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テクニカル　サポート
Inventoria 
在庫管理ソフト操作中に問題が起こった場合は、サポートへ連絡する前に、該当する
トピックをお読みください。このユーザーガイドに問題が見つからない場合は、

www.nchsoftware.com/inventory/jp/support.html にて、最新のInventoria 
在庫管理ソフト
オンラインテクニカルサポートをご覧ください。それでも問題が解決されない場合は
、そのページに記載されているテクニカルサポートまで連絡してください。

ソフトウェアの提案
Inventoria 
在庫管理ソフトの改善策または、必要な関連するソフトウェアへの提案がございまし
たら、www.nch.com.au . の提案ページに書き込んでください。当社のソフトウェア
プロジェクトの多くは、ユーザーからの提案によって行われています。お客様の提案
が採用された場合、アップグレード版を無料で提供いたします。

www.nchsoftware.com/inventory/jp/support.html
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はじめに
Inventoriaをインストールいただき、ありがとうございます。 
Inventoriaは複数の倉庫の在庫管理が可能な、プロ仕様のWindowsおよびMac OS 
X用在庫管理ソフトウェアです。 
機能 
● シンプルで簡単に使えるインターフェース 
● 在庫数、コスト、平均値を管理し、簡単に報告書を作成 
● 発注点を指定することで、在庫数の不足を警告し再発注のタイミングを逃しません

● 各倉庫間の在庫移動はボタンをクリックするだけ 
● 仕入先や得意先のデータベースを管理 
● 共通した品目を分類することで、在庫管理が簡単に
● 作成した注文書は、メーカーへ直接電子メールで送付可能 
● 定期発注を設定し、自動的に注文書を発送 
● 品目詳細に備考、URL、写真を追加 
● バーコードでの読み取り可能 
● 品目の入出庫に関する履歴を閲覧
動作環境 
● Windows 98/2000/XP/2003/Vista/7/8/10
● インターネット接続（報告書等の電子メール送信用）
● プリンタ（報告書等の印刷用）

3



パスワード管理
パスワードの変更方法
1. まず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
ログインページの「パスワードを忘れましたか？」リンクをクリックし、登録電子メ
ールアドレスを入力の上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。安全対策として、パスワードは再発行する度に毎回変更されま
す。 

4



基本的な使い方
Inventoriaを初めて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。まず各書類の一番上に表示される会社名を入力します。 
スタートアップ 
ウィザード実行が終了すると、品目の追加および入出庫が可能になります。初期設定
された項目は「今すぐ」機能しますので、「新規品目を追加」をクリックし、最初の
品目を追加してください。
Inventoriaの設定は、オプション画面でいつでも変更することができます。在庫管理
を行うビジネスの詳細や、税率など、様々な情報を追加・変更できます。
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データのバックアップおよび復元
データ紛失などの不測の事態に備えInventoriaのデータをバックアップしておくこと
をお勧めします。Inventoriaでは様々な方法でのバックアップが可能。復元も簡単に
行うことができます。
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
選択します。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。
こちらもご覧ください：
● バックアップ （「各画面について」の項目）
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品目を検索
この画面を使って一覧から品目を検索します。品目検索ダイアログを表示するには、

をInventoriaメニューから選択するか、Ctrl+Fをキーボードで押します。
品目検索画面に品番または品名を入力することで、品目の検索を行います。
最初に表示された品目が探している品目ではなかった場合は次の品目を検索をInvent
oriaメニューから選択するか、F3をキーボードで押して次の該当品目を表示します。
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キーボードのショートカット
Inventoriaで最も頻繁に行われる作業のショートカットは以下の通りです：
● 新規品目Ctrl+N 
● 品目を編集Ctrl+E 
● 品目を複製Ctrl+D 
● 品目を削除Del 
● 品目を検索 Ctrl+F 
● 次の品目を検索 F3 
● ウェブアクセスを行うCtrl+W
● プログラムのオプション画面を表示するCtrl+O
● マニュアルを表示するF1 
● Inventoriaを終了する Alt+F4 
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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。

