求書の送付先住所を入力します。 
送付先 
製品の送付先住所を入力します。不要な場合は空欄のままにしておいてください。 
コメント 
備考欄は見積書下部に表示されます。 
社内用コメント 
社内メモです。見積書には表示されません。 
見積り品目 
見積書を発行する品目の一覧です。新規ボタンを押して新規品目を追加するか、既存
の品目の編集または削除を行います。 
定額割引 
このボタンをクリックすると見積書全体から特定の金額を割り引きます。
低率割引 
このボタンをクリックすると見積書全体に特定の割合で割引を適用します。
品目ごとに割引き 
このボタンをクリックすると見積書に割引蘭が表示され品目ごとに異なる割引率を適
用できます。
小計 
課税前の小計です。 
合計 
ここに消費税と合計額を表示します。消費税額に誤りがある場合、オプションから「
税金」のタブを選択し正しい税率を設定してください。 
下書きとして保存 
見積書を下書きとして保存します。 
記録して印刷 
このボタンをクリックして見積書を記録し印刷します。 
記録してメール送信 
見積書が記録され得意先へ電子メールで送信されます。 
記録のみ 
見積書をソフトウェアに記録します。 
得意先名を「旧」から「新」に変更 
既存の得意先名を新しい名前に変更します。（デスクトップ版のみ） 
「新しい名前」を新しい得意先として作成し「古い名前」はそのまま残す 
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新しい得意先名で新規得意先を作成します。（可能な場合） 
何もしない 
得意先情報を保存せずこのまま編集を続けます。（可能な場合） 
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Webアクセス - 注文期間を選択
Webインターフェースのコントロールパネルで「受注書」をクリックすると、表示す
る受注書の発行期間を選択するよう要求されます。
得意先を選択 
受注書を表示する得意先を選択
受注書を選択 
プルダウンメニューから表示する受注書の種類を選択します。 下書きおよび記録済み

記録済み、 下書き、または定期 受注書。
期間を選択 
プルダウンメニューから表示する受注書の発行期間を選択します。特定の期間を選択
したい場合は、メニューから「日にちを指定」を選択します。
開始日： 
特定の期間を表示する場合、まずプルダウンメニューから「日にちを指定」を選択し
てください。次に抽出を開始する発行日（開始日）を入力します。
終了日： 
最後に、抽出を終了する発行日（終了日）を入力します。
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Webアクセス - 受注書一覧
受注書の管理は受注書一覧を使って行います。受注書一覧はWebインターフェースの
「受注書」リンクをクリックし、抽出する受注書の発行期間を選択することで表示し
ます。ここではExpress 
Invoiceが作成した全ての受注書を表示することができます。
ページ上部のタブを使い、以下のいずれかを選択することで表示される書類を限定す
ることができます： 記録済み、 下書き、 下書きおよび記録済み または定期 
受注書。「期間」指定機能を使い、発行日順に並べたり、始期と終期を設定して必要
な受注書だけを表示したりすることも可能です。更に、「得意先」指定機能を使うこ
とで、特定の得意先宛の受注書だけを抜き出すことも可能です。更新をクリックする
と、選択した条件で請求書を表示します。権限が「閲覧のみ」のユーザーは、受注書
の追加や削除を行えません。 
新規受注書を追加 
新規受注書の作成はこのボタンをクリックします。
選択した受注書を発行 
選択した受注書の発行はこのボタンを押して行います。
新規請求書を作成 
請求書作成アイコンをクリックし受注書を請求書に変換します。
スケジュールを編集 
このボタンをクリックして受注書発行のスケジュールを調整します。
編集 
このボタンをクリックし受注書の内容を編集します。
印刷 
印刷アイコンをクリックして受注書を印刷します。
PDF 
PDFアイコンをクリックすると受注書がPDF形式でコンピュータに保存されます。
削除 
削除ボタンをクリックすると受注書の内容を削除します。
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Webアクセス - 受注書の追加と編集
受注書の詳細は、受注書の追加/編集画面で入力します。受注書の追加/編集画面は、

ボタンをクリックするか、既存の受注書の編集ボタンをクリックし
アクセスします。「閲覧のみ」権限のユーザーは受注書の詳細編集を行うことができ
ません。 
得意先 
プルダウンメニューから得意先を選択するか、もしくは新規得意先を手入力します。 
日付 
受注書の発行日を選択します。 
見積書番号 
プルダウンメニューから既存の見積書を選択するか、もしくは新規見積書を入力しま
す。既存の見積書を流用して受注書を作成しない場合は不要です。 
支払期日 
支払い条件から支払期日を算出します。 
日数 
請求書発行から支払いまでの日数を入力します。支払い条件に「売掛け（日数）」を
選択した際にのみ日数の入力が可能になります。 
発送方法 
プルダウンメニューから既存の発送方法を選択するか、もしくは新規発送方法を入力
します。発送方法は得意先の参照用に受注書に表示されます。不要な場合は空欄のま
まにしておいてください。 
配送伝票番号 
配送伝票番号は発送状況確認用の番号で、受注書に表示することができます。不要な
場合は空欄のままにしておいてください。 
注文番号 
受注番号は受注書と明細書に印刷される得意先の参照番号です。不要な場合は空欄の
ままにしておいてください。 
担当者 
受注書を担当する営業担当者を入力します。 
税金 
消費税が課税されない得意先（例：外国の得意先）の場合は非課税扱いを選択します
。 
請求先 
受注書の送付先住所を入力します。 
送付先 
製品の送付先住所を入力します。不要な場合は空欄のままにしておいてください。 
コメント 
備考欄は受注書下部に表示されます。 
社内用コメント 
社内メモです。受注書には表示されません。 
注文品目 
受注品目の一覧です。新規ボタンを押して新規品目を追加するか、既存の品目の編集
または削除を行います。 
定額割引 
このボタンをクリックすると受注書全体から特定の金額を割り引きます。
低率割引 
このボタンをクリックすると受注書全体に特定の割合で割引を適用します。
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品目ごとに割引き
このボタンをクリックすると受注書に割引蘭が表示され品目ごとに異なる割引率を適
用できます。
小計 
課税前の小計です。 
合計 
ここに消費税と合計額を表示します。消費税額に誤りがある場合、オプションから「
税金」のタブを選択し正しい税率を設定してください。 
記録のみ 
受注書をソフトウェアに記録します。 
下書きとして保存 
受注書を下書きとして保存します。 
定期請求として保存 
受注書に一定のスケジュール（発注日や発注間隔など）を設定し保存します。受注書
の発注日になるとExpress 
Invoiceはまず受注書を発行する旨につき確認を入れ、その後前回受注書を発行した
際に使用した方法（例：印刷、電子メール、Fax ）で自動的に発注を行います。 
記録して印刷 
このボタンを押すと受注書が記録され、印刷ダイアログが開いて受注書を印刷するこ
とが出来ます。 
記録してFax送信 
受注書が記録され得意先へFaxで送信されます。 
記録してメール送信 
受注書が記録され得意先へ電子メールで送信されます。 
得意先名を「旧」から「新」に変更 
既存の得意先名を新しい名前に変更します。（デスクトップ版のみ） 
「新しい名前」を新しい得意先として作成し「古い名前」はそのまま残す 
新しい得意先名で新規得意先を作成します。（可能な場合） 
何もしない 
得意先情報を保存せずこのまま編集を続けます。（可能な場合） 
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Webアクセス - 定期受注書のスケジュール
「定期発行として保存」ボタンを、Webインターフェースの受注書ダイアログでクリ
ックすると、定期発行のスケジュールに対する確認が表示されます。 
開始日： 
定期発行を開始する日にちを選択します。
請求間隔 
定期発行の頻度を選択します。頻度は、毎週、隔週、毎月、隔月、四半期、半年ごと
、毎年、隔年から選択することができます。
表示される全ての%period%の文字列を日付に変更。  
このオプションを選択すると、詳細欄に%period% 
と入力することで定期発行日を自動入力することが出来ます。
価格が変更された品目のアップデート。 
このオプションを有効にすると、品目の価格に変更があった場合、自動的に情報がア
ップデートされます。

75



Webアクセス - 入金期間を選択
Webインターフェースのコントロールパネルで「入金」をクリックすると、表示する
入金の期間を選択するよう要求されます。
期間を選択 
プルダウンメニューから表示する入金の期間を選択します。特定の期間を選択したい
場合は、メニューから「日にちを指定」を選択します。
開始日： 
特定の期間を表示する場合、まずプルダウンメニューから「日にちを指定」を選択し
てください。次に抽出を開始する入金日（開始日）を入力します。
終了日： 
抽出を終了する入金日（終了日）を入力します。
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Webアクセス - 入金一覧
入金一覧画面を使い、入金情報の管理を行います。入金一覧画面は、Webインターフ
ェースのコントロールパネルで「入金」リンクをクリックし、次に表示する入金情報
の期間を選択すると表示されます。Express 
Invoiceが作成した全ての入金情報がこの画面に表示されます。 
「期間」指定機能を使い、発行日順に並べたり、始期と終期を設定して必要な入金情
報だけを表示したりすることも可能です。更に、「得意先」指定機能を使うことで、
特定の得意先からの入金情報だけを抜き出すことも可能です。更新をクリックすると
、選択した条件で入金を表示します。「閲覧のみ」権限のユーザーは入金処理や入金
情報の削除行うことができません。 
入金処理 
入金処理を行います。
請求書を編集する 
編集する請求書の請求書番号をクリックします。
領収書PDF 
PDF領収書アイコンをクリックし、入金処理に対する領収書をPDF形式でダウンロー
ドします。
編集 
入金内容を編集する場合は「編集」アイコンをクリックします。
削除 
削除ボタンをクリックすると関連する入金を削除します。
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Webアクセス - 入金処理
入金処理画面に入金の詳細を入力します。入金処理画面は入金処理ボタンを入金一覧
画面でクリックし表示します。「閲覧のみ」権限のユーザーは入金の詳細編集を行う
ことができません。 
日付 
入金日を選択します。 
得意先 
プルダウンメニューから得意先を選択するか、もしくは新規得意先を手入力します。 
請求書 
入金処理を行う請求書を入力します。 
金額 
入金額を入力します。 
方法 
入金方法を入力します。 
参照番号 
入金の参照番号を入力します。 
記録のみ 
このボタンをクリックして入金を記録します。 

78



Webアクセス - 支払をカードにチャージ
「支払をカードにチャージ」画面から、事前設定したクレジットカードのゲートウェ
イを使って、クレジットカードに請求金額のチャージを行います。 
入金口座 
入金が行われるゲートウェイの口座です。
得意先 
得意先の名前です。
カードの種類 
クレジットカードの種類です。
カード番号 
クレジットカードの番号です。
得意先情報 
ここに得意先の住所が入力されます。入金処理を行う前に住所の訂正を行うことがで
きます。ここで変更を行うと、得意先一覧内の情報にも同様の変更が行われます。
請求書番号 
この入金が適用される請求書です。
金額 
入金の総額です。
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Webアクセス - 入金領収書
このページには入金処理に対する結果が表示されます。入金処理が正しく完了した場
合は、参照番号が表示されます。正しく完了しなかった場合は問題点を指摘するエラ
ーメッセージが表示されます。 
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Webアクセス - 品目一覧
品目一覧画面を使い、品目情報の管理を行います。品目一覧画面は、Webインターフ
ェースのコントロールパネルで「品目」リンクをクリックすると表示されます。Expr
ess 
Invoiceが作成した全ての品目情報がこの画面に表示されます。「閲覧のみ」権限の
ユーザーは品目の追加や削除を行うことができません。 
新規品目を追加 
新規品目の作成はこのボタンをクリックします。
編集 
このボタンをクリックし品目の内容を編集します。
削除 
削除ボタンをクリックすると品目の内容を削除します。
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Webアクセス - 品目の追加と編集
品目の詳細は、品目の追加/編集画面で入力します。品目の追加/編集画面は、新規品
目を追加を品目一覧でクリックするか、既存の品目の編集ボタンをクリックしてアク
セスします。「閲覧のみ」権限のユーザーは品目の詳細編集を行うことができません
。 
品目コード 
品目のコードを入力します。 
品名 
品目の名称を入力します。 
単価 
品目の価格を入力します。 
税金 
品目に適用される税金を選択します。 
在庫レベルの管理 
Express Invoiceを使ってこの品目の在庫数を管理する場合にクリックします。 
実在庫数 
現在ある在庫の数量です。 
適正在庫数 
常にあるべき在庫の数量です。 
発注点 
在庫の数量がここに入力した数値に達すると品薄になったことを知らせる警告をExpr
ess Invoiceが発します。 
変更を保存 
品目の変更点を保存し品目一覧に戻ります。 
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Webアクセス - 得意先一覧
得意先一覧画面を使い、得意先情報の管理を行います。得意先一覧画面は、Webイン
ターフェースのコントロールパネルで「得意先」リンクをクリックすると表示されま
す。Express 
Invoiceが作成した全ての得意先情報がこの画面に表示されます。「閲覧のみ」権限
のユーザーは得意先の追加や削除を行うことができません。 
新規得意先を追加 
新規得意先の作成はこのボタンをクリックします。
明細書 
得意先との取引明細書は明細書アイコンを押して作成します。
編集 
このボタンをクリックし得意先の詳細を編集します。
削除 
削除ボタンをクリックすると得意先の詳細を削除します。
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Webアクセス - 得意先の追加と編集
得意先の詳細は、得意先の追加/編集画面で入力します。得意先の追加/編集画面は、