10



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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 よく使うタスク： - よく使うタスク：概要
新規品目を追加 メイン画面の「新規品目を追加」をクリックし、品番、品名、販売価
格、原価を入力します。各品目にはそれぞれの倉庫および分類、品目の数量などを入
力します。内容が全て正しいことを確認した後は保存をしてください。
追加、編集、削除、保存の機能は「閲覧のみ」のユーザーにはお使いいただけません
。 
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 よく使うタスク： - 
よく使うタスク：在庫の注文
在庫を注文する メイン画面の「在庫」ボタンをクリックし「在庫注文」を選択します
。仕入先名を入力または選択してください品目を追加ボタンをクリックして、購入す
る品目を入力します。プルダウンメニューをクリックし品番を選択することで品名が
自動記入されます。内容が正しいことを確認した後は以下のいずれかを行います： 
● 記録してプレビュー表示：注文書を保存（記録）しプレビューを表示します。
● 記録して印刷：注文書を記録し印刷します。
● 記録してメール送信：注文書を記録しDF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：注文書をシステムに記録し得意先のFAX番号に送付します。
● 下書きとして保存：注文書を保存します。後から内容を変更し送付することができ

ます。
● 定期請求書として保存：注文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。注文書の発注日になるとInventoriaはまず発注を行う旨につき
確認を入れ、その後前回発注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。

追加、編集、削除、保存の機能は「閲覧のみ」のユーザーにはお使いいただけません
。 
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 よく使うタスク： - 
よく使うタスク：データのインポート
CSVテキストファイルから品目をインポートする メイン画面の「在庫」をクリックし
「CSVから品目をインポート」を選択します。ファイル名を入力または選択します。 
入力用文書ファイルには品番、品名、カテゴリ、倉庫、数量、原価、販売価格、税金
が書かれている必要があります。 
税金欄は各品目にデフォルトの税率を適用するため空欄のままでも構いません。税率
を入力する際は、特定の税率を整数で入力します。非課税の場合は0と入力します。
非課税でない場合はオプションの「税金」ダイアログで指定されているそれぞれの税
率に応じて1、2、3のいずれかを入力します。 
言語別の文字設定 
ローマ字：Excelをお使いの場合CSV（Comma delimited）またはUnicode 
textでインポートファイルを保存します。 
日本語：Excelをお使いの場合Unicode 
textでインポートファイルを保存します。OpenOfficeをお使いの場合はUnicode（U
TF-8）の文字設定を選択します。 
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全般 - 
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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全般 - 
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Inventoria 
在庫管理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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全般 - 
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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各画面について - 新しい返品在庫品目を追加
品目: 
発注する品目の品番を選択します。
品名： 
選択した品番の品名（編集不可）です。
倉庫： 
品目が保管されている倉庫名です。
返品数量： 
返品の数量です。
価格： 
品目の原価です。
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各画面について - 在庫の注文
注文の詳細を入力します。 
仕入先 
プルダウンを使って仕入先を選択します。 
発行日 
注文書の発行日です。 
納期 
注文した商品の予定到着日です。 
税金 
この注文に課税される税額です。 
納品先（倉庫） 
品目の送付先です。 
請求先 
請求書の送付先です。 
送付先 
品目の送信先の住所です。 
配送伝票番号 
注文のトラッキング番号です。 
配送方法 
品目の送付を行う会社やサービスなどの情報を記入します。 
発注品目 
発注品目の一覧です。「追加」ボタンを押して新しい品目を追加、または一覧エリア
をダブルクリックして品目を追加し各欄の値を入力します。 
削除ボタンをクリックして一覧から品目を削除します。 
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 
● 記録してプレビュー表示：注文書を保存（記録）しプレビューを表示します。
● 記録して印刷：注文書を記録し印刷します。
● 記録してメール送信：注文書を記録しDF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：注文書をシステムに記録し得意先のFAX番号に送付します。
● 下書きとして保存：注文書を保存します。後から内容を変更し送付することができ

ます。
● 定期請求書として保存：注文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。注文書の発注日になるとInventoriaはまず発注を行う旨につき
確認を入れ、その後前回発注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。

備考 
備考欄に記入した内容は注文書の下部に印刷されます。 
社内メモ 
ここに記入した内容は注文書には印刷されず、社内でのみ確認できます。 
追加、編集、削除、保存の機能は「閲覧のみ」のユーザーにはお使いいただけません
。また、一旦注文書が受領されると編集ができなくなります。 
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各画面について - 入庫履歴
この画面では品目の入庫履歴を確認することができます。
ツールバーの下にあるフィルタを使って日付や品目、倉庫、仕入先ごとの履歴を表示
することができます。
選択した品目を表示するには、「品目を表示」ボタンをクリックするか、キーボード
のCtrl-Iを押します。
選択した品目の注文書を表示するには、「品目を表示」ボタンをクリックするか、キ
ーボードのCtrl-Oを押します。
ツールバーの「報告書」ボタンをクリックすると、特定の報告書の表示や印刷、保存
などができます。
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各画面について - 出庫履歴
この画面では品目の出庫履歴を確認することができます。
ツールバーの下にあるフィルタを使って日付や品目、倉庫、得意先ごとの履歴を表示
することができます。
選択した品目を表示するには、「品目を表示」ボタンをクリックするか、キーボード
のCtrl-Iを押します。
ツールバーの「報告書」ボタンをクリックすると、特定の報告書の表示や印刷、保存
などができます。
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各画面について - 一覧画面
一覧画面にはグループの各要素（営業担当者や単位など）が表示されます。
選択 
選択ボタンを押すと新しい要素を選択することができます。
追加 
追加ボタンを押すと新しい要素を追加することができます。
編集 
項目を選択し編集ボタンを押すと内容を編集できます。
削除 
選択した項目を削除したい場合は削除ボタンを押します。
ユーザー権限が「閲覧のみ」のユーザーは、データの追加や編集、削除、保存などを
行うことができません。 
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各画面について - 営業担当者一覧
この画面には担当従業員の一覧が表示されます。
追加 
新しい担当者を追加する場合は「挿入」ボタンをクリックします。
編集 
新しい担当者を編集する場合は「編集」ボタンをクリックします。
削除 
既存の担当者を削除する場合は「削除」ボタンをクリックします。
ユーザー権限が「閲覧のみ」のユーザーは、データの追加や編集、削除、保存などを
行うことができません。 
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各画面について - 営業担当者一覧
この画面には担当従業員の一覧が表示されます。
選択 
新しい担当者を選択する場合は「選択」ボタンをクリックします。
追加 
新しい担当者を追加する場合は「挿入」ボタンをクリックします。
編集 
新しい担当者を編集する場合は「編集」ボタンをクリックします。
削除 
既存の担当者を削除する場合は「削除」ボタンをクリックします。
ユーザー権限が「閲覧のみ」のユーザーは、データの追加や編集、削除、保存などを
行うことができません。 
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各画面について - 単位一覧
この画面には単位の一覧が表示されます。
選択 
新しい単位を選択する場合は「選択」ボタンをクリックします。
追加 
新しい単位を追加する場合は「挿入」ボタンをクリックします。
編集 
新しい単位を編集する場合は「編集」ボタンをクリックします。
削除 
新しい単位を削除する場合は「削除」ボタンをクリックします。
追加、削除、編集、保存の機能は「閲覧のみ」のユーザーにはお使いいただけません
。
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各画面について - 送付方法一覧
送付方法一覧には様々な送付方法が表示されます。送付方法一覧は、新規注文画面の
「送付先」入力項目横にあるアイコンをクリックすると表示されます。
選択 
既存の送付方法から選ぶ場合は「選択」ボタンをクリックします。
追加 
新しい送付方法を追加する場合は「追加」ボタンをクリックします。新規送付方法 
画面が開くので、この注文に使う送付方法を入力します。
編集 
選択した送付方法を編集する場合は「編集」ボタンをクリックします。
削除 
選択した送付方法を削除する場合は「削除」ボタンをクリックします。
ユーザー権限が「閲覧のみ」のユーザーは、データの追加や編集、削除、保存などを
行うことができません。 
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各画面について - 入荷待ち品目
この画面では発注済かつ未受領の品目を確認することができます。
注文を表示 
選択した品目に対する注文書を確認する場合は、このボタンをツールバーでクリック