を得意先一覧または既存の得意先の編集ボタンをクリックしアクセ
スします。「閲覧のみ」権限のユーザーは得意先の詳細編集を行うことができません
。 
得意先名 
得意先の会社名を入力します。
担当者 
仕入先の担当者のフルネームを入力します。
担当者の姓 
仕入先の担当者の姓、または呼び名がここに入ります。
住所 
得意先の請求先住所を入力します。送付先住所が請求先と異なる場合は「その他」の
タブに送付先を入力します。
VAT登録番号 
得意先VAT登録番号です。
電話番号 
得意先の電話番号です。
Fax送信 
帳票をFax送信する際に使用するFax番号です。
メール送信 
電子メールで帳票を送信する際に使用するアドレスを入力します。
追加情報 
ABN等の追加情報を入力する。
アクティブな得意先 現在取引のあるアクティブな得意先である場合はここにチェック
を入れます。 
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Webアクセス - 
得意先の詳細オプションの追加と編集
得意先のその他の情報は「得意先のその他の情報」画面で入力します。得意先の追加
情報画面を開くにはその他 
を得意先画面でクリックします。権限が「閲覧のみ」のユーザーは、得意先のその他
の情報を編集することができません。 
送付先住所 
得意先の送付先住所が請求先住所と異なる場合はここに入力します。送付先と請求先
の住所が同一の場合は入力不要です。
請求書送付方法 
定期請求を実行する際にExpress Invoiceが使用する送付方法を選択します。
この得意先を非課税扱いにする 
この得意先との取引には課税しない場合はここにチェックを入れます。
支払条件 
請求書に表示される得意先ごとの支払い条件を設定します。
売掛期間 
支払い期日までの日数を入力します。
営業担当者 
この得意先宛に作成される請求書の担当者として設定される営業担当者名です。
得意先備考欄 
このメモ欄は内部報告専用です。得意先情報や得意先との特別契約などの情報の入力
にお使いください。
得意先グループ 
この得意先が所属する得意先グループを選択します。所定の領域にグループ名を入力
して新規グループを作成します。
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Webアクセス - 得意先情報の追加と編集
得意先の追加情報は「得意先の追加情報」画面で入力します。得意先の追加情報画面
を開くには情報 
を得意先画面でクリックします。権限が「閲覧のみ」のユーザーは、得意先の追加情
報を編集することができません。 
繰越金 
必要に応じて得意先の繰越金を入力します。
残高 
得意先の売掛金残高です。
最も古い支払い期日 
得意先宛に発行された請求書中、一番古い支払期日です。
直近の請求書 
得意先宛に発行された直近の請求書番号です。
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Webアクセス - ユーザー一覧
ユーザー一覧を使ってExpress 
Invoiceのユーザーを管理します。ユーザー一覧画面はWebインターフェースのコン
トロールパネルで「ユーザー」リンクをクリックすると表示されます。Express 
Invoiceが作成した全てのユーザー情報がこの画面に表示されます。 
追加 
新規ユーザーの追加はこのボタンをクリックします。
編集 
編集ボタンを押すとユーザーの詳細が変更できます。
削除 
削除ボタンを押すとユーザーが削除されます。
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Webアクセス - ユーザーの追加と編集
ユーザーの詳細はユーザーアカウント画面で入力します。ユーザーアカウント画面は
ユーザー一覧で追加ボタンをクリックするか、既存のユーザーの編集ボタンをクリッ
クしてアクセスします。 
ユーザー名 
ユーザー名を入力します。これは画面表示用です。
電子メールアドレス 
各ユーザーの認識に使われます。電子メールはWebインターフェースにログインする
際、およびパスワードの紛失時に使われます。
Webアクセスのパスワード 
ユーザー用のパスワードを入力してください。Webインターフェースにログインする
際にこのパスワードが必要になります。
パスワードを再入力 
Webアクセスのパスワードを再入力し、パスワードが正しく入力されたことを確認し
ます。
アカウントを有効にする 
アカウントを有効にし、ユーザーがWebインターフェースにアクセスできるようにす
るには、このオプションにチェックを入れます。
ユーザー特権 
Webインターフェースへのアクセス権限は3種類あります。
管理者 
このオプションにチェックを入れると、このユーザーは他のユーザーの設定の変更や
、各処理項目の追加、編集、削除が可能になります。
ユーザー 
このオプションにチェックを入れると、このユーザーは各処理項目の追加、編集、削
除が可能になります。
閲覧のみ 
このオプションにチェックを入れると、ユーザーは各処理項目を閲覧することができ
ますが編集/削除はできなくなります。
会社 
ユーザーがアクセスできる会社の一覧です。管理者として設定されたユーザーは全て
の会社にアクセスできるよう初期設定されています。
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Webアクセス - 貸方票を選択
Webインターフェースのコントロールパネルで「貸方票を表示」をクリックすると、
表示する貸方票の発行期間を選択するよう要求されます。
貸方票を選択 
プルダウンメニューから表示する貸方票の種類を選択します（記録済みまたは下書き
）。
期間を選択 
プルダウンメニューから表示する貸方票の発行期間を選択します。特定の期間を選択
したい場合は、メニューから「日にちを指定」を選択します。
開始日： 
特定の期間を表示する場合、まずプルダウンメニューから「日にちを指定」を選択し
てください。次に抽出を開始する発行日（開始日）を入力します。
終了日： 
抽出を終了する発行日（終了日）を入力します。
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Webアクセス - 貸方票一覧
貸方票一覧を使ってExpressInvoiceに記録されている貸方票を管理します。貸方票一
覧を表示するには、Web 
インターフェースの「貸方票を表示」リンクをクリックします。Express 
Invoiceが作成した全ての貸方票がこの画面に表示されます。権限が「閲覧のみ」の
ユーザーは貸方票の追加や削除を行えません。 
ページ上部のタブを使い、「記録済み」、「下書き」、「全て」と、それぞれに分け
て表示することも可能です。 
「期間」指定機能を使い、発行日順に並べたり、開始日と終了日を設定して必要な貸
方票だけを表示したりすることも可能です。 
更に、「得意先」指定機能を使うことで、特定の得意先宛の貸方票だけを抜き出すこ
とも可能です。 更新をクリックすると、選択した条件で貸方票を表示します。 
新規貸方票を追加 
新規貸方票の作成はこのボタンをクリックします。
編集 
このボタンをクリックし貸方票の内容を編集します。
PDF 
PDFアイコンをクリックすると受注書がPDF形式でコンピュータに保存されます。
削除 
削除ボタンをクリックすると貸方票を削除します。
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Webアクセス - 貸方票の追加と編集
貸方票の詳細は、貸方票の追加／編集画面で入力します。貸方票の追加／編集画面は
、 新規貸方票を追加 
貸方票一覧または既存の貸方票の編集ボタンをクリックしアクセスします。権限が「
閲覧のみ」のユーザーは貸方票の情報を編集することができません。 
得意先 
プルダウンを使って得意先を選択します。 
日付 
貸方票の発行日を選択します。 
請求書を流用 
プルダウンを使って既存の請求書を選択します。選択した請求書の情報が貸方票に入
力されます。 
担当者 
この貸方票を担当する営業担当者を入力します。 
税金 
消費税が課税されない得意先（例：外国の得意先）の場合は非課税扱いを選択します
。 
得意先の住所 
得意先の住所を入力。 
コメント 
備考欄は貸方票下部に表示されます。 
社内用コメント 
社内メモです。貸方票には表示されません。 
貸方票品目 
貸方票を発行する品目の一覧です。追加ボタンを押して新規品目を追加し、次に品目
コードまたは品名のプルダウンメニューを使って該当する品目を選択します。 
品目の削除は、一覧右端のバツ印をクリックします。 
定額割引 
このボタンをクリックすると貸方表全体から特定の金額を割り引きます。
低率割引 
このボタンをクリックすると貸方表全体に特定の割合で割引を適用します。
品目ごとに割引き 
このボタンをクリックすると貸方表に割引蘭が表示され品目ごとに異なる割引率を適
用できます。
下書きとして保存 
貸方票を下書きとして保存します。 
記録してメール送信 
貸方票が記録され得意先へ電子メールで送信されます。 
記録して適用 
請求書から貸方票を作成した場合はこのボタンをクリックすると貸方票の記録を行う
際に貸方票を請求書に適用する作業が同時に行われます。 
記録のみ 
貸方票を記録するのみ。貸方票の作成だけが行われ、請求書への適用は行われません
。記録した請求書は必要に応じて後から電子メールやFaxで送信することができます
。
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Webアクセス - 電子メール詳細を入力
この画面を使い、PDFで保存した請求書や受注書、見積り、貸方票を電子メールで送
信します。 
電子メール 
受信人の電子メールアドレスを入力します。この領域には選択した得意先の電子メー
ルアドレスが自動的に入力されます（アドレスが登録されている場合のみ）。
この電子メールアドレスを記憶する 
「電子メールアドレスを保存」にチェックを入れると、後日同じアドレスを使う場合
に備えアドレスが保存されます。
メール本文 
ここに入力した文章はExpress 
Invoiceで作成した電子メールの本文として入力されます。本文の入力は任意です。
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Webアクセス - 記録の履歴
選択した記録の履歴がこのダイアログボックスに表示されます。 
書類のメール送信やFax送信、印刷などの作業が正しく完了したかどうかを表示しま
す。 履歴を保存ボタンをクリックすると履歴が文書ファイルとして保存されます。 
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Webアクセス - 得意先明細書の期間
自動的に月または最も古い支払期日を使用 今月または最も古い支払期日を使う場合は
このオプションを選択します。
明細書期間を入力 
得意先宛明細書の期間を指定します。
開始日： 
「明細書期間を入力」を選択した場合、ここで指定した日付以降の情報が得意先宛明
細書に表示されます。
終了日： 
「明細書期間を入力」を選択した場合、ここで指定した日付以前の情報が得意先宛明
細書に表示されます。
電子メールの送信 
電子メールボタンを押すと得意先宛明細書をPDFで送信できます。電子メール送信を
行う際は事前に電子メール設定を行う必要があります。
権限が「閲覧のみ」のユーザーは、電子メールでの送信を行うことができません。
作成 
作成ボタンを押すと得意先宛明細書をPDF形式でダウンロードできます。
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Webアクセス - 会社概要を選択
このページで会社の選択を行います。
新規会社の作成： デスクトップのソフトウェア画面でExpressInvoiceメニューをク
リックして複数の会社を選択し追加を選択します。 
他の会社を選択する 
プルダウンメニューをクリックし、希望の会社プロフィールを選択した後「OK」を
クリックします。会社を選択すると、表示される全ての記録が選択した会社のものに
変わります。
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Webアクセス - 報告書のカスタム化
報告書に必要な情報だけを表示するために条件を指定します。 
各報告書にはそれぞれ以下のような条件を指定することができます（指定できる条件
は報告書により異なります）。 
得意先を選択（可能な場合） 
得意先一覧から希望の得意先を選択します。選択した得意先に関する情報のみが報告
書に表示されます。

全て選択する 
全ての得意先を選択、または全ての得意先の選択を外す場合はここにチェックを入
れます。
得意先を選択（可能な場合） 

得意先をプルダウンメニューから選択します。
期間を選択（可能な場合） 
抽出する報告書の期間を選択します。今月、先月、今年、去年のいずれかの期間を選
択することが可能です。もしくはプルダウンメニューで「選択する」を選び、始期と
終期を各欄で指定することで特定の期間を指定することができます。 

開始日： 
報告書の抽出を開始する日付を入力します。下向き矢印をクリックするとカレンダ
ーが表示され、ここで日付を選ぶことができます。
終了日： 
報告書の抽出を終了する日付を入力します。下向き矢印をクリックするとカレンダ
ーが表示され、ここで日付を選ぶことができます。
報告書の並び替え 

「このカラムを基準に並べ替え」のプルダウンメニューを使い、報告書の並べ替えの
基準となるカラムを選択します。選択肢は作成した報告書ごとに異なり、いずれかの
カラムが自動的に事前選択されます。 

昇順/降順 
ラジオボタンを使い並べ替えの方向を以下のいずれかに指定します：昇順（低い値
から高い値）または降順（高い値から低い値）。
報告書をCSVで保存 

報告書をPDF（Portable Document Format）ではなく、CSV（comma separated 
value）形式で保存します。
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各画面について - クレジットカードにチャージ
チャージ画面で得意先のクレジットカードにチャージする金額をクレジットカードの
ゲートウェイに送信します。 
入金口座 
入金が行われるゲートウェイの口座です。
得意先 
得意先の名前です。
カードの種類 
クレジットカードの種類です。
カード番号 
クレジットカードの番号です。
得意先情報 
ここに得意先の住所が入力されます。入金処理を行う前に住所の訂正を行うことがで
きます。ここで変更を行うと、得意先一覧内の情報にも同様の変更が行われます。
請求書番号 
この入金が適用される請求書です。
金額 
入金の総額です。
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各画面について - 請求書の新規作成と編集
請求書の詳細は、請求書の追加/編集画面で入力します。新規請求書画面は、メイン画
面左のサイドバーから新規請求書を作成をクリックするか、請求書をツールバーから
クリック、またはキーボードのCtrlとNを押すことでアクセスします。 
請求先タブ
画面右上部にある請求先タブで、請求先となる得意先に関する情報を入力します。
得意先 
新規得意先名を入力するか、既存の得意先名をプルダウンメニューから選択します。 
請求先 
請求書の送付先住所を入力します。 
注文番号 
得意先の注文番号は請求書および明細書に記載されます。不要な場合は空欄のままに
しておいてください。 
得意先の税金 
消費税が課税されない得意先（例：外国の得意先）の場合は非課税扱いを選択します
。 
送付先タブ
請求書タブの後ろにある送付先タブをクリックし、この得意先の送付先情報を入力し
ます。
送付先 
製品の送付先住所を入力します。不要な場合は空欄のままにしておいてください。 
● 請求用と同じ 送付先住所を請求先住所と同じものにする場合はこのラジオボタン

にチェックを入れます
● 送付先住所 

請求先住所と異なる送付先住所を使う場合はこのラジオボタンにチェックを入れま
す

発送方法 
プルダウンメニューから既存の発送方法を選択するか、もしくは新規発送方法を入力
します。発送方法は得意先の参照用に請求書に表示されます。不要な場合は空欄のま
まにしておいてください。 
配送伝票番号 
配送伝票番号は発送状況の確認用番号で、請求書に表示することができます。不要な
場合は空欄のままにしておいてください。 
送料/税 
この欄に、請求書に関連する送料を入力します。送料に税金がかかる場合は、プルダ
ウンメニューから適切な税率を選択します。税率は、オプション ~ 消費税タブで、事
前に設定しておく必要があります。 
請求書タブ
請求書画面の右上にある請求書タブにある「流用」ボタンを使い、既存の見積書や受
注書、下書請求書の内容を流用して請求書を作成することができます。請求書タブで
はまた、請求書に関するその他の情報を設定することができます。
流用 
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既存の見積書や受注書、請求書、下書請求書などを使って請求書を作成することがで
きます。「流用」のプルダウンメニューで流用する書類のタイプを選択すると、選択
したタイプの書類の一覧が新規画面に表示され、ここから流用する書類を選択するこ
とができます。 
日付 
請求書の発行日を選択します。 
支払期日 
支払い条件から支払期日を算出します。 
担当者 
請求書を担当する営業担当者を入力します。 
請求書番号 
この番号はExpress 
Invoiceが自動的に作成しますが、新規請求書を作成時に変更することができます。
作成済みの請求書の番号を変更することは出来ません。
請求品目 
請求書の品目一覧です。一覧内をクリックし新規品目を入力するかプルダウンメニュ
ーから既存の品目を選択し、正しい数量を入力します。受注書を流用して請求書を作
成する場合、品目は編集できません。 
請求書作成画面の品目一覧ヘッダ
各カラムのヘッダは簡単に変えることが出来ます。ヘッダをクリックすると選択肢が
プルダウンメニュー形式で表示されます。一覧からヘッダ名を選択するか、「カラム
のヘッダ名を変更」を選択して新しいヘッダ名を入力します。また「カラムの並び順
を変更」を選択すると各カラムの順序を簡単に変更することが出来ます。 
カラムのヘッダを自由に変更できることで、製品ベースの請求書（製品の個数を元に
請求書を作成）とサービスベースの請求書（何らかのサービスに費やした時間を元に
請求書を作成）の切替えが簡単にできます。 
割引を適用
割引を適用ボタンをクリックして請求書全体、または特定の行に割引を適用します。
詳しくは割引を適用のページをご覧ください。 
「コメント」タブ 
コメント
備考欄は請求書下部に表示されます。 
社内用コメント 
社内メモです。請求書には表示されません。 
備考 
これらのメモは「コメント」タブに入力したの文字の下に表示される形で請求書に印
刷されます。 
フッタコメント 
これらのコメントは請求書上の「コメント」タブおよび「備考」タブに入力した文字
の下に表示される形で請求書に印刷されます。 
合計 
画面右下に表示される消費税額と合計額です。消費税の計算が正しくないと思われる
場合は、オプションの税金タブで正しい税率が設定されていることを確認してくださ
い。 
記録のみ 
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このボタンをクリックして請求書を記録します。 
プルダウンメニューから記録方法（記録して印刷、電子メール送信、Fax送信など）
を選択します。記録後の作業（印刷、メール送信など）をキャンセルしても請求書の
記録自体がキャンセルされることはありません。 
請求書は下書きや定期請求書などとして記録することもできるほか、請求書のプレビ
ューを行うこともできます。 
「記録して入金処理」や「下書きとして保存」はまだ記録が行われていない新規請求
書のみに使うことが出来るオプションです。 

記録して入金処理： 
請求書を記録し、得意先からの入金を適用します。記録した請求書は必要に応じて
後から印刷、電子メール送信、Fax送信などを行うことができます。 
メモ： 
Inventoria在庫管理ソフトとの同期や在庫レベル管理がオンになっている場合、定
期請求として請求書を発行すると請求内容に伴い在庫数が変動します。既に在庫数
を変動済みの受注書を元に定期請求書を作成した場合も、定期請求書の発行時に在
庫数が変動します。受注書を流用して請求書を作成した場合は、請求書の作成時に
は在庫の変動は行われません。 