するか、デスクトップ版（Web版ではなく）をお使いの場合はCtrl-Oキーを押します
。
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各画面について - 得意先一覧
この画面では得意先の確認ができます。
追加 
新規得意先を追加するには追加ボタンを押します。
編集 
得意先情報の編集は編集したい得意先を選択し編集ボタンを押してください。
削除 
得意先の削除は、削除したい得意先を選択し削除ボタンを押すことで行います。
電子メール 
電子メールボタンを押すと指定した得意先に電子メールを送信することができます。
電子メールボタンを押すとデフォルトの電子メールクライアントが起動し、得意先へ
の電子メールの作成および送信を行うことができます。
通話 
通話ボタンを押すことで、選択した得意先に電話をかけることができます。このボタ
ンを押すと弊社の無料ソフト「Express Talk 
ソフトフォン」がダウンロードされ、コンピュータから電話をかけられるようになり
ます。
差し込み印刷用にデータをエクスポート 
得意先一覧は得意先宛の手紙や封筒ラベルの印刷を行うための差し込み印刷用にエク
スポートすることができます。
ユーザー権限が「閲覧のみ」のユーザーは、データの追加や編集、削除、保存などを
行うことができません。 
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各画面について - 報告書画面
この画面では報告書のプレビュー、印刷または保存をすることができます。
プレビュー 
報告書のプレビューを確認する場合は「プレビュー」ボタンをクリックします。
印刷 
報告書の印刷をする場合は「印刷」ボタンをクリックします。
PDFで保存 
報告書をPDFファイルとして保存します。
CSVで保存 
報告書をCSVファイルとして保存します。
電子メール 
報告書をPDF形式で電子メール送信する場合は電子メールボタンをクリックします。
Fax 
報告書をPDF形式で出力しFax送信する場合はFaxボタンをクリックします。
追加、編集、削除、保存の機能は「閲覧のみ」のユーザーにはお使いいただけません
。 
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各画面について - 分類一覧
この画面では品目に該当すると思われる分類を定義することができます。各品目には
必ず分類を設定する必要があります。
選択（任意） 
品目の新規カテゴリを一覧から選択します。選択ボタンは品目ダイアログが開いてい
る際にのみ使えます。
追加 
一覧に新しい分類を追加します。
削除 
一覧上で選択された分類を削除します。
編集 
選択した分類を編集します。複数の分類を選択した場合、このボタンは無効になりま
す。
分類 
既存の分類一覧
小分類 
各分類の小分類一覧。分類画面で小分類を編集することができます。
追加、編集、削除、保存の機能は「閲覧のみ」のユーザーにはお使いいただけません
。 
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各画面について - 倉庫一覧
この画面では在庫の保管場所を特定します。
追加 
一覧に新しい倉庫を追加します。
削除 
一覧上で選択された倉庫を削除します。
編集 
選択した倉庫を編集します。複数の倉庫を選択した場合、このボタンは無効になりま
す。
追加、編集、削除、保存の機能は「閲覧のみ」のユーザーにはお使いいただけません
。 
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各画面について - 注文一覧
この画面を使って在庫発注を管理します。各欄のヘッダをクリックすると一覧の並べ
替えを行うことができます。例えば「仕入先」欄のヘッダをクリックすると、一覧が
仕入先名順に並べ替えられます。
選択 
在庫注文一覧から選択します。
新規 
新しい在庫注文を作成します。
削除 
選択された注文を削除します。
編集 
選択された注文を編集します。複数の注文が選択された場合、一番上の注文のみが編
集されます。
入庫 
選択された注文を入庫済み在庫として分類します。複数の注文が選択された場合、一
番上の注文のみが入庫済みとして分類されます。
プレビュー 
選択された注文が印刷されたときのイメージをプレビューします。
印刷 
選択された注文を希望のプリンタで印刷します。
保存 
選択した注文書をPDF形式のファイルに保存します。
電子メール 
選択された注文をPDFで電子メールに添付し送信します。送信先のアドレスを確認さ
れます。
Fax 
選択された注文をFaxで送信します。Faxまたは電話番号を確認されます。
追加、編集、削除、保存の機能は「閲覧のみ」のユーザーにはお使いいただけません
。 
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各画面について - 定期発注一覧
この画面で在庫の定期発注を管理および閲覧します。各欄のヘッダをクリックするこ
とで一覧の並べ替えができます。例えば「仕入先」欄のヘッダをクリックすると仕入
先名順に並び替えられます。定期発注一覧を見るには、画面左の「購入」から｢定期発
注を表示｣リンクをクリックします。定期発注が設定されていない場合、このリンクは
表示されませんのでご注意ください。定期発注の設定方法については
よく使うタスク：在庫を注文するおよび定期発注を設定 のページをご覧ください。
新規 
ツールバーの「新規」ボタンをクリックし新しい定期発注を作成します。注文を保存
する際に必ず「定期発注として保存する」を選択してください。
削除 
定期発注を削除するには、一覧から削除したい定期発注を選択し（複数の注文を選択
可）ツールバーの「削除」ボタンをクリックします。
編集 
選択された定期発注を編集する場合はこのボタンをクリックします。複数の定期発注
を同時に編集することはできません。
スケジュール 
選択された定期発注の設定を閲覧または編集する際は「スケジュール」ボタンをクリ
ックします。
プレビュー 
定期発注書のイメージ（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「プレビュー」ボタンをクリックします。
実行 
「実行」ボタンを押すと、選択された定期発注のうち注文期日が来ている全ての注文
書が作成されます。
追加、編集、削除、保存の機能は「閲覧のみ」のユーザーにはお使いいただけません
。 
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各画面について - 仕入先一覧
この画面では在庫の注文を行う仕入先の一覧を管理します。
選択 
新しい仕入れ先を一覧から選択します。このボタンは品目ダイアログが開いている際
にのみ使えます。
追加 
新しい仕入先を一覧に追加します。
削除 
一覧上で選択された仕入先を削除します。
編集 
選択した仕入先を編集します。複数の仕入先を選択した場合、このボタンは無効にな
ります。
電子メール 
電子メールボタンを押すと指定した得意先に電子メールを送信することができます。
電子メールボタンを押すとデフォルトの電子メールクライアントが起動し、得意先へ
の電子メールの作成および送信を行うことができます。
通話 
通話ボタンを押すことで、選択した得意先に電話をかけることができます。このボタ
ンを押すと弊社の無料ソフト「Express Talk 
ソフトフォン」がダウンロードされ、コンピュータから電話をかけられるようになり
ます。
プレビュー 
プレビューボタンを押すと仕入先報告書のプレビューが表示されます。
印刷 
印刷ボタンを押すと仕入先報告書が印刷されます。
Fax 
Faxボタンを押すと、PDF形式に変換された仕入先報告書がFaxで送信されます。
保存 
ツールバーの「保存」アイコンをクリックして仕入先の報告書をPDFファイルで保存
します。
仕入先一覧表を電子メールで送信 
メニューから「仕入先」- 
>「仕入先一覧表を電子メールで送信」をクリックします。電子メールアドレスの入
力を求められます。
インポート 
「仕入先」メニューをクリックし、「CSVから仕入先をインポートする」をクリック
します。以下の領域をインポートすることができます：仕入先名、担当者、担当者の
性、住所、電話番号（主）、電話番号（副）、Fax番号、電子メール。
エクスポート 
仕入先をエクスポートするには、まずエクスポートする仕入先を一覧から選択します
。次に「仕入先」メニューをクリックし、「差し込み印刷用にデータをエクスポート
する」をクリックします。
追加、編集、削除、保存の機能は「閲覧のみ」のユーザーにはお使いいただけません
。 
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各画面について - 倉庫間移動の一覧
この画面を使って倉庫間移動を管理します。各欄のヘッダをクリックすると一覧の並
べ替えを行うことができます。例えば「移動番号」欄のヘッダをクリックすると、一
覧が移動番号順に並べ替えられます。
新規 
新規倉庫間移動を作成
画面表示 
選択した倉庫間移動を表示します。移動の内容は編集できません。記録を編集する場
合は現在の倉庫間移動をキャンセルし、新しい移動記録を作成します。
メモ 
取り扱いに関する注意や、発送遅延など、特定の倉庫間移動に関するメモを作成しま
す。
キャンセル 
選択した倉庫間移動をキャンセルします。
送信 
出庫倉庫から選択した移動品目の発送を行います。移動の状況が「移動中」に変更さ
れます。
入庫 
選択した倉庫間移動を入庫済みとして記録します。移動の状況が「入庫済み」に変更
されます。
プレビュー 
選択した倉庫間移動の記録の印刷プレビューを表示します。
印刷 
選択した倉庫間移動の記録をプリンタを指定して印刷します。
保存 
選択した倉庫間移動の記録をPDF形式の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
この画面で品目を選択します。
選択 
一覧から品目を選択します。
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各画面について - 発送人
このダイアログを使って、倉庫間移動のリクエストを行った依頼人を指定します。
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各画面について - 受領人
このダイアログを使って、移動品目を受け取った受領人を指定します。