請求書オプション 
請求書オプションボタンをクリックすると請求書の設定を行う画面が開き、請求書の
デザインや名称などの設定や、請求書のプレビューなどを行うことができます。
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各画面について - 受注書の新規作成と編集
受注書の詳細は、新規受注書の作成画面に入力します。新規受注書作成画面は、メイ
ン画面左のサイドバーから新規受注書を作成ををクリックするか、キーボードのF11
をクリックしアクセスします。 
見積書番号 
プルダウンメニューから既存の見積書を選択するか、もしくは新規見積書を入力しま
す。既存の見積書を流用して受注書を作成しない場合は不要です。 
発注元 
プルダウンメニューから得意先を選択するか、もしくは新規得意先を手入力します。 
日付 
受注書の発行日を選択します。 
支払期日 
支払い条件から支払期日を算出します。 
担当者 
受注書を担当する営業担当者を入力します。 
税金 
消費税が課税されない得意先（例：外国の得意先）の場合は非課税扱いを選択します
。 
この得意先の変更を保存 
選択した得意先の住所を「請求先」住所と同じくする場合はここにチェックを入れま
す。 
請求先 
受注書の送付先住所を入力します。 
送付先 
製品の送付先住所を入力します。不要な場合は空欄のままにしておいてください。 
● 請求用と同じ 送付先住所を請求先住所と同じものにする場合はこのラジオボタン

にチェックを入れます
● 送付先住所 

請求先住所と異なる送付先住所を使う場合はこのラジオボタンにチェックを入れま
す

注文番号 
注文番号は請求書と明細書に印刷される得意先の参照番号です。不要な場合は空欄の
ままにしておいてください。 
発送方法 
プルダウンメニューから既存の発送方法を選択するか、もしくは新規発送方法を入力
します。発送方法は得意先の参照用に受注書に表示されます。不要な場合は空欄のま
まにしておいてください。 
配送伝票番号 
配送伝票番号は発送状況確認用の番号で、受注書に表示することができます。不要な
場合は空欄のままにしておいてください。 
注文品目 
受注品目の一覧です。品目一覧領域をクリックしプルダウンメニューから既存の品目
を選択するか新規品目を手入力し、正しい数量を入力します。 
受注書作成画面の品目一覧ヘッダ
品目一覧内のアイテムは各行をドラッグする形で並び順を変えられます。 
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各カラムのヘッダは簡単に変えることが出来ます。ヘッダをクリックすると選択肢が
プルダウンメニュー形式で表示されます。一覧からヘッダ名を選択するか、「カラム
のヘッダ名を変更」を選択して新しいヘッダ名を入力します。また「カラムの並び順
を変更」を選択すると各カラムの順序を簡単に変更することが出来ます。 
カラムのヘッダを自由に変更できることで、製品ベースの請求書（製品の個数を元に
請求書を作成）とサービスベースの請求書（何らかのサービスに費やした時間を元に
請求書を作成）の切替えが簡単にできます。 
割引を適用
割引を適用ボタンをクリックして請求書全体、または特定の行に割引を適用します。
詳しくは割引を適用のページをご覧ください。 
コメント 
備考欄は受注書下部に表示されます。 
社内用コメント 
社内メモです。受注書には表示されません。 
合計 
ここに消費税と合計額を表示します。消費税額に誤りがある場合、オプションから「
税金」のタブを選択し正しい税率を設定してください。 
保存してプレビュー 
受注書保存し、プレビューを表示する場合は、画面左下部にあるボタンをクリックし
ます。
請求書に変換 
このボタンをクリックすると、受注書を請求書に変換し、請求書を一から作成する手
間を省くことができます。請求書に変換した受注書は受注書一覧に「請求済み」とし
て記録が保存されます。 
請求書を編集… 
既に請求書に変換済みの受注書には「請求書に変換」ボタンではなく「請求書を編集
」ボタンがあります。「請求書を編集」ボタンをクリックすると、この受注書を流用
して作成された請求書の編集を行うことが出来ます。 
記録のみ 
受注書をソフトウェアに記録します。 
プルダウンメニューから、印刷、Fax送信、または電子メール送信などの作業を選択
します。 
受注書作成後は下書きとして保存、または定期受注として保存することも可能です。 
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各画面について - 見積書の新規作成と編集
見積書の詳細は、見積書の追加/編集画面で入力します。 新規見積書画面は、新規見
積書を作成をメイン画面の左側でクリックするか 
、キーボードのF10をクリックしてアクセスします。 
見積書発行先 
プルダウンメニューから得意先を選択するか、もしくは新規得意先を手入力します。 
日付 
見積書の発行日を選択します。 
担当者 
見積書を担当する営業担当者を入力します。 
請求先 
見積書の送付先住所を入力します。 
税金 
消費税が課税されない得意先（例：外国の得意先）の場合は非課税扱いを選択します
。 
送付先 
製品の送付先住所を入力します。不要な場合は空欄のままにしておいてください。 
● 請求用と同じ 送付先住所を請求先住所と同じものにする場合はこのラジオボタン

にチェックを入れます
● 送付先住所 

請求先住所と異なる送付先住所を使う場合はこのラジオボタンにチェックを入れま
す

見積り品目 
見積書を発行する品目の一覧です。一覧内をクリックし新規品目を入力するかプルダ
ウンメニューから既存の品目を選択し、正しい数量を入力します。 
見積書作成画面の品目一覧ヘッダ
品目一覧内のアイテムは各行をドラッグする形で並び順を変えられます。 
各カラムのヘッダは簡単に変えることが出来ます。ヘッダをクリックすると選択肢が
プルダウンメニュー形式で表示されます。一覧からヘッダ名を選択するか、「カラム
のヘッダ名を変更」を選択して新しいヘッダ名を入力します。また「カラムの並び順
を変更」を選択すると各カラムの順序を簡単に変更することが出来ます。 
カラムのヘッダを自由に変更できることで、製品ベースの請求書（製品の個数を元に
請求書を作成）とサービスベースの請求書（何らかのサービスに費やした時間を元に
請求書を作成）の切替えが簡単にできます。 
割引を適用
割引を適用ボタンをクリックして見積書全体、または特定の行に割引を適用します。
詳しくは割引を適用の項目をご覧ください。 
コメント 
備考欄は見積書下部に表示されます。 
社内用コメント 
社内メモです。見積書には表示されません。 
合計 
ここに消費税と合計額を表示します。消費税額に誤りがある場合、オプションから「
税金」のタブを選択し正しい税率を設定してください。 
保存してプレビュー 
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見積書のイメージ（印刷する場合、PDF保存または電子メールで送信する場合）のプ
レビューはこのボタンをクリックします。 
請求書に変換 
このボタンをクリックすると見積書の内容を使って請求書を作成することができます
。 
請求書を編集… 
既に請求書に変換済みの見積書には「請求書に変換」ボタンではなく「請求書を編集
」ボタンがあります。「請求書を編集」ボタンをクリックすると、この見積書を流用
して作成された請求書の編集を行うことが出来ます。 
記録のみ 
見積書をソフトウェアに記録します。プルダウンメニューから、印刷、Fax送信、ま
たは電子メール送信などの作業を選択します。見積書は下書き保存もできます。 
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各画面について - クイック入力
クイック入力画面では、請求書の作成や入金処理、また領収書の発行などを1つの画
面で素早く行うことができます。クイック入力画面にアクセスするには、新規クイッ
ク入力をExpressInvoiceメニューから選択するか、メイン画面からクイック入力ボッ
クスをクリックします。 
レシート用紙（レジで使われる幅の細い用紙）に領収書の印刷を行う場合は、「オプ
ション」の「領収書」タブで選択します。 
請求品目 
請求書を発行する品目の一覧です。一覧内をクリックし品目を追加します。各項目を
クリックし品目コード、品名、数量、価格を変更することができます。新規品目はバ
ーコードの読み取りで追加することも可能です。 
請求品目一覧のヘッダ 
請求品目一覧のカラムヘッダの名称は各ヘッダをクリックすることで自由に変えるこ
とが出来ます。またヘッダの並び順も簡単に変更することが出来ます。 
● 他の名称を選択 ヘッダをクリックすると他の名称がいくつか表示されるので、こ

の名称から選択することでヘッダの名称を設定することができます。
● カラムのヘッダ名を変更... 

一覧に希望の名称が無い場合はこのオプションを選択して、必要な名称をタイプ入
力する形で設定します。

● カラムの並び順を変更... 
カラムの並び順を変更する場合はこのオプションを選択します。カラムは左から右
に並び順が変更されます。

品目を追加 
このボタンをクリックして品目一覧に品目を追加します。 
品目を削除 
このボタンをクリックして、品目一覧から選択した品目を削除します。 
割引を適用 
割引額を入力します。割引欄を表示するには、割引欄を表示するようオプションで設
定されている必要があります。 
割引(%)  
割引率を%記号抜きで入力します。例：20%割引の場合は20と入力。 
担当者 
プルダウンメニューからこのトランザクションの営業担当者を選択します。 
コメント 
備考欄は領収書下部に表示されます。 
社内用コメント 
社内メモです。領収書には表示されません。 
合計 
表示される合計金額です。 
プレビュー 
請求書/現金処理のプレビューを表示し印刷します。 
現金取引を記録 
現金での入金処理を記録します。 
プルダウンメニューから、クレジットカード決済、小切手決済、または請求書作成な
どの作業を選択します。 
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クレジットカード決済。得意先のクレジットカードを入力し、クレジットカード決済
を標準設定にする必要があります。クレジットカード決済はオプション->クレジット
カードゲートウェイで設定することができます。 
小切手で支払い：小切手番号を入力する必要があります。 
請求書を発行：請求書を発行するため未入金扱いで処理し保存します。 
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各画面について - 報告書画面
この画面を使って報告書のプレビューまたは印刷を行います。
プレビュー 
プレビューボタンを押すと報告書のプレビューができます。
印刷 
報告書の印刷は「印刷」ボタンを押します。
保存 
保存ボタンを使って報告書をPDFまたはCSVファイルとして保存します。
メール送信 
電子メールボタンを押すと報告書をPDFで送信できます。
Fax送信 
Faxボタンを押すと、報告書をPDF形式でFax送信することができます。
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各画面について - 得意先グループ
この画面を使って得意先グループを管理します。 
得意先グループは特定の得意先をまとめたグループです。 
得意先グループに設定できる項目はグループ名のみです。 
選択（ボタンがある場合） 
選択した得意先グループを得意先情報に追加します。
追加 
新規得意先グループの作成はこのボタンをクリックします。グループ名を確認されま
す。
削除 
削除する得意先グループを選択しこのボタンを押します。
編集 
選択した得意先グループ名の変更を行う際はこのボタンを押します。
また、得意先グループのメニューからは以下の機能もお使いいただけます：

得意先グループを検索 
このオプションを選択すると得意先グループの検索画面が表示されます。この画面
で検索を行うグループ名を入力し、一覧からグループを検索します。
次の得意先グループを検索 
このオプションを選択すると、検索項目とマッチする次の得意先グループが検索さ
れます。以下のショートカットを使う事でも同様の作業ができます：F3 
キーを押すと、一覧内の次のグループが表示されます。
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各画面について - 請求書一覧
この画面を使って請求書の管理を行います。 請求書一覧にはExpress 
Invoiceに入力されている全ての請求書が表示されます。 
メインボタンの下の各種フィルタを使い一覧に表示される範囲を設定することができ
ます。 
「期間」指定機能を使い、発行日順に並べたり、始期と終期を設定して必要な請求書
だけを表示したりすることも可能です。 
キーワード検索機能を使うと、得意先名や請求書番号、営業担当者名、注文番号、請
求書発行日などを入力して特定の請求書を検索することができます。 
新規 
新規請求書の作成はこのボタンをクリックします。
コピー 
選択した請求書の内容をコピーして新しい請求書を作成することができます。
削除 
削除する請求書を選択しこのボタンを押すと請求書が削除されます。
編集 
選択した請求書の編集はこのボタンを押して行います。複数の請求書を同時に編集す
ることはできません。
プレビュー 
請求書のイメージ（印刷する場合、PDF保存または電子メールで送信する場合）のプ
レビューはこのボタンをクリックします。
印刷 
選択した請求書の印刷はこのボタンを押して行います。
メール送信 
このボタンを押すと、選択した請求書をPDF形式で電子メール送信することができま
す（複数枚数の送信可）。送信先の電子メールアドレスを入力する必要があります。
Fax送信 
このボタンを押すと、選択した請求書をPDF形式でFax送信することができます（複
数枚数の送信可）。送信先のFax番号を入力する必要があります。
保存 
このボタンを押すと選択した請求書をPDF形式でコンピュータに保存することができ
ます。
EDI用の書式に保存 
選択した請求書をEDI用の書式で保存する場合はこのボタンをクリックします。
入金 
選択した請求書に対する入金処理をします。
貸方票 
このボタンを押し、選択した請求書に貸方票を適用します。
梱包明細 
選択した請求書の梱包明細を生成するには、このボタンをクリックします。

請求書を検索 
このオプションを選択すると、請求書番号を元に請求書一覧内を検索するダイアロ
グが表示されます。
次の請求書を検索 
検索中にこの機能を使うと、検索された次のアイテムを表示します。また、F3キ
ーを押すと 一覧内で検索結果を素早くハイライトします。
履歴を表示 
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選択した請求書に関連する作業記録を表示します。請求書のメール送信やFax送信
、印刷などの作業が正しく完了したかどうかを表示します。
CSVから請求書をインポート 
他のプログラム等から請求書をインポートする場合はこのオプションを使います。
請求書をインポート後、ExpressInvoiceが自動的に各得意先の残高を更新します
。詳しくはCSVファイルのデータ欄を選択の項目をご覧ください。
梱包明細メニュー 
指定した請求書用の梱包明細書のプレビューや、印刷、メール送信、Fax送信、PD
F保存などを行うことができます。
出荷ラベルメニュー 
指定した請求書用の出荷ラベルのプレビューや、印刷、メール送信、Fax送信、PD
F保存などを行うことができます。
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各画面について - 請求書一覧を選択
この画面で請求書を選択します。 この画面にはExpress 
Invoiceが作成した全ての請求書が表示されます。 
メインボタンの下の各種フィルタを使い一覧に表示される範囲を設定することができ
ます。 
「期間」指定機能を使い、発行日順に並べたり、始期と終期を設定して必要な請求書
だけを表示したりすることも可能です。 
検索ワード機能を使って請求書内に書かれている文字を元に請求書の検索を行うこと
が出来ます。 
選択 
このボタンをクリックすると一覧でハイライトされている請求書が選択されます。
請求書を検索 
このオプションをクリックすると、請求書番号を元に請求書一覧内を検索するダイア
ログが表示されます。
次の請求書を検索 
ここをクリックすると検索された次のアイテムを表示します。また、F3キーを押すと
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各画面について - 定期請求一覧
定期請求を管理する画面です。 この画面にはExpress 
Invoiceが作成した全ての定期請求が表示されます。 
新規 
新規定期請求の作成はこのボタンをクリックします。
削除 
削除する定期請求を選択しこのボタンを押すと定期請求が削除されます。
編集 
選択した定期請求の編集はこのボタンを押して行います。複数の定期請求を同時に編
集することはできません。
スケジュール 
選択された定期請求のスケジュールを閲覧または編集する際はこのボタンをクリック
します。
プレビュー 
定期請求のイメージ（印刷する場合、PDF保存または電子メールで送信する場合）の
プレビューはこのボタンをクリックします。
履歴を表示 
選択した請求書に関連する作業記録を表示します。請求書のメール送信やFax送信、
印刷などの作業が正しく完了したかどうかを表示します。
定期請求を検索 
このオプションを選択すると定期請求の検索画面が表示されます。この画面で検索を
請求書名を入力し、一覧から請求書を検索します。
次の定期請求を検索 
このオプションを選択すると、検索項目とマッチする次の請求書が検索されます。以
下のショートカットを使う事でも同様の作業ができます：F3 
キーを押すと、一覧内の次の請求書が表示されます。
実行 
このボタンを押すと、選択された定期請求のうち請求期日が来ている全ての請求書が
作成されます。
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各画面について - 選択した定期請求書を発行
この画面を使い特定の定期請求書を発行します。 
請求日が来ている全ての定期請求が個々に表示されます。 
この画面を表示すると、全ての請求書が発行されるよう事前設定されています（全て
の請求書にチェックマークが入っています）。 
発行したくない請求書がある場合は請求書横のチェックマークを外してください。 
編集 
選択した定期請求の編集はこのボタンを押して行います。複数の定期請求を同時に編
集することはできません。
プレビュー 
定期請求のイメージ（印刷する場合、PDF保存または電子メールで送信する場合）の
プレビューはこのボタンをクリックします。
実行 
このボタンを押すと、選択された定期請求のうち請求期日が来ている全ての請求書が
作成されます。
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各画面について - 見積書一覧
この画面を使って見積書の管理を行います。 見積書一覧にはExpress 
Invoiceに入力されている全ての見積書が表示されます。 
メインボタンの下の各種フィルタを使い一覧に表示される範囲を設定することができ
ます。 
「期間」指定機能を使い、発行日順に並べたり、始期と終期を設定して必要な見積書
だけを表示したりすることも可能です。 
検索ワード機能を使って見積書内に書かれている文字を元に請求書の検索を行うこと
が出来ます。 
新規 
新規見積書の作成はこのボタンをクリックします。
コピー 
選択した見積書の内容をコピーして新しい見積書を作成することができます。
削除 
削除する見積書を選択しこのボタンを押すと見積書が削除されます。
編集 
選択した見積書の編集はこのボタンを押して行います。複数の見積書を同時に編集す
ることはできません。
受注書 
選択した見積書を使って受注書を作成するにはこのボタンをクリックします。
請求書 
選択した見積書を使って請求書を作成するにはこのボタンをクリックします。
プレビュー 
見積書のイメージ（印刷する場合、PDF保存または電子メールで送信する場合）のプ
レビューはこのボタンをクリックします。
印刷 
選択した見積書の印刷はこのボタンを押して行います。
メール送信 
このボタンを押すと、選択した見積書をPDF形式に変換し電子メールで送信すること
ができます（複数枚数の送信可）。送信先の電子メールアドレスを入力する必要があ
ります。
Fax送信 
このボタンを押すと、選択した見積書PDF形式に変換しFaxで送信することができま
す（複数枚数の送信可）。送信先のFax番号を入力する必要があります。
保存 
このボタンを押すと選択した見積書をPDF形式でコンピュータに保存することができ
ます。
また、メニューからは以下の機能もお使いいただけます：
見積書検索 
このオプションを選択すると、見積書番号を元に見積書一覧内を検索するダイアログ
が表示されます。
次の見積書を検索 
検索中にこの機能を使うと、検索された次のアイテムを表示します。また、F3キーを
押すと 一覧内で検索結果を素早くハイライトします。
CSVから見積書をインポート 
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他のプログラム等から見積書をインポートする場合はこのオプションを使います。詳
しくは「各画面について」のCSVファイルのデータ欄を選択の項目をご覧ください。
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各画面について - 見積書一覧を選択
この画面で見積書を選択します。 この画面にはExpress 
Invoiceが作成した全ての見積書が表示されます。 
メインボタンの下の各種フィルタを使い一覧に表示される範囲を設定することができ
ます。 
「期間」指定機能を使い、発行日順に並べたり、始期と終期を設定して必要な見積書
だけを表示したりすることも可能です。 
検索ワード機能を使って見積書内に書かれている文字を元に請求書の検索を行うこと
が出来ます。 
選択 
このボタンをクリックすると一覧でハイライトされている見積書が選択されます。
見積書検索 
このオプションを選択すると、見積書番号を元に見積書一覧内を検索するダイアログ
が表示されます。
次の見積書を検索 
検索中にこの機能を使うと、検索された次のアイテムを表示します。また、F3キーを
押すと 一覧内で検索結果を素早くハイライトします。 
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各画面について - 受注書一覧
受注書を管理する画面です。 この画面にはExpress 
Invoiceが作成した全ての受注書が表示されます。 
メインボタンの下の各種フィルタを使い一覧に表示される範囲を設定することができ
ます。 
「期間」指定機能を使い、発行日順に並べたり、開始日と終了日を設定して必要な受
注書だけを表示したりすることも可能です。 
「得意先」選択機能を使い特定の得意先宛の受注書だけを表示することや、「表示受
注書」選択機能を使い記録済みや下書きなど特定の受注書だけを表示することも可能
です。 
新規 
新規受注書の作成はこのボタンをクリックします。
削除 
削除する受注書を選択しこのボタンを押すと受注書が削除されます。
編集 
選択された受注書を編集する場合はこのボタンをクリックします。複数の受注書を同
時に編集することはできません。
請求書 
選択した受注書を使って請求書を作成するにはこのボタンをクリックします。
プレビュー 
受注書のイメージ（印刷する場合、PDF保存または電子メールで送信する場合）のプ
レビューはこのボタンをクリックします。
印刷 
選択した受注書の印刷はこのボタンを押して行います。
メール送信 
このボタンを押すと、選択した注文書をPDF形式に変換し電子メールで送信すること
ができます（複数枚数の送信可）。送信先の電子メールアドレスを入力する必要があ
ります。
Fax送信 
このボタンを押すと、選択した受注書をPDF形式に変換しFaxで送信することができ
ます（複数枚数の送信可）。送信先のFax番号を入力する必要があります。
保存 
このボタンを押すと選択した受注書をPDF形式でコンピュータに保存することができ
ます。
また、メニューからは以下の機能もお使いいただけます：
受注書検索 
このオプションを選択すると、受注書番号を元に受注書一覧内を検索するダイアログ
が表示されます。
次の受注書を検索 
検索中にこの機能を使うと、検索された次のアイテムを表示します。また、F3キーを
押すと 一覧内で検索結果を素早くハイライトします。
CSVから受注書をインポート 
他のプログラム等から受注書をインポートする場合はこのオプションを使います。詳
しくは「各画面について」のCSVファイルのデータ欄を選択の項目をご覧ください。
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各画面について - 受注書一覧を選択
この画面で受注書を選択します。 この画面にはExpress 
Invoiceが作成した全ての受注書が表示されます。 
メインボタンの下の各種フィルタを使い一覧に表示される範囲を設定することができ
ます。 
「期間」指定機能を使い、発行日順に並べたり、開始日と終了日を設定して必要な受
注書だけを表示したりすることも可能です。 
「得意先」選択機能を使い特定の得意先宛の受注書だけを表示することや、「表示受
注書」選択機能を使い記録済みや下書きなど特定の受注書だけを表示することも可能
です。 
選択 
このボタンをクリックすると一覧でハイライトされている受注書が選択されます。
受注書検索 
このオプションをクリックすると、受注書番号を元に請求書一覧内を検索するダイア
ログが表示されます。
次の受注書を検索 
ここをクリックすると検索された次のアイテムを表示します。また、F3キーを押すと
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各画面について - 定期受注書一覧
定期受注を管理する画面です。 この画面にはExpress 
Invoiceが作成した全ての定期受注書が表示されます。 
新規 
新規定期受注書の作成はこのボタンをクリックします。
削除 
削除する定期受注書を選択しこのボタンを押すと定期受注書が削除されます。
編集 
選択された定期受注書を編集する場合はこのボタンをクリックします。複数の定期受
注書を同時に編集することはできません。
スケジュール 
選択された定期受注書のスケジュールを閲覧または編集する際はこのボタンをクリッ
クします。
プレビュー 
受注書のイメージ（印刷する場合、PDF保存または電子メールで送信する場合）のプ
レビューはこのボタンをクリックします。
定期受注書を検索 
このオプションを選択すると定期受注書の検索画面が表示されます。この画面で検索
を受注書名を入力し、一覧から受注書を検索します。
次の定期受注書を検索 
このオプションを選択すると、検索項目とマッチする次の請求書が検索されます。以
下のショートカットを使う事でも同様の作業ができます：F3 
キーを押すと、一覧内の次の受注書が表示されます。
実行 
このボタンを押すと、選択された定期受注書のうち受注期日が来ている全ての受注書
が作成されます。
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各画面について - 入金一覧
入金を管理する画面です。 Express 
Invoiceが処理した全ての入金がこの画面に表示されます。 
メインボタンの下の各種フィルタを使い一覧に表示される範囲を設定することができ
ます。 
「期間」指定機能を使い、発行日順に並べたり、開始日と終了日を設定して必要な入
金情報だけを表示したりすることも可能です。 
更に、「得意先」指定機能を使うことで、特定の得意先からの入金情報だけを抜き出
すことも可能です。 
新規 
新規入金の作成はこのボタンをクリックします。
削除 
削除する入金を選択しこのボタンを押すと入金が削除されます。
編集 
選択した入金の編集はこのボタンを押して行います。複数の入金を同時に編集するこ
とはできません。
返金 
このボタンを押し、選択した入金の返金を行う。
プレビュー 
入金記録のイメージ（印刷する場合、PDF保存または電子メールで送信する場合）の
プレビューはこのボタンをクリックします。
印刷 
選択した入金記録の印刷はこのボタンを押して行います。
メール送信 
このボタンを押すと、選択した入金記録をPDF形式に変換し電子メールで送信するこ
とができます（複数枚数の送信可）。送信先の電子メールアドレスを入力する必要が
あります。
Fax送信 
このボタンを押すと、選択した入金記録をPDF形式に変換しFaxで送信することがで
きます（複数枚数の送信可）。送信先のFax番号を入力する必要があります。
保存 
このボタンを押すと選択した入金記録をPDF形式でコンピュータに保存することがで
きます。
クレジットカードにチャージ 
得意先のクレジットカードにチャージを行う際はここにチェックを入れます。クレジ
ットカードへのチャージを行うには、オプションの 
入金タブでで支払口座（クレジットカードのゲートウェイ）の設定と得意先のクレジ
ットカード情報の入力を行う必要があります。 
入金を検索 
このダイアログを使って入金の検索を行います。検索は日付、入金番号、得意先のい
ずれかから行うことができます。
次の入金を検索 
次の入金を検索は、入金検索を行った場合に表示されます。入金検索時に複数の検索
結果がヒットした場合、次の入金を検索を使って他の検索結果を確認することができ
ます。
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全ての検索結果を確認し終えると「（検索ワード）に一致する入金はこれ以上見つか
りませんでした」と言うメッセージが表示されます。
メモ：入金を検索のテキストボックスから検索キーワードを削除した状態でOKボタ
ンをクリックすると、「一致する情報は見つかりませんでした」というメッセージが
表示されます。この場合、「次の入金を検索」ボタンは灰色の文字で表示され、使う
ことができなくなります。再度キーワードを入力して検索を行うと、「次の入金を検
索」ボタンがまた使えるようになります。
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各画面について - 返金一覧
この画面を使って返金の管理を行います。 Express 
Invoiceが処理した全ての返金がこの画面に表示されます。 
メインボタンの下の各種フィルタを使い一覧に表示される範囲を設定することができ
ます。 
「期間」指定機能を使い、発行日順に並べたり、始期と終期を設定して必要な返金だ
けを表示したりすることも可能です。 
更に、「得意先」指定機能を使うことで、特定の得意先宛の返金だけを抜き出すこと
も可能です。 
新規 
新規返金の作成はこのボタンをクリックします。
削除 
削除する返金を選択しこのボタンを押すと返金が削除されます。
編集 
選択した返金の編集はこのボタンを押して行います。複数の返金を同時に編集するこ
とはできません。
プレビュー 
このボタンをクリックすると返金記録の印刷画面をプレビューすることができます。
印刷 
選択した返金記録の印刷はこのボタンを押して行います。
メール送信 
このボタンを押すと、選択した返金記録をPDF形式に変換し電子メールで送信するこ
とができます（複数枚数の送信可）。送信先の電子メールアドレスを入力する必要が
あります。
Fax送信 
このボタンを押すと、選択した返金記録をPDF形式に変換しFaxで送信することがで
きます（複数枚数の送信可）。送信先のFax番号を入力する必要があります。
保存 
このボタンを押すと選択した返金記録をPDF形式でコンピュータに保存することがで
きます。
クレジットカードにチャージ 
得意先のクレジットカードに返金を行う際はここにチェックを入れます。クレジット
カードを使った処理を行うには、オプションの 
入金タブでで支払口座（クレジットカードのゲートウェイ）の設定と得意先のクレジ
ットカード情報の入力を行う必要があります。 
返金を検索 
このダイアログを使って返金記録の検索を行います。検索は日付、返金番号、得意先
のいずれかから行うことができます。
次の返金を検索 
次の返金を検索は返金検索を行った場合に表示されます。返金検索時に複数の検索結
果がヒットした場合、「次の返金を検索」を使って他の検索結果を確認することがで
きます。
全ての検索結果を確認し終えると「（検索ワード）に一致する返金はこれ以上見つか
りませんでした」と言うメッセージが表示されます。
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メモ：返金を検索のテキストボックスから検索キーワードを削除した状態でOKボタ
ンをクリックすると、「一致する情報は見つかりませんでした」というメッセージが
表示されます。この場合、「次の返金を検索」ボタンは灰色の文字で表示され、使う
ことができなくなります。再度キーワードを入力して検索を行うと、「次の返金を検
索」ボタンがまた使えるようになります。

123



各画面について - 得意先一覧
得意先情報を管理する画面です。 Express 
Invoiceに入力された全ての得意先がこの画面に表示されます。 
請求書や受注書、見積書、新規貸方票、領収書画面から得意先一覧にアクセスした場
合、請求書、見積書、受注書、入金、明細書などのメニューは一覧画面に表示されま
せん。 
ツールバー

選択 
請求書、受注書、見積書、新規貸方票、領収書の各画面でこのボタンをクリックす
ると、選択した得意先が各文書に挿入されます。
追加 
新規得意先情報の追加はこのボタンをクリックします。
削除 
削除する得意先情報を選択しこのボタンを押すと得意先情報が削除されます。
編集 
選択した得意先情報の編集はこのボタンを押して行います。
見積書 
選択した得意先宛に見積書を作成する際はこのボタンを押します。
受注書 
選択した得意先宛に受注書を作成する際はこのボタンを押します。
請求書 
選択した得意先宛に請求書を作成する際はこのボタンを押します。
入金 
選択した得意先に対する入金処理をします。
明細書 
現在選択されている得意先宛ての明細書に関する作業を表示するボタンです。 
● 印刷：得意先宛の明細書をプリンタで印刷します。
● 印刷プレビュー：印刷された明細書のプレビューをコンピュータ上で確認する

ことができます。
● 電子メール：選択した得意先宛の明細書をPDFフォーマットで添付して電子メ

ールで送信します。受信人のメールアドレスを入力する必要があります。
● FaxF：選択した得意先宛の明細書をFaxで送信します。
● PDFで保存：明細書をPDF形式でコンピュータに保存します。
保存 
現在選択されている得意先情報の保存方法以下から選択できます。 
● PDFで保存：選択されている得意先情報をPDF形式でコンピュータに保存しま

す。
● CSVで保存：選択されている得意先情報をCSV形式でコンピュータに保存しま

す。
得意先グループを表示 

指定したグループ内の得意先のみを表示することができます。
得意先グループの作成に関する詳細は得意先グループのページ（各画面についての項
目）をご覧ください。
休眠得意先を表示 
休眠得意先として記録されている得意先の情報も一覧に表示する場合はここにチェッ
クを入れます。
得意先をアクティブな得意先または休眠得意先として記録する方法は得意先
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 のページをご覧ください。
得意先メニュー
得意先メニューでは、ツールバーに搭載された各種機能に加え、以下のオプションを
選択することができます：