38



各画面について - 倉庫間移動のメモを編集
このダイアログを使って、倉庫間移動用のメモを作成または編集します。
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各画面について - Fax設定
お使いのPCから直接Faxを送信するには、電子ゲートウェイが必要です。詳細は、下
記の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
体を入力します（例：taro.yamada@sample.com）。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
「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。
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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 - 詳細設定
CSV形式設定
CSVファイルをutf8エンコードで保存
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
。
Excel用にcsvで保存
このオプションにチェックを入れるとExcelやWordPadなどのWindowsプログラムで
開けるCSVファイルが保存されます。
Inventoria同期設定
Express Invoice、Express AccountsまたはCopperとInventoria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、特定のプログラムを使って離れた場所から品
目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を行えるようになりま
す。
アクセス認証コード（クライアントのプログラムに入力要）：
他のプログラムがInventoriaの特定の事業に接続する際に使うコードを入力します。
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各画面について - ユーザーアカウント
各Inventoriaアカウントは電子メールで識別されます。 
ユーザー名：
ユーザーネームを入力します。これは画面表示用です。
電子メール アドレス：
これによりユーザーの特定をします。ユーザーは電子メールのアカウント名としてこ
のアドレスを使用します。
パスワード：
ユーザー用のパスワードを入力します。電子メールにこのパスワードを使うことで本
人確認をします。
アカウントを有効にする
このオプションにチェックを入れ、アカウントを有効にします。
ユーザー権限
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、このユーザーは各処理項目の追加、編集、削
除ができなくなります。
事業
ユーザーがアクセスできる事業の一覧です。