営業担当者を変更 
このオプションを使って特定の得意先を担当する営業担当者を変更することができ
ます。
グループを変更 
このオプションを使って特定の得意先のグループを変更することができます。
得意先にメール送信 
選択した得意先に電子メールを送信する。オプションの「その他」から電子メール
送信の設定を行います。
得意先に電話 
選択した得意先に、Express Talkソフトフォンを使って電話を掛けます。Express 
Talkについての詳細はnch.com.au/jp/talk/index.htmlをご覧ください。
得意先を検索 
このオプションを選択すると得意先の検索画面が表示されます。この画面で検索を
得意先名を入力し、一覧から得意先を検索します。
次の得意先を検索 
このオプションを選択すると、検索している得意先を含む次の得意先が検索されま
す。キーボードのF3を押すことでも次の得意先の検索を行うことができます。
得意先グループを管理 
得意先情報は、特定の得意先グループを作成して分類することができます。得意先
をグループ分けする前に、得意先グループを作成する必要があります。詳しくは、
マニュアルの得意先グループページ（各画面についての項目）をご覧ください。
CSVから得意先をインポート 
CSVファイルに保存されている既存の得意先一覧がある場合は、このオプションを
使ってExpress 
Invoiceの得意先一覧にインポートすることができます。ExpressInvoiceは得意先
の残高はインポートしません。得意先の残高を設定するには、請求書一覧をインポ
ートするか、編集ボタンを使って繰越残高を設定します。
Outlookから得意先をインポート  
Outlookのアドレス帳から得意先一覧をインポートする場合はこのオプションを使
います。
他の会社から得意先をインポートする 
このオプションは、Express 
Invoice内の別の会社から得意先をインポートする際にも使うことができます。
CSVにエクスポート（差し込み印刷用） 
差し込み印刷などに使うために得意先一覧をエクスポートする必要がある場合はこ
のオプションを使います。
得意先残高を再計算 
得意先の金額を変更した後、一覧の金額に変更が反映されていない場合はこのオプ
ションを使って残高の再計算を行います。
封筒印刷 
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Express Invoiceを使うと、得意先宛の封筒に住所印刷を行うことができます。 
特定の得意先宛の封筒印刷を行う場合、一覧から得意先を選択し、得意先メニュー
-> 封筒印刷を選択します。 
封筒メニューから以下のいずれかの作業を選択します： 
● 印刷：封筒に宛先を印刷します。複数の得意先宛の封筒を印刷することができ

ます。
● 印刷プレビュー：封筒の印刷イメージをコンピュータ上で確認します。
● PDFで保存：封筒印刷イメージをPDF形式でコンピュータ上に保存します。
閉じる 
このオプションを使って得意先一覧画面を閉じます。
報告書メニュー

報告書メニューでは、ツールバーに搭載された各種機能に加え、以下のオプションを
選択することができます：

CSVで保存 
報告書をCSVファイルで保存します。
出荷ラベル

送付ラベルメニューを使い、得意先宛の送付ラベルを作成します。メモ：新規請求書
や見積書、受注書、入金などの画面には出荷ラベルメニューがありません。

出荷ラベルをプレビュー 
特定の得意先宛ての出荷ラベルのプレビューを表示します。
出荷ラベルを印刷 
特定の得意先宛ての出荷ラベルを印刷します。
出荷ラベルをメールで送信 
特定の得意先の出荷ラベルを電子メールで送信します。
出荷ラベルをFaxで送信 
特定の得意先の出荷ラベルをFaxで送信します。
PDFとして保存 
特定の得意先の出荷ラベルをPDFファイルに保存します。
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各画面について - 品目一覧
この画面を使って品目の管理を行います。品目一覧画面はメイン画面で「画面表示」
ボタンをクリックし、「品目」を選択すると表示されます。 品目一覧にはExpress 
Invoiceに入力されている全ての品目が表示されます。 
ツールバーのボタン
追加 
新規品目の作成はこのボタンをクリックします。
削除 
削除する品目を選択しこのボタンを押すと品目が削除されます。
編集 
選択した品目の編集はこのボタンを押して行います。
印刷 
このボタンをクリックして、現在選択されている品目情報を印刷します。
品目メニュー
品目メニューでは、ツールバーに搭載された各種機能に加え、以下のオプションを選
択することができます：
品目を検索 
このオプションを選択すると品目の検索画面が表示されます。この画面で検索を行う
品名を入力し、一覧から品目を検索します。
次の品目を検索 
このオプションを選択すると、検索項目とマッチする次の品目が検索されます。以下
のショートカットを使う事でも同様の作業ができます：F3 
キーを押すと、一覧内の次の品目が表示されます。
CSVから品目をインポート 
CSV一覧からExpress 
Invoiceに品目をインポートする場合はこのオプションを選択します。
他の会社から品目をインポート 
Express 
Invoiceの他の会社からインポートを行う場合もこのオプションを使うことができま
す。
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各画面について - 印刷プレビュー
プレビュー画面では各文書を印刷したときのイメージをページごとに表示します。
編集 
編集ボタンをクリックすると書類を書類の内容を編集することができます。
編集後「記録」ボタンをクリックすると変更が保存され、プレビューで変更を確認す
ることが出来ます。
印刷（可能な場合） 
文書の印刷は「印刷」ボタンを押します。
印刷ボタンを押すとプリンタの選択および設定ダイアログが開き、印刷するページを
選択することができます。 
電子メール 
文書を電子メールで送信する場合は「電子メール」ボタンを押します。
電子メールボタンを押すと受信人の電子メールアドレスと任意のメッセージを入力す
る画面が表示されます。文書はここに入力した電子メールアドレスに添付として送信
されます。 
Fax（プレビューメニューから選択） 
文書をFaxで送信する場合は「Fax」ボタンを押します。
Faxボタンを押すと受信人のFax番号を入力する画面が表示され、ここに入力した番号
宛にFaxが送信されます。 
PDF形式で保存 
書類をPDF形式で保存する場合はこのボタンをクリックします。
ファイルエクスプローラが開くのでPDFの保存先を指定します。
定期発行として設定 
請求書を定期発行するよう設定する場合はこのボタンをクリックします。
定期発行のスケジュールがめんが開くので、必要な設定を行います。
入金処理 
請求書に対する入金を行う場合はこのボタンをクリックします。
入金方法を選択画面が開くので、必要な情報の入力を行います。
ロゴ画像を設定 
帳票に会社ロゴを挿入する場合は、既存の会社ロゴを編集する場合はこのボタンをク
リックします。
ファイルのブラウザ画面が開くので、ロゴ画像として使う画像ファイルを検索して選
択します。
削除 
このボタンをクリックすると個の請求書を削除して良いか確認するダイアログが表示
されます。
請求書のレイアウト 
請求書のレイアウト等に変更を加える際はこのボタンをクリックします。
オプション画面が開くので必要な項目の編集を行います。
「次へ」または「戻る」（複数ページの場合） 
文書に複数のページがある場合、「戻る」および「次へ｣ボタンを使ってページの移動
ができます。 
閉じる 
閉じるボタンを押すと画面が閉じます。 
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各画面について - 新規グループ名を入力
このダイアログボックスを使い得意先グループ名を編集します。 
新規グループ名を入力 
既存のグループ名から変更する新しいグループ名を入力します。
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各画面について - 営業担当者一覧
この画面を使い営業担当者を管理します。 Express 
Invoiceに入力された全ての営業担当者がこの画面に表示されます。 
追加 
新規営業担当者情報の追加はこのボタンをクリックします。
削除 
削除する営業担当者情報を選択しこのボタンを押すと営業担当者情報が削除されます
。
編集 
選択した営業担当者情報の編集はこのボタンを押して行います。
営業担当者を検索 
このダイアログを使って営業担当者の検索を行います。名前を入力して検索します。
次の営業担当者を検索 
次の営業担当者を検索は、営業担当者検索を行った場合に表示されます。営業担当者
検索時に複数の検索結果がヒットした場合、次の営業担当者を検索を使って他の検索
結果を確認することができます。
全ての検索結果を確認し終えると「（検索ワード）に一致する営業担当者はこれ以上
見つかりませんでした」と言うメッセージが表示されます。
メモ： 
営業担当者を検索のテキストボックスから検索キーワードを削除した状態でOKボタ
ンをクリックすると、「一致する情報は見つかりませんでした」というメッセージが
表示されます。この場合、「次の営業担当者を検索」ボタンは灰色の文字で表示され
、使うことができなくなります。再度キーワードを入力して検索を行うと、「次の営
業担当者を検索」ボタンがまた使えるようになります。
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各画面について - 貸方票一覧
貸方票を管理する画面です。 Express 
Invoiceが処理した全ての貸方票がこの画面に表示されます。 
メインボタンの下の各種フィルタを使い一覧に表示される範囲を設定することができ
ます。 
「期間」指定機能を使い、発行日順に並べたり、開始日と終了日を設定して必要な貸
方票だけを表示したりすることも可能です。 
更に、「得意先」指定機能を使うことで、特定の得意先宛の貸方票だけを抜き出すこ
とも可能です。 
選択（新規貸方票および請求書一覧画面のみ） 
選択した貸方票を特定の得意先に適用（請求書一覧画面）、または貸方票を下書きと
して選択（新規貸方票画面）します。
選択 
新規貸方票の作成はこのボタンをクリックします。
削除 
削除する貸方票を選択しこのボタンを押すと貸方票が削除されます。
編集 
このボタンをクリックして選択した貸方票の入力項目を編集します。この作業は貸方
票1つ1つに行う必要があります。既に割り当て済みの貸方票の内容を編集することは
出来ません。
適用 
このボタンを押し、現在選択されている貸方票を既存の請求書に適用します。
貸方票の取り消し 
このボタンをクリックすると、選択した貸方票の請求書への割り当てを取り消します
。
貸方票を検索 
このダイアログを使って貸方票の検索を行います。検索は日付、貸方票番号、請求書
番号、得意先のいずれかから行うことができます。
次の貸方票を検索 
次の貸方票を検索は、貸方票検索を行った場合に表示されます。貸方票検索時に複数
の検索結果がヒットした場合、次の貸方票を検索を使って他の検索結果を確認するこ
とができます。
全ての検索結果を確認し終えると「（検索ワード）に一致する貸方票はこれ以上見つ
かりませんでした」と言うメッセージが表示されます。
メモ： 
貸方票を検索のテキストボックスから検索キーワードを削除した状態でOKボタンを
クリックすると、「一致する情報は見つかりませんでした」というメッセージが表示
されます。この場合、「次の貸方票を検索」ボタンは灰色の文字で表示され、使うこ
とができなくなります。再度キーワードを入力して検索を行うと、「次の貸方票を検
索」ボタンがまた使えるようになります。
プレビュー 
貸方票のイメージ（印刷する場合、PDF保存または電子メールで送信する場合）のプ
レビューはこのボタンをクリックします。
印刷 
選択した貸方票の印刷はこのボタンを押して行います。
メール送信 
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このボタンを押すと、選択した貸方票をPDF形式に変換し電子メールで送信すること
ができます（複数枚数の送信可）。送信先の電子メールアドレスを入力する必要があ
ります。
Fax送信 
このボタンを押すと、選択した貸方票をPDF形式に変換しFaxで送信することができ
ます（複数枚数の送信可）。送信先のFax番号を入力する必要があります。
保存 
このボタンを押すと選択した貸方票をPDF形式でコンピュータに保存することができ
ます。
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各画面について - 貸方票一覧を選択
この画面で貸方票を選択します。 Express 
Invoiceが処理した全ての貸方票がこの画面に表示されます。 
メインボタンの下の各種フィルタを使い一覧に表示される範囲を設定することができ
ます。 
「期間」指定機能を使い、発行日順に並べたり、開始日と終了日を設定して必要な貸
方票だけを表示したりすることも可能です。 
更に、「得意先」指定機能を使うことで、特定の得意先宛の貸方票だけを抜き出すこ
とも可能です。 
選択 
このボタンをクリックすると一覧でハイライトされている貸方票が選択されます。

133



各画面について - 新規貸方票
新規貸方票ダイアログで新しい貸方票を作成します。このダイアログは、新規貸方票

請求書メニューから選んでクリックすると表示されます。
貸方票の詳細を入力します。
流用 
既存の請求書または貸方票の下書きを使って新規貸方票を作成する場合、「流用」プ
ルダウンメニューから流用する書類の種類を選択します。流用する請求書または下書
き貸方票をクリックし、選択ボタンを押し、新規貸方票の詳細を入力します。
貸方票を発行する得意先 
プルダウンメニューから既存の得意先を選択するか、新規得意先名を手入力します。
新規得意先名を手入力した場合、新しい得意先として記録され、得意先一覧を使って
後から連絡先などの情報を記録に追加することができます。
得意先住所 
得意先の住所を入力します。
日付 
貸方票の発行日を選択します。
営業担当者 
各貸方票の営業担当者をプルダウンメニューから選択するか、新規営業担当者名を手
入力します。
請求書 
この領域には貸方票が適用された請求書が表示されます。
税金 
消費税が課税されない得意先（例：外国の得意先）の場合は非課税扱いを選択します
。
貸方票品目 
これが貸方票に記載される品目一覧です。「追加」ボタンを押して新規品目を追加し
、品目コード欄または品名欄をクリックしてプルダウンメニューから既存の品目を選
択するか、新規品目をタイプ入力します。新規品目は自動的に品目一覧に追加されま
す。数量や単価の変更を行う場合は新しい数字をタイプ入力してください。品目を削
除する場合は各品目欄の右横にある赤い"X"印をクリックします。
品目一覧のヘッダ 
品目一覧のカラムヘッダの名称は各ヘッダをクリックすることで自由に変えることが
出来ます。またヘッダの並び順も簡単に変更することが出来ます。 
● 他の名称を選択 ヘッダをクリックすると他の名称がいくつか表示されるので、こ

の名称から選択することでヘッダの名称を設定することができます。
● カラムのヘッダ名を変更... 

一覧に希望の名称が無い場合はこのオプションを選択して、必要な名称をタイプ入
力する形で設定します。

● カラムの並び順を変更... 
カラムの並び順を変更する場合はこのオプションを選択します。カラムは左から右
に並び順が変更されます。

割引を適用 割引を適用ボタンをクリックして全ての品目、または特定の行に割引を適
用します。詳しくは割引を適用の項目をご覧ください。
コメント 
備考欄は貸方票下部に表示されます。
社内用コメント 
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社内メモです。貸方票には表示されません。
合計 
税金を含む合計金額です。消費税額に誤りがある場合、「オプション」から「税金」
のタブを選択し確認してください。
記録のみ 
このボタンをクリックして、「記録のみ」または「下書きとして保存」を選択します
。記録した後の作業（印刷、Fax送信、電子メールなど）はプルダウンメニューから
選択します。また保存してプレビューを選択すると記録を行わずに貸付票のプレビュ
ーを行うことができます。
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各画面について - 出荷ラベル
このダイアログボックスで、出荷ラベルに印刷される発送時の指示事項を設定します
。 
発送時の指示事項を入力してください。 
出荷ラベルに印刷される発送時の指示事項を入力します。
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各画面について - 得意先グループを変更
このダイアログボックスで得意先のグループを変更します。 
新規得意先グループを選択する。 
プルダウンメニューから得意先グループを選択します。
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各画面について - 営業担当者を変更
このダイアログボックスで得意先の担当営業者を変更します。 
新規営業担当者を選択する。 
プルダウンメニューから営業担当者を選択します。
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各画面について - 新規カラム名を入力
このダイアログボックスを使いカラム名を編集します。 
新規カラム名を入力 
新しいから無名を入力します。
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各画面について - 返金
Express Invoiceの返金画面で返金情報の追加、削除および編集を行います。 
返金処理を行うにはまず「画面表示」ボタンから「返金」を選択して返金一覧画面を
開き 新規ボタンをクリックします。 
返金 
日付： 
返金処理日を入力します（請求書発行日ではありません）。
得意先： 
プルダウンメニューから得意先を選択します。
金額： 
返金額を入力します。
方法： 
返金方法を選択します。
参照番号： 
返金番号を入力しどの請求書や入金に対する返金かをわかりやすくします。
Express Accountsをアップデート： 
Express 
Accountsソフトウェアに情報を反映させる場合はここにチェックを入れます。
オンラインクレジットカードゲートウェイを使い得意先のクレジットカードに請求： 
得意先のクレジットカードにチャージする場合はここにチェックを入れます。「オプ
ション」の「クレジットカードゲートウェイ」タブで入金用口座を作成し、また得意
先情報にクレジットカード情報を追加する必要があります。
請求書 
入金処理済みで返金可能な請求書の一覧です。返金額をここで編集します。
記録のみ 
このボタンをクリックして返金を記録します。プルダウンメニューから記録して印刷
などのオプションを選択することができます。
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各画面について - キーワード検索
このダイアログを使って文字列の検索を行います。一覧画面を開いた状態でキーボー
ドのCtrl+Fを押すと検索ダイアログが表示されます。 
検索ワードをここに入力してください 
検索ワードを入力すると、この文字列を含む入力項目を確認することができます。
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各画面について - Authorizeアカウント設定
Authorizeアカウント設定
ログイン：
Authorize.Netで入手したログインIDを入力します。
取引キー：
Authorize.Netで入手したトランザクション・キーを入力します。
ゲートウェイ URL：
Authorize.Netゲートウェイを入力します。一般的なアカウントの場合はhttps://secu
re.authorize.net/gateway/transact.dll、テスト用アカウントの場合はhttps://test.au
thorize.net/gateway/transact.dllです。
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各画面について - Eway アカウント設定
Eway アカウント設定
得意先ID：
Ewayから入手した得意先IDを入力します。
ゲートウェイ URL：
Ewayのゲートウェイを入力します。一般的なURLはhttps://www.eway.com.au/gate
way_cvn/xmltest/testpage.asp（テストアカウント用）または、https://www.eway.
com.au/gateway_cvn/xmlpayment.asp（ライブアカウント用）です。
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各画面について - ペイパルPayflow 
Proアカウント設定
Paypalアカウント設定（Payflow Pro/Paypal Payments Pro）
提携先：
PayPalまたはPayPalパートナーのログイン情報を入力します。https://manager.pay
pal.comにログインする際と同じ証明を使います。
店側ログイン：
店側のログイン情報を入力します。
ユーザー：
通常これは店側ログイン情報と同じです。
パスワード：
Paypalの店側アカウントのパスワードを入力します
これはテスト用アカウントです（マニュアル参照）
実際には取引を行わないテストモードで作業を行う場合はここにチェックを入れます
。テストモードを使うには、https://sandbox.paypal.comにアカウントを作成し、sa
ndboxの電子メールアドレスをhttp://manager.paypal.comのサービス設定-> 
ホスト型決済 -> 
設定に入力します。（引用：https://www.paypalobjects.com/webstatic/en_US/de
veloper/docs/pdf/payflowgateway_guide.pdf 19 July 2013 p.50）
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各画面について - Paypal アカウント設定
Paypal アカウント
API ユーザー名：
PayPalから入手したAPIユーザー名を入力します。
API パスワード：
PayPalから入手したAPIパスワードを入力します。
ゲートウェイ URL：
PayPalのゲートウェイを入力します。ゲートウェイは通常以下のとおり：https://api
-3t.paypal.com/nvp
API識別子
クライアント側SSL
証明書を使う場合はこのオプションを選択します。
3トークンの認証
署名を使う場合はこのオプションを選択します。
署名：
3トークン認証用署名
証明書パスワード：
クライアント側SSL用証明書ファイルのパスワード
クライアント側SSL用証明書ファイルの絶対パスです。
接続をテスト
入力した情報を使ってゲートウェイへの接続をテストする場合にクリックします。
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各画面について - アカウント設定
サードパーティーのクレジットカードゲートウェイDLLをお使いの場合は、URLエン
コードされたログイン情報全体をここに入力します。
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各画面について - 
EDI用エクスポートに関する詳細
このダイアログを使ってEDI書式の書類の送信に必要なデータの設定を行います。 
送信者の修飾子
送信者の修飾子と識別子は御社を送信者として一意に識別するものでなければなりま
せん。
受信者の修飾子
受信者の修飾子と識別子は帳票の受信者を一位に選別するものでなければなりません
。
アプリケーションコード
アプリケーションの送信者と受信者のコードは帳票の送信者と受信者を一位に選別す
るものでなければなりません。それぞれ送信者の識別子と受信者IDの修飾子と同じも
のでなければなりません。

147



各画面について - 品目を追加
数量：
品目の数量を入力します。
品目コード
追加または編集する品目に短いコード（他の品目との重複不可）を入力または選択し
ます。
品名：
各種帳票に印刷される品目の名称を入力します。
税金：
適用する税率を選択します。選択肢が「無し」のみの場合はオプション画面で税率の
設定を行う必要があります（メイン画面からオプションへアクセスし税金タブで設定
）。
単価：
この品目の単価を入力します。
割引:
この品目に対する割引を入力します。
在庫品目：
品目の在庫を表示します。
発注点：
品目の発注点を表示します。
この品目の変更を保存
現在作業中の品目に加えた変更を保存する場合はここにチェックを入れます。
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各画面について - ユーザーアカウント
Webインターフェースへのアクセスは電子メールアドレスを使って行います。ユーザ
ーアカウントの設定や変更はオプション画面のWebアクセスタブから追加ボタンをク
リックして新規アカウントを作成するか、既存のアカウントを選択して編集ボタンを
クリックします。
表示用ニックネーム:
ユーザー名を入力してください。ユーザー名はWebアクセス時に必要になります。
電子メールアドレス：
電子メールアドレスは特定のユーザーを認識するために使われます。Webインターフ
ェースにログインする際は電子メールの入力が必要です。電子メールアドレスはまた
、パスワードの再発行の際にも必要になります。
パスワード：
ユーザーのパスワードを入力します。パスワードもWebインターフェースへログイン
する際に入力が必要です。パスワードを変更する場合は、画面右側の「作業」項目か
ら、「パスワードを変更」のリンクをクリックして行います。
パスワードの再入力：
正しく入力されたことを確認するため、ユーザーのパスワードを再入力します。
アカウントを有効にする
ここにチェックを入れるとこのユーザーアカウントが有効になります。アカウントが
有効になっていないと、Webインターフェースにアクセスすることはできません。
ユーザー特権
管理者
このオプションにチェックを入れると、このユーザーは他のユーザーの設定の変更や
、各処理項目の追加、編集、削除が可能になります。
ユーザー
このオプションにチェックを入れると、このユーザーは各処理項目の追加、編集、削
除が可能になります。
閲覧のみ
このオプションにチェックを入れると、ユーザーは各処理項目を閲覧することができ
ますが編集/削除はできなくなります。
会社
ユーザーがアクセスできる会社の一覧です。1台のプログラムで複数の会社を扱うよ
う設定されている場合、設定済みの会社がこの一覧に表示されます。管理者権限のあ
るユーザーは全ての会社にアクセスできます。
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各画面について - データをバックアップ
万一に備えデータは定期的にバックアップすることをお勧めします。バックアップは
以下のような方法で行うことができます。 
バックアップオプション
ネットワークフォルダにバックアップ
このオプションはオフィス内で作業をする方に適しています。ネットワーク管理者に
連絡し、共有サーバー上に安全なフォルダを作ってください。このフォルダを選択し
「バックアップ」をクリックします。ソフトウェアの全てのフォルダが指定されたフ
ォルダにコピーされます。万が一の事態（ハードドライブのクラッシュなど）が発生
した場合は、バックアップコピーを戻すだけで内容が元通りになります。
Express Burnを使ってCDまたはDVDにバックアップ
Express 
Burnを使って全てのデータをディスクに書き込む場合はこのオプションを選択します
。詳しくはhttp://www.nch.com.au/burn/jpをご覧ください。
着脱式ドライブにバックアップ
このオプションはまた外部USBハードドライブやUSBメモリを使ったバックアップに
もお使いいただけます。着脱式メディアで保存する際はMEOソフトウェアを使いファ
イルを暗号化することをお勧めします。
バックアップのスケジュール
バックアップは毎日同じ時間に実行されるよう予約設定することができます。 
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各画面について - データを復元
定期バックアップまたは手動バックアップからデータを復元します。 
スケジュールされたバックアップの復元
定期バックアップを使って作成したバックアップファイルからデータを復元する場合
はこのオプションを選択します。
復元ポイント：
バックアップ一覧から復元ポイントを選択します。
手動でバックアップを復元
手動でバックアップしたデータが保存されているディレクトリを選択する場合はこの
オプションを選択します。
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各画面について - Fax 設定
お使いのPCから電子メールプロトコルを使って直接Faxを送信するには、電子ゲート
ウェイが必要です。詳細は、お勧めゲートウェイリンクからご覧になることができま
す。
ゲートウェイドメイン（@マークの後）：
Faxを送信するにはゲートウェイドメイン（@マークの後ろの部分）を入力する必要
があります。例えば、[Fax番号]@yourfaxco.comにFaxを送信する際にはyourfaxco.c
omをドメインとして入力します。
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各画面について - Fax 番号
Faxを送信する電話番号を入力してください。
このFax 番号を記憶する
｢この番号を記憶する｣にチェックを入れると、後日また使う際に備え番号が保存され
ます。
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各画面について - 電子メールアドレス
送信先の電子メールアドレスを入力してください。ここには、電子メールアドレスの
全体を入力してください（例： 
taro.yamada@example.net）。複数の電子メールアドレス宛に送信する場合は、各ア
ドレスを半角カンマで区切ります。電子メールの送信に関する問題については 
こちらのページをご覧ください。
この電子メールアドレスを記憶する
このオプションが使える場合は「アドレスを保存」にチェックを入れると、後日同じ
アドレスを使う場合に備えアドレスが保存されます。
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各画面について - 印刷プレビュー
プレビュー画面では各文書を印刷したときのイメージをページごとに表示します。 
印刷（可能な場合） 
文書の印刷は「印刷」ボタンを押します。
印刷ボタンを押すとプリンタの選択および設定ダイアログが開き、印刷するページを
選択することができます。 
「戻る」および「次へ」 
文書に複数のページがある場合、「戻る」および「次へ｣ボタンを使ってページの移動
ができます。 
閉じる 
閉じるボタンを押すと画面が閉じます。 
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各画面について - 得意先別明細書
明細書ダイアログでは期間を指定して複数の得意先の明細を表示するよう選択するこ
とができます。 
明細書は印刷、印刷プレビューの表示、電子メールで送信、FAX送信、PDFで保存の
いずれかの方法で作成できます。選択した方法は一覧内の全ての得意先用明細書の作
成に適用されます。 
得意先フィルタ
全てチェック
全ての得意先を選択する場合はここにチェックを入れます
得意先を選択：
ExpressInvoiceが明細書を発行する得意先の一覧です。
日付順に並べ替え
ここにチェックを入れると請求書の情報が明細書上に日付順で表示されます。
期間を選択
自動的に月または最も古い支払期日を使用
このオプションを選択すると今月の前半（既に月半ばを過ぎている場合）、先月また
は支払期限が最も古い請求書の1か月前が日付として選択されます。
明細書期間を入力
このオプションを選択すると請求書の期間の日付を指定することができます。
開始日：
明細書に表示する期間の最初の日をタイプ入力するか、カレンダーのアイコンを使っ
て選択ます。
終了日：
明細書に表示する期間の最後の日をタイプ入力するか、カレンダーのアイコンを使っ
て選択ます。
印刷
選択した明細書を印刷する場合はここにチェックを入れます。
印刷プレビュー
選択した明細書の印刷プレビューを表示する場合はここにチェックを入れます。
メール送信
選択した明細書を電子メールで送信する場合はここにチェックを入れます。
Fax送信
選択した明細書をFAXで送信する場合はここにチェックを入れます。
PDFとして保存
選択した明細書をPDFフォーマットで保存する場合はここにチェックを入れます。
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各画面について - 明細書期間
明細書期間のダイアログで、発行する明細書の期間を選択することができます。この
ダイアログは得意先を得意先一覧から選択しツールバーの明細書ボタンをクリックす
ると開きます。 
自動的に月または最も古い支払期日を使用
このオプションを選択した場合、今月（既に半月が経過している場合）、先月、また
は最も古い請求書の支払期日の前月のいずれか早い日付が使用されます。
明細書期間を入力
このオプションを選択した場合、抽出する請求書の期間を特定することができます。
開始日：
明細用に抽出を開始する日付を入力します。
終了日：
抽出を終了する日付を入力します。
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各画面について - 文字属性
この画面では請求書上に表示される名称等の文字列の調整を行います。オプションの
「レイアウト」ページからアクセスできます。
フォント：
文字に使うフォントを選択します。
サイズ：
文字に使うフォントのサイズを選択します。
デザイン：
文字を太字や斜体にするかどうかを選択します。
色：
色の領域内をクリックし、文字の色を選択します。
配置：
文字の表示位置を右、中央、左のいずれかから選択します。

158



各画面について - 税率
税率ダイアログで請求書の計算に使用される新しい税率の入力および既存の税率の編
集を行います。税率ダイアログは、オプションの税金タブからアクセスします。追加