45



各画面について - BOM（部品表）
BOM（部品表）ダイアログでパッケージ商品やセット商品など、複数の品目で構成さ
れた商品に使われる品目の指定を行います。このダイアログではまた、原価や在庫の
管理を行うこともできます。BOM（部品表）ダイアログは、「品目」ダイアログの最
初のセクションの「BOM（部品表）」をボタンを押して表示します。BOMに含まれ
る品目を入力後、「作成」ボタンを押します。品目ダイアログに戻り、BOMが適用さ
れるセット商品やパッケージ商品の詳細を入力します。 
追加...
BOM（部品表）に新規品目を追加する場合はこのボタンをクリックします。2つ以上
の品目を入力すると「作成」ボタンが有効になり、このボタンを押すことでこの品目
のBOM（部品表）を完成させることができます。
削除
このボタンを押して、選択した品目を一覧から削除します。
BOM（部品表）のコスト：
BOM（部品表）を使って計算された品目の原価です。品目ダイアログを使って別の原
価を設定することも出来ます。
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各画面について - 定期発注の設定
開始日：
注文が作成される最初の日を入力します。
発注間隔：
発注の頻度を選択します。
作業：
注文が記録された後の行動を選択します。
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、各注文がどの期間に対するものかを仕入先に知らせるこ
とができると便利な場合があります。定期発注作成画面の詳細欄に%period%という
文字列を入力しておくと、発行時にこの文字列が実際の注文期間に自動的に置き換え
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発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。変更が合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 - 倉庫間移動
出庫倉庫：
移動する品目が現在保管されている倉庫を選択します。
保管されている品目一覧が表示されます
検索
品目を検索します。
次を検索
次の品目を検索します。
入庫倉庫：
品目の移動先を選択します。
数量：
品目の数量です。
依頼人：
倉庫間移動の依頼を行ったユーザーです。
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各画面について - 入庫
品目を指定
仕入先：
品目の仕入先を選択します。
注文書
注文:
品目の注文書番号と品名を選択すると数量が自動的に記入されます。
入庫日：
在庫の入庫日を入力します。
品名
入庫する品目を選択または表示する。
備考：
この入庫に関するメモを入力します。
注文を全て入庫済みとして記録する
実際の入庫数に関わらず、この注文書で注文した品目を全て入庫扱いにする場合はこ
こにチェックを入れます。ここにチェックを入れることで不足分も含めた数量がカウ
ントされることはありませんが、注文が完了扱いとなり注文書一覧に一部入庫済みと
して表示されなくなります。
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各画面について - 出庫
得意先：
得意先を選択します。
出庫日：
出庫日を入力します。
追加
このボタンを押して、販売用品目を一覧に入力します。
削除
このボタンをクリックして出庫品目一覧から選択した品目を削除します。
破損/遺失品目
破損または遺失品目を記録する場合はここにチェックを入れます。金額を0とした出
庫記録が作成され、得意先欄には「破損/遺失」と表示されます。
備考：
この出庫に関するメモを入力します。
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各画面について - 在庫を仕入先に返品する
品目を指定
仕入先：
品目の仕入先を選択します。
注文書
注文:
品目の注文書番号と品名を選択すると数量が自動的に記入されます。
返品日：
在庫の返品が行われた日付を入力します。
品名
返品する品名を入力または表示する。
備考：
この返品に関するメモを入力します。
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各画面について - 品目の数量を変更
倉庫:
倉庫を選択します。
数量：
品目の数量です。
発注点：
品目の在庫不足に対する警告が入る数値です。
適正在庫数：
適正在庫数です。
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各画面について - 倉庫情報を追加/変更
名前：
倉庫の名前を入力または変更します。
住所：
倉庫の住所を入力または変更します。
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各画面について - 注文品目を追加
品番：
追加または編集をする品番を入力または選択します。
品名：
注文書に表示される品名を入力します。
税金：
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）。
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各画面について - 倉庫と分類を選択
倉庫:
品目が保管されている倉庫を選択します。
分類：
品目の分類を選択します。
小分類:
品目の小分類を選択します。
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各画面について - 分類を選択
分類：
品目の分類を選択します。
小分類:
品目の小分類を選択します。
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各画面について - 仕入先を選択
仕入先：
仕入先を選択します。
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各画面について - 期間を選択
売上報告書を作成する開始日と終了日を選択します。
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各画面について - 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。以下のオプショ
ンから1つ選んでください。 
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する
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。Inventoria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
データをディスクに書き込む際の設定を選択します。Inventoriaはこの作業にExpres
s Burnを使います。こちらから、 Express Burn をご参照ください。 
リムーバブルドライブ（取り外し可能なドライブ）にバックアップする
このオプションを使うと外部USBハードドライブやUSBメモリを使ったバックアップ
が可能です。リムーバブル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。
定期バックアップ
毎日同じ時間にバックアップを行うよう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。
定期バックアップを復元
定期バックアップにより作成されたバックアップからの復元を行う場合はこのオプシ
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。
手動バックアップを復元
手動でバックアップを行ったデータの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。