編集をクリックして変更します
。 
税金の名称：
税金の名称を入力。これは画面表示用です。
単純税率(%)：
これが請求書の計算に使用される税率です。
複合税率：
複数の税率を使って請求書の計算を行う場合はこのオプションを選択します。
税率1の後に税率2が適用されるよう足し合わせる
税率は順次適用されます。これはつまり、2つ目の税率は1つ目の税率が適用された金
額の小計に対して適用されるという事です。このボックスにチェックが入っていない
場合は、複数の税率が全て課税前の金額に対して適用されます。
0％を表示する
0%の税率も表示する場合はここにチェックを入れます。EU（欧州連合諸国）および
イギリスでのご使用にのみ当てはまります。
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各画面について - 複数の通貨
Express 
Invoiceは1台で複数の通貨の請求書を管理することができます。各通貨の請求書管理
はそれぞれ独立した作業が可能です。各種設定は全て各通貨ごとに設定することがで
きます。各通貨にはそれぞれの得意先や品目、入金、請求などを記録することができ
ます。 
新規通貨を追加 
新しい通貨を追加するには、「ExpresInvoice」メニューから「複数の通貨」を選択
します。「複数の通貨」画面が開くので「新規通貨を追加」ボタンをクリックします
。「通貨を追加/変更」画面が開くので必要な項目の入力や選択を行います。 
通貨を変更 
既存の通貨を変更する場合も、まず「ExpresInvoice」メニューから「複数の通貨」
を選択します。「複数の通貨」画面が開くので、変更する通貨を一覧から選択し、「
通貨を変更」ボタンをクリックします。「通貨を追加/変更」画面が開くので必要な項
目の入力や選択を行います。 
通貨を削除 
「通貨を削除」ボタンを使うと、選択した通貨とその通貨に付随した請求書や得意先
、入金などの情報が全て削除されます。 
通貨を選択 
通貨を選択するには選択ボタンを使います。 
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各画面について - 通貨を追加/変更
「通貨を変更」画面では通貨記号や通貨名、通貨の表示位置や小数点以下の桁数など
を指定できます。 
通貨記号：
通貨記号をタイプ入力またはプルダウンメニューから選択して入力します。例：￥
通貨名：
通貨名を入力します。例：円
通貨記号の位置：
通貨記号の表示位置を選択します。表示位置は金額の前もしくは後ろです。
金額の桁数：
小数点以下の桁数を選択します。
小数点記号：
小数点用の記号を選択します。例：.
千単位の区切り記号：
千単位の区切り記号を選択します。例：,
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各画面について - 割引を適用
以下の書類全体から一定の金額を割引：
請求書（見積書、貸方票、現金売上、受注書）全体に一定の割引額を適用する場合は
このオプションを選択します。
以下の書類全体に同率の割引を適用：
請求書（見積書、貸方票、現金売上、受注書）全体に特定の割引率を適用する場合は
このオプションを選択します。このタイプの割引は、まず最初に全ての品目を請求書
に入力してから適用する必要があります。
行ごとに異なる割引を適用
請求書（見積書、貸方票、現金売上、受注書）の各品目にそれぞれ割引欄を設ける場
合はこのオプションを選択します。各行の品目の割引は割引率として入力する必要が
あります。
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各画面について - 入金
Express Invoiceの入金画面で入金情報の追加、削除および編集を行います。 
新規入金情報の記録は、入金をツールバーからクリック、もしくはキーボードのCtrl
とYを押して行います。 
既存の入金記録の編集は、まず「画面表示」から「入金」を選択し入金一覧を表示し
ます。一覧から編集する入金を選択し、編集ボタンをツールバーから選んでクリック
します。 
得意先からの入金
日付：
入金日を入力します（請求書発行日ではありません）。
得意先：
プルダウンメニューから得意先を選択するか、プルダウンメニュー右側にある得意先
ボタンを使って新規得意先を作成します。
金額：
得意先を選択すると、得意先の合計残高がこの領域に自動的に入力されます。入金額
が残高とは違う場合は、実際の入金額を手入力します。
方法：
入金方法を選択します。
参照番号：
参照番号を入力します。オンラインでクレジットカードを使い入金があった場合、こ
の欄への入力は不要です。この場合、入金処理時に参照番号が自動発行されます。 
クレジットカードによる入金でなかった場合、参照番号の入力は任意ですが、どの請
求書に対する入金かを記録できる便利な機能です。 
Express Accountsをアップデート
Express 
Accountsソフトウェアに情報を反映させる場合はここにチェックを入れます。 
オンラインクレジットカードゲートウェイを通じて得意先のクレジットカードに請求
得意先のクレジットカードにチャージする場合はここにチェックを入れます。「オプ
ション」の「クレジットカードゲートウェイ」タブで入金用口座を作成し、また得意
先情報にクレジットカード情報を追加する必要があります。
請求書
入金処理が行われていない売掛金額の合計です。
入金済み請求書を表示
請求書一覧に入金済み請求書を表示する場合はここにチェックを入れます。
記録のみ 
このボタンをクリックして入金を記録します。プルダウンメニューから記録して印刷
などのオプションを選択することができます。
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各画面について - 返金
Express Invoiceの返金画面で返金情報の追加、削除および編集を行います。 
新しい返金を作成するにはまず返金一覧を開きます。返金一覧画面の開き方は以下の
通り：「画面表示」ボタンをクリックして「返金」を選択し、 新規ボタンをクリック
します。 
既存の返金を編集する場合は返金一覧から編集する返金を選択し以下をクリックしま
す： 編集ボタンをツールバーから選んでクリックします。 
得意先に返金
日付：
入金日を入力します（請求書発行日ではありません）。
得意先：
プルダウンメニューから得意先を選択するか、プルダウンメニュー右側にある得意先
ボタンを使って新規得意先を作成します。
金額：
得意先を選択すると、得意先の合計残高がこの領域に自動的に入力されます。入金額
が残高とは違う場合は、実際の入金額を手入力します。
方法：
返金方法を選択します。
参照番号：
参照番号を入力します。オンラインでクレジットカード決済を行う場合はこの欄は空
欄にしておきます。決済処理が完了後自動的に参照番号が発行されます。クレジット
カードによる入金でなかった場合、参照番号の入力は任意ですが、どの請求書に対す
る返金かを記録するのに便利な機能です。 
記録のみ 
このボタンをクリックして返金を記録します。プルダウンメニューから記録して印刷
などのオプションを選択することができます。
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各画面について - 返品/返金
返品/返金ダイアログ。返金は得意先の残高をマイナス金額にする形で行うことができ
ます。未払金のある得意先の残高を修正するには、１）既存の請求書を修正する、お
よび２）貸方票を発行するの2通りの方法があります。
得意先を選択
得意先一覧。過去12か月間に請求書が発行された得意先のみが一覧に表示されます。
請求書を修正
選択した得意先の請求書を編集する。
貸方票を発行
選択した請求書に貸方票を発行する。
得意先に返金を行う
新規返金画面を開き返金額を入力します。
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各画面について - 貸方票を適用する
「貸方票適用」画面で得意先の期限超過請求書に貸方票を適用します。 
適用する貸方票をプルダウンメニューから選んで内容を読み込むか、プルダウンメニ
ュー右横のボタンを押して表示した一覧から貸方票を選択、もしくは新しく貸方票を
作成してください。 
貸方票を選択すると、請求書一覧にこの得意先宛の請求書がすべて表示されます。入
金額を各請求書の「入金額」欄に入力します（入金欄には選択した貸方票の金額が自
動的に入力されます）。 
貸方票
日付：
貸方票の適用日を入力します（請求書発行日ではありません）。
貸方票：
プルダウンメニューから貸方票を選択します。プルダウンメニュー右横のボタンをク
リックすると貸方票の一覧が表示され、選択した貸方票の編集を行うことができます
。
得意先：
選択した貸方票を適用する得意先。この領域は貸方票を選択すると自動的に入力され
ます。ここで特定された得意先宛の請求書のみが一覧に表示されます。
金額：
この領域は貸方票を選択すると自動的に入力されます。
Express Accountsをアップデート
Express 
Accountsソフトウェアに情報を反映させる場合はここにチェックを入れます。
請求書
未相殺の過入金：
どの請求書にもまだ適用されていない金額です。
入金済み請求書を表示
請求書一覧に入金済み請求書を表示する場合はここにチェックを入れます。

166



各画面について - 営業担当者
営業担当者の情報
名前：
営業担当者名を入力します。
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各画面について - 納品書
納品書に明記される発行日、納品先名、納品先住所を入力 
納品先名：
納品先名を入力
納品先住所：
納品先住所を入力
発行日：
発行日を入力
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各画面について - 日付を選択
日付を選択
貸借対照表など、日付に応じたデータがある報告書を表示する場合は、報告書に抽出
を行う期間を選択する必要があります。期間は、本日、昨日、先月末あるいは昨年度
末等の特定の日付から選択することができます。もしくは、プルダウンメニューから
「選択」を選び、報告書の開始日と終了日を入力してください。 
日付：
日付を入力するか、カレンダーボタンをクリックして日付を選択してください。
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各画面について - 報告書用の期間を選択
期間を選択
請求書の報告書、営業担当者別報告書、またはキャッシュフロー計算書のような、一
定の期間のデータを表示する報告書の場合、報告書に抽出する期間を指定してくださ
い。 プルダウンメニューから、報告書の抽出を行う期間を選択します。期間は、本日
、今月、先月、今四半期、前四半期、今年、去年、今会計年度、あるいは前会計年度
など、特定の期間から選択することができます。もしくは、プルダウンメニューから
「選択」を選び、報告書の開始日と終了日を入力してください。 
開始日：
報告書の抽出を開始する日付を入力します。下向き矢印をクリックするとカレンダー
が表示され、ここで日付を選ぶことができます。
終了日：
報告書の抽出を終了する日付を入力します。下向き矢印をクリックするとカレンダー
が表示され、ここで日付を選ぶことができます。

170



各画面について - 報告書用の期間を複数選択
損益計算書分析など2つの期間を比較した報告書を作成する場合は報告書に抽出する
期間を2つ指定する必要があります。 
今期
報告書の最初の期間を選択します。期間は、本日、今月、先月、今四半期、前四半期
、今年、去年、今会計年度、あるいは前会計年度など、特定の期間から選択すること
ができます。もしくは、プルダウンメニューから「選択」を選び、報告書に抽出する
最初の期間の開始日と終了日を入力してください。 
開始日：
報告書の抽出を開始する日付を入力します。下向き矢印をクリックするとカレンダー
が表示され、ここで日付を選ぶことができます。
終了日：
報告書の抽出を終了する日付を入力します。下向き矢印をクリックするとカレンダー
が表示され、ここで日付を選ぶことができます。
前期
報告書の2番目の期間を選択します。期間は、本日、今月、先月、今四半期、前四半
期、今年、去年、今会計年度、あるいは前会計年度など、特定の期間から選択するこ
とができます。もしくは、プルダウンメニューから「選択」を選び、報告書に抽出す
る最初の期間の開始日と終了日を入力してください。 
開始日：
報告書の抽出を開始する日付を入力します。下向き矢印をクリックするとカレンダー
が表示され、ここで日付を選ぶことができます。
終了日：
報告書の抽出を終了する日付を入力します。下向き矢印をクリックするとカレンダー
が表示され、ここで日付を選ぶことができます。
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各画面について - 並べ替えの基準値を選択
「このカラムを基準に並べ替え」のプルダウンメニューを使い、報告書の並べ替えの
基準となるカラムを選択します。選択肢は作成した報告書ごとに異なり、いずれかの
カラムが自動的に事前選択されます。
ラジオボタンを使い並べ替えの方向を以下のいずれかに指定します：昇順（低い値か
ら高い値）または降順（高い値から低い値）。
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各画面について - 
報告書の期間選択とカラムの並べ替え
期間を選択
プルダウンメニューから、報告書の抽出を行う期間を選択します。期間は、本日、今
月、先月、今四半期、前四半期、今年、去年、今会計年度、あるいは前会計年度など
、特定の期間から選択することができます。もしくは、プルダウンメニューから「選
択」を選び、報告書の開始日と終了日を入力してください。開始日：
報告書の抽出を開始する日付を入力します。下向き矢印をクリックするとカレンダー
が表示され、ここで日付を選ぶことができます。
終了日：
報告書の抽出を終了する日付を入力します。下向き矢印をクリックするとカレンダー
が表示され、ここで日付を選ぶことができます。
報告書の並べ替え
「このカラムを基準に並べ替え」のプルダウンメニューを使い、報告書の並べ替えの
基準となるカラムを選択します。選択肢は作成した報告書ごとに異なり、いずれかの
カラムが自動的に事前選択されます。
ラジオボタンを使い並べ替えの方向を以下のいずれかに指定します：昇順（低い値か
ら高い値）または降順（高い値から低い値）。
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各画面について - 
報告書用を作成する得意先と期間を選択
期間を選択
プルダウンメニューから、報告書の抽出を行う期間を選択します。期間は、本日、今
月、先月、今四半期、前四半期、今年、去年、今会計年度、あるいは前会計年度など
、特定の期間から選択することができます。もしくは、プルダウンメニューから「選
択」を選び、報告書の開始日と終了日を入力してください。開始日：
報告書の抽出を開始する日付を入力します。下向き矢印をクリックするとカレンダー
が表示され、ここで日付を選ぶことができます。
終了日：
報告書の抽出を終了する日付を入力します。下向き矢印をクリックするとカレンダー
が表示され、ここで日付を選ぶことができます。
報告書の並べ替え
「このカラムを基準に並べ替え」のプルダウンメニューを使い、報告書の並べ替えの
基準となるカラムを選択します。選択肢は作成した報告書ごとに異なり、いずれかの
カラムが自動的に事前選択されます。
ラジオボタンを使い並べ替えの方向を以下のいずれかに指定します：昇順（低い値か
ら高い値）または降順（高い値から低い値）。
得意先フィルタ
全てチェック
全ての得意先を選択する場合はここにチェックを入れます
得意先を選択：
この一覧にリストアップされた得意先が報告書を作成する必要がある得意先です。
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各画面について - 報告期間
指定された期間の報告書を作成
期間を選択：
抽出する報告書の期間を選択します。今月、先月、今年、去年のいずれかの期間を選
択することが可能です。もしくはプルダウンメニューで「選択する」を選び、始期と
終期を各欄で指定することで特定の期間を指定することができます。
開始日：
報告書の抽出を開始する日付を入力します。下向き矢印をクリックするとカレンダー
が表示され、ここで日付を選ぶことができます。
終了日：
報告書の抽出を終了する日付を入力します。下向き矢印をクリックするとカレンダー
が表示され、ここで日付を選ぶことができます。
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各画面について - 得意先別品目報告
得意先別品目報告を作成
得意先を選択：
報告書を作成する得意先を選択します。
期間を選択：
抽出する報告書の期間を選択します。今月、先月、今年、去年のいずれかの期間を選
択することが可能です。もしくはプルダウンメニューで「選択する」を選び、始期と
終期を各欄で指定することで特定の期間を指定することができます。
開始日：
報告書の抽出を開始する日付を入力します。下向き矢印をクリックするとカレンダー
が表示され、ここで日付を選ぶことができます。
終了日：
報告書の抽出を終了する日付を入力します。下向き矢印をクリックするとカレンダー
が表示され、ここで日付を選ぶことができます。
報告書の並べ替え
「このカラムを基準に並べ替え」のプルダウンメニューを使い、報告書の並べ替えの
基準となるカラムを選択します。選択肢は作成した報告書ごとに異なり、いずれかの
カラムが自動的に事前選択されます。
ラジオボタンを使い並べ替えの方向を以下のいずれかに指定します：昇順（低い値か
ら高い値）または降順（高い値から低い値）。
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各画面について - 売掛金年齢表
報告書の並べ替え
「このカラムを基準に並べ替え」のプルダウンメニューを使い、報告書の並べ替えの
基準となるカラムを選択します。選択肢は作成した報告書ごとに異なり、いずれかの
カラムが自動的に事前選択されます。
ラジオボタンを使い並べ替えの方向を以下のいずれかに指定します：昇順（低い値か
ら高い値）または降順（高い値から低い値）。
得意先フィルタ
全てチェック
全ての得意先を選択する場合はここにチェックを入れます
得意先を選択：
報告書の作成を行う得意先の一覧です。
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各画面について - 得意先売上を報告
得意先売上報告書を作成
全て選択する
全ての得意先を選択する場合はここにチェックを入れます
得意先を選択：
この一覧にリストアップされた得意先が報告書を作成する必要がある得意先です。
期間を選択：
抽出する報告書の期間を選択します。今月、先月、今年、去年のいずれかの期間を選
択することが可能です。もしくはプルダウンメニューで「選択する」を選び、始期と
終期を各欄で指定することで特定の期間を指定することができます。
開始日：
報告書の抽出を開始する日付を入力します。下向き矢印をクリックするとカレンダー
が表示され、ここで日付を選ぶことができます。
終了日：
報告書の抽出を終了する日付を入力します。下向き矢印をクリックするとカレンダー
が表示され、ここで日付を選ぶことができます。
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各画面について - 報告書用の期間を選択
期間を選択
期間内のデータを表示する報告書や売上税レポートや（見越計上/現金払いベース）な
どサブタイプを選択するタイプの報告書には報告書の期間を選択する必要があります
。プルダウンメニューから報告書の期間を選択します。今日、今月、先月、今四半期
、前四半期、今年度、前年度、今会計年度、前会計年度から選択できます。また、開
始日と終了日を選択することもできます。報告書のタイプもプルダウンメニューから
選択できます。
開始日：
報告書の抽出を開始する日付を入力します。下向き矢印をクリックするとカレンダー
が表示され、ここで日付を選ぶことができます。
終了日：
報告書の抽出を終了する日付を入力します。下向き矢印をクリックするとカレンダー
が表示され、ここで日付を選ぶことができます。
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各画面について - 定期請求のスケジュール
開始日：
請求書が作成される最初の日を入力。
請求間隔：
請求書の発行頻度を選択。
作業：
請求書が記録された後の作業を選択します。
表示される全ての%period%の文字列を日付に変更
請求期間を明記することで、各請求書がどの期間に対するものかを得意先に知らせる
ことができると便利な場合があります。 
このオプションにチェックが入っている場合、%period%の文字列が実際の請求期間
の日付に置換えられます。 
価格が変更された品目のアップデート
ここにチェックを入れると定期請求が記録された際に品目の価格に変更が無かったか
確認をします。変更があった場合は価格がアップデートされます。
得意先のクレジットカードに自動請求
ここにチェックを入れ、得意先の決済方法にクレジットカードを選択すると、定期請
求の発行時に請求額がクレジットカードに自動的にチャージされます。
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各画面について - 定期受注書のスケジュール
開始日：
受注書が作成される最初の日を入力。
請求間隔：
受注書の発行頻度を選択。
作業：
受注書が記録された後の作業を選択します。
表示される全ての%period%の文字列を日付に変更
注文期間を明記することで、各受注書がどの期間に対するものかを得意先に知らせる
ことができると便利な場合があります。 
このオプションにチェックが入っている場合、%period%  
の文字列が実際の注文間の日付に置換えられます。 
価格が変更された品目のアップデート
ここにチェックを入れると定期受注が記録された際に品目の価格に変更が無かったか
確認をします。変更があった場合は価格がアップデートされます。
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各画面について - 複数の会社
Express 
Invoiceを1台インストールするだけで複数の会社の請求書を管理することができます
。各会社に1台インストールしたかのようなスムーズな管理が可能です。各種設定は
会社ごとに変更が可能です。各会社ごとにそれぞれの得意先や品目、入金情報や請求
書などを記録することができます。 
会社を追加 
会社を追加するにはメニューから請求書 -> 
「複数の会社」を選択します。次に追加をクリックします。追加をクリックするとス
タートアップウィザードが起動します。 
会社を削除 
選択した会社を削除するには削除ボタンを使います。 
会社を選択 
会社を選択するには選択ボタンを使います。 
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各画面について - 新規品目
品目コード
各品目に短く覚えやすいコードを作成します。
品名：
各品目の正式名称や簡単な説明などを入力します。
単価:
品目の価格です。
数量：
品目の数量を入力します。
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各画面について - 現金決済
請求額：
支払いが必要な金額を表示します。
つり銭:
預り額を入力するとつり銭の金額が表示されます。
現金:
顧客からの入金額を入力します。
領収書を印刷
領収書を印刷する場合はここにチェックを入れます。
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各画面について - クレジットカード決済
クレジットカード情報
カード番号：
得意先のクレジットカード番号を入力します。
セキュリティーコード(CVV)：
得意先のクレジットカードのセキュリティ番号を入力します。
有効期限（月）：
得意先のクレジットカードの有効期限が切れる月を入力します。
有効期限（年）：
得意先のクレジットカードの有効期限が切れる年を入力します。
カード名義人：
クレジットカード名義人のお名前を入力します。
請求先住所（任意）
得意先名：
得意先の会社名を入力します。
請求先住所：
得意先の請求住所を入力します。
請求額：
この領域にはこの得意先宛の合計未払い額が表示されます。
領収書を印刷
領収書のコピーを印刷する場合はここにチェックを入れます。
支払用ゲートウェイを設定する
ここをクリックしてクレジットカードのゲートウェイを設定します。
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各画面について - 小切手決済
小切手番号：
小切手番号を入力します。
請求額：
支払いが必要な金額を表示します。
領収書を印刷
領収書を印刷する場合はここにチェックを入れます。
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各画面について - 入金方法を選択する
入金方法
現金
現金決済
小切手
小切手での支払いは小切手番号が必要です
小切手番号：
小切手番号を入力します
クレジットカード
得意先がクレジットカードを使って支払いを行う場合は「クレジットカード」オプシ
ョンを選択します。クレジットカード情報は得意先情報に入力されているカード情報
が自動入力されます。またここでクレジットカード情報を変更した場合は、得意先情
報に保存されているクレジットカード情報にも変更が反映されます。クレジットカー
ドのゲートウェイも設定されている必要があります（ゲートウェイ情報は「オプショ
ン」の「クレジットカードのゲートウェイ」タブにあります）。 
オンラインクレジットカードゲートウェイを通じて得意先のクレジットカードに請求
オンラインのクレジットカードゲートウェイを使って得意先のクレジットカードにチ
ャージを行う場合はこのオプションを選択します。この支払方法を使うには事前にク
レジットカードゲートウェイの設定を行う必要があります（オプション画面の「支払
い方法」から設定を行います）。
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各画面について - 
複数のあて先に電子メールを送信
電子メールの送信先：
この電子メールアドレスへ全て送信
全データを指定した電子メールアドレスに送付します。
得意先の電子メールアドレスへ送信
得意先の電子メールアドレスへデータを送信します。得意先の電子メールが無い場合
電子メールアドレスを手入力する
送信先の電子メールアドレスを入力する必要があります。
得意先をスキップ
電子メールアドレスが入力されて無い場合は送信しません。
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各画面について - 得意先を選択
得意先：
得意先名を入力します。
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各画面について - 自動明細書を発行
自動明細の発行方法を選択します。 
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各画面について - 他の会社から品目をインポート
「他の会社から品目をインポート」を行うと、1つの会社からもう1つの会社へ品目の
コピーを行うことができます。 
会社
ExpressInvoiceで請求書管理を行う会社の一覧です。データを抽出する会社を選択し
ます。 
品目
ExpressInvoiceに登録されている品目の一覧。複製する品目を選択します。 

191



各画面について - 
他の会社から得意先をインポートする
「他の会社から得意先をインポート」を行うと、1つの会社からもう1つの会社へ得意
先情報のコピーを行うことができます。 
会社
ExpressInvoiceで請求書管理を行う会社の一覧です。データを抽出する会社を選択し
ます。 
得意先
ExpressInvoiceに登録されている得意先の一覧です。複製する得意先情報を選択しま
す。 
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各画面について - 請求書の記録履歴
選択した記録の履歴がこのダイアログボックスに表示されます。 
書類のメール送信やFax送信、印刷などの作業が正しく完了したかどうかを表示しま
す。 保存をクリックしてログをログファイルに記録します。 
印刷アイコンをクリックして履歴を印刷します。 
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各画面について - 電子メールアドレス
送信先の電子メールアドレスを入力してください。アドレスは全体を入力する必要が
あります（例：taro.yamada@sample.com）。複数のアドレスに電子メールを送信す
る場合は、それぞれのアドレスを半角カンマ（,）で分けます。 
電子メールの送信に関する問題についてはこちらをご覧ください。 
この電子メールアドレスを記憶する
「電子メールアドレスを保存」にチェックを入れると、後日同じアドレスを使う場合
に備えアドレスが保存されます。 

請求書を添付または挿入
請求書を電子メールで送信する際は、PDF形式で添付または電子メールの本文にHTM
L形式で挿入のいずれかの方法を選ぶことができます。 
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各画面について - 電子メールアドレス：支払い
送信先の電子メールアドレスを入力してください。アドレスは全体を入力する必要が
あります（例：taro.yamada@sample.com）。複数のアドレスに電子メールを送信す
る場合は、それぞれのアドレスを半角カンマ（,）で分けます。 
電子メールの送信に関する問題についてはこちらをご覧ください。 
この電子メールアドレスを記憶する
「電子メールアドレスを保存」にチェックを入れると、後日同じアドレスを使う場合
に備えアドレスが保存されます。 

支払い明細を添付または挿入
支払い明細を電子メールで送信する際は、PDF形式で添付または電子メールの本文に
HTML形式で挿入のいずれかの方法を選ぶことができます。 
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各画面について - 電子メールアドレス：返金
送信先の電子メールアドレスを入力してください。アドレスは全体を入力する必要が
あります（例：taro.yamada@sample.com）。複数のアドレスに電子メールを送信す
る場合は、それぞれのアドレスを半角カンマ（,）で分けます。 
電子メールの送信に関する問題についてはこちらをご覧ください。 
この電子メールアドレスを記憶する
「電子メールアドレスを保存」にチェックを入れると、後日同じアドレスを使う場合
に備えアドレスが保存されます。 

返金明細を添付または挿入
返金明細を電子メールで送信する際は、PDF形式で添付または電子メールの本文にH
TML形式で挿入のいずれかの方法を選ぶことができます。 
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各画面について - カラムの並び順
カラムの並び順画面では請求品目一覧の各カラムのヘッダの並び順を変えることが出
来ます。 
一覧にはカラムのヘッダの一覧が並んでいます。
上に移動
選択したヘッダを1つ前に移動する。
下に移動
選択したヘッダを1つ後ろに移動する。
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各画面について - 得意先 ~ 得意先
得意先名：
得意先の会社名を入力します。
担当者：
仕入先の担当者のフルネームを入力します。
担当者の姓：
仕入先の担当者の姓、または呼び名がここに入ります。
住所：
得意先の請求先住所を入力します。送付先住所が請求先と異なる場合は「その他」の
タブに送付先を入力します。
請求先住所を送付先住所として使う
得意先の請求先住所と送付先住所が同じである場合はここにチェックを入れます。
VAT登録番号:
得意先VAT登録番号
電話（主）：
得意先の主電話番号を入力します。
電話（副）：
得意先の副電話番号を入力します。
Fax：
得意先のFAX番号を入力します。
電子メール：
電子メールで帳票を送信する際に使用するアドレスを入力します。
追加情報：
請求書に印刷する追加情報（事業登録番号など）を入力します。
アクティブな得意先
現在取引のあるアクティブな得意先である場合はここにチェックを入れます。
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各画面について - 得意先 ~ クレジットカード
カード番号：
得意先のクレジットカード番号を入力します。
セキュリティーコード(CVV)：
得意先のクレジットカードのセキュリティ番号を入力します。
カードの種類：
得意先のクレジットカードの種類を入力します。
有効期限（月）：
得意先のクレジットカードの有効期限が切れる月を入力します。
有効期限（年）：
得意先のクレジットカードの有効期限が切れる年を入力します。
カード名義人名：
カード名義人の名を入力します。
カード名義人姓：
カード名義人の姓を入力します。
通貨の種類：
得意先の支払い通貨を選択します。PayPalを使用する場合、支払い通貨を選択するこ
とが出来ます。
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各画面について - 得意先 ~ その他
送付先住所：
得意先の送付先住所が請求先住所と異なる場合はここに入力します。送付先住所が請
求先住所を同じ場合は、得意先ページで「請求先住所を送付先住所として使う」にチ
ェックを入れます。
請求送付方法：
定期請求を実行する際にExpress Invoiceが使用する送付方法を選択します。
この得意先を非課税扱いにする
この得意先との取引には課税しない場合はここにチェックを入れます。
支払条件：
請求書に表示される得意先ごとの支払い条件を設定します。
営業担当者：
この得意先宛に作成される請求書の担当者として設定される営業担当者名です。
得意先備考:
このメモ欄は内部報告専用です。得意先情報や得意先との特別契約などの情報の入力
にお使いください。
得意先グループ：
各得意先が属するグループを選択します。得意先グループの管理は「得意先グループ
」領域の右側にあるボタンを使って行います。
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各画面について - 得意先 ~ 情報
繰越金：
得意先の繰越残高を使って現在の残高が計算されます。
残高:
得意先の売掛金残高です。
最も古い支払い期日：
得意先宛に発行された請求書中、一番古い支払期日です。
直近の請求書：
得意先宛に発行された直近の請求書番号です。
請求書
請求書を検索
特定の得意先宛に発行した全ての請求書を表示する場合はこのボタンをクリックしま
す。
特定の得意先宛に発行した請求書の一覧です。請求書をダブルクリックすると内容が
表示されます。

201



各画面について - 品目 ~ 品目
品目ダイアログの品目タブで新規品目の追加および既存の品目の編集を行います。 
新規品目の追加は新規品目を追加リンクをメイン画面の左側のバー内でクリックする
と表示されます。 既存の品目の編集は、品目一覧内で編集する品目を指定し、編集ボ
タンをツールバーから選んでクリックします。 
品目コード
各品目に短く覚えやすいコードを作成します。品目コードはデフォルトでは請求書に
表示されません。
品名：
帳票に印刷される品目の名称を入力します。
単価（価格またはレート）：
品目の単価です。
税金：
品目に適用される税率を選択します。「無し」としか表示されない場合は税金オプシ
ョンを設定する必要があります（メイン画面のオプションをクリックし税金タブを選
択）。

202



各画面について - 品目 ~ 在庫
品目ダイアログの在庫タブで新規および既存の品目の在庫情報の追加と編集を行いま
す。 新規在庫情報の追加は新規品目を追加リンクをメイン画面の左画面でクリックし
、表示ダイアログ上の「在庫」タブをクリックして行います。 
既存の品目の編集は、在庫一覧で編集する品目を指定し、編集ボタンをツールバーか
ら選んでクリックし、品目ダイアログの「在庫」タブをクリックします。 
在庫レベルの管理
在庫数の管理を行う場合はここにチェックを入れます。ここにチェックを入れると、
Express 
Invoiceで在庫管理が可能になり、在庫数が指定した発注点を下回ると警告を発しま
す。
実在庫数：
現在の在庫数です。
適正在庫数：
常にあるべき在庫数です。
発注点：
品目の在庫不足に対する警告が入る数値です。
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各画面について - 新規通貨ウィザード ~ 
通貨を設定
「通貨」画面では通貨記号や通貨名、通貨の表示位置や小数点以下の桁数などを指定
できます。 
通貨記号：
通貨記号をタイプ入力またはプルダウンメニューから選択して入力します。例：￥
通貨名：
通貨名を入力します。例：円
通貨記号の位置：
通貨記号の表示位置を選択します。表示位置は金額の前もしくは後ろです。
金額の桁数：
小数点以下の桁数を選択します。
小数点記号：
小数点用の記号を選択します。例：.
千単位の区切り記号：
千単位の区切り記号を選択します。例：,
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各画面について - Express 
Invoiceのクイックスタート ウィザード ~ 
クイックスタート：国を選択してください
地域の設定画面では会社の所在地に応じた税率の設定を行うことができます。事業拠
点がカナダにある場合は州の選択が必要になります。 
国を選択してください：
会社の所在地（国）を入力します。
州を選択してください（カナダのみ）：
会社の所在地（州）を入力します（カナダは州ごとに異なる税率が存在するため、こ
こで州を選択してください）。
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各画面について - Express 
Invoiceのクイックスタート ウィザード ~ 
Express Invoiceのクイックスタート ウィザード
通貨設定画面では請求書に使われる通貨と通貨記号を選択することが出来ます。 
通貨記号：
使用する通貨の通貨記号を入力します。
通貨名：
使用する通貨の名称です。（例：円、ドル）
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各画面について - Express 
Invoice　Webアクセスセットアップ用ウィザー
ド ~ ウェブアクセスを設定する
Webアクセスのウィザードを使うとWebアクセスの設定を簡単に行うことができます
。Webアクセスは、他のコンピュータからExpress 
Invoiceにアクセスする必要がある場合や、他の場所からアクセスが必要な場合、ま
た他のユーザーが他のコンピュータからアクセスする必要がある場合などに便利な機
能です。 
Webアクセスの設定がまだおこなわれていない場合は、メイン画面左側に「Webアク
セスを設定」という項目が表示されているので、この項目をクリックしてウィザード
を開始します。
Webアクセスを今すぐセットアップしますか？
ローカルネットワークまたはインターネットからのリモートアクセスを設定します。
最初のオプションを選択すると、ウィザードがWebアクセスの設定をお手伝いします
。
リモートアクセスを設定しない。
2番目のオプションを選択するとWebアクセスの設定を終了します。
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各画面について - Express 
Invoice　Webアクセスセットアップ用ウィザー
ド ~ ユーザーアカウント設定
Web アカウント
表示用ニックネーム:
ユーザー名を入力します。これは画面表示用です。
電子メールアドレス：
各ユーザーの認識に使われます。電子メールはWebインターフェースにログインする
際、およびパスワードの紛失時に使われます。
パスワード：
ユーザー用のパスワードを入力してください。Webインターフェースにログインする
際にこのパスワードが必要になります。
パスワードの再入力：
正しく入力されたことを確認するため、ユーザーのパスワードを再入力します。
アカウントを有効にする
アカウントを有効にし、ユーザーがWebインターフェースにアクセスできるようにす
るには、このオプションにチェックを入れます。
ユーザー特権
管理者
このオプションにチェックを入れると、このユーザーは他のユーザーの設定の変更や
、各処理項目の追加、編集、削除が可能になります。
ユーザー
このオプションにチェックを入れると、このユーザーは各処理項目の追加、編集、削
除が可能になります。
閲覧のみ
このオプションにチェックを入れると、ユーザーは各処理項目を閲覧することができ
ますが編集/削除はできなくなります。
会社
ユーザーがアクセスできる会社の一覧です。管理者として設定されたユーザーは全て
の会社にアクセスできるよう初期設定されています。
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各画面について - Express 
Invoice　Webアクセスセットアップ用ウィザー
ド ~ Webアクセスのタイプを選択する
ローカルアクセス - ローカルネットワーク内からデータにアクセス。
ネットワーク外やインターネットなどからExpress 
Invoiceにアクセスしない場合はこのオプションを選択します。このオプションを使
ってExpress Invoiceにアクセスする際もブラウザを使う必要があります。
パブリックアクセス - Webブラウザを使ってどこからでもデータにアクセス。
ネットワーク外からインターネットを使ってExpress 
Invoiceにアクセスする必要がある場合は、このオプションを選択します。
クラウドアクセス - 処理速度は落ちるが、簡単にパブリックアクセスが可能。
パブリックアクセスの設定に問題がある場合は、このオプションを選択してください
。クラウドアクセスは他のオプションに比べ動きが遅い可能性がありますが、他に比
べて設定が格段に簡単です。
アクセス状況
「アクセス状況」は接続の種類に応じた各種エラーの表示を行うほか、Webアクセス
が正しく行われているかどうかをお知らせします。エラーが表示された場合は、解決
策のヒントも同時に表示されます。ネットワークの構成方法については、ネットワー
ク管理者にお問い合わせください。
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