60



各画面について - 複数の事業
Inventoriaは1台で複数の事業の在庫管理を行うことができます。各事業の在庫管理
はそれぞれ独立した作業が可能です。各種設定は全て各事業ごとに設定することがで
きます。各事業にはそれぞれ独自の仕入先や品目の情報が保存されます。 
事業を追加するにはメニューから在庫 -> 
複数の事業を選択します。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。 
メニューから事業を削除する場合は、「事業を削除する」をクリックします。削除し
た事業を復元する場合は、「削除した事業を表示」にチェックを入れ、復元する事業
を選択して「事業を復元する」をクリックします。
ハイライトした事業を使った作業を開始するには、選択ボタンをクリックします。
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各画面について - 新規分類を追加
このダイアログを使って、新規分類と、また必要に応じて関連する小分類を作成しま
す。まず、新規分類名を入力し、「追加」ボタンをクリックして新規小分類を挿入し
ます。 
削除や編集ボタンをクリックして、選択した小分類の削除や編集を行うこともできま
す。追加が完了したら「保存」ボタンをクリックします。 
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各画面について - 倉庫間移動のメモを編集
特定の倉庫間移動用のメモを作成または編集します。
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各画面について - 発送人
発送人：
この倉庫間移動を依頼したユーザー名を指定します。
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各画面について - 受領人
受領人：
この移動品目を受け取ったユーザー名を指定します。
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各画面について - CSV 領域と一致させる
読み込みを行うInventoriaを選択します。左側の一覧でCSVファイルからインポート
されたデータを確認することができます。また、右側の一覧では対応するCSVファイ
ルの領域と一致するInventoriaの領域を確認できます。一覧の「一致するインポート
領域」欄をダブルクリックし、該当する行に一致する領域を選びます。 
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各画面について - 品薄品目を注文する
まず、対応するラジオボタンをクリックして、以下のどちらの条件で発注を行うか指
定します。 
実在庫数が適正在庫数の一定の割合を下回った場合に注文
実在庫数が適正在庫数の一定の割合を下回った場合に注文後者を選択した場合はしき
い値となる割合を指定する必要があります。
しきい値：
在庫の発注を行うしきい値を選択してください。
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各画面について - オプション ~ 事業
このタブではユーザーの事業の詳細を入力することができます。入力情報の多くは各
種文書に印刷されますので、文書上に印刷したくない情報はこの領域に入力しないで
ください。 
事業詳細
事業名：
事業の正式名称を入力します。例：○×デザイン（株）
登録番号：
事業の登録番号がある場合は、ここに入力します。
住所：
各種文書に印刷される事業の所在地を入力します。
送付先住所：
各種文書に印刷される送付先住所を入力します。
連絡先詳細：
各種文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
ロゴの画像ファイル：
報告書に事業用ロゴを入れる場合は、ロゴのjpgファイルの保存先を選択します。
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。ロゴの高さを設定
することでロゴの縦横比を変えずに大きさだけを変更します。
送信 設定
電子メール設定...
詳しくは知識データベース：ソフトウェアから電子メールを送信する際の問題をご参
照ください。 
Fax 設定...
Fax設定ボタンをクリックし、Inventoriaから直接Fax送信を行うためのゲートウェイ
の設定を行います。
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各画面について - オプション ~ 品目
このタブを使い、品目記録にカスタム設定を行います。色や形、製造メーカーなど、
業界に必要な情報をカスタム設定することができます。 
カスタム設定レーベル
ボックスにチェックを入れ、品目記録に追加するカスタム設定の名前を入力します。
色や形、製造メーカーなどの追加をカスタム設定することができます。
ボックスにチェックを入れ、品目に追加するカスタム設定の名前を入力します。
カスタム設定レーベル 1：
ボックスにチェックを入れ、品目記録に追加する最初のカスタム設定の名前を入力し
ます。
カスタム設定レーベル 2：
ボックスにチェックを入れ、品目記録に追加する次のカスタム設定の名前を入力しま
す。
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各画面について - オプション ~ 税金
このページで各種税率を設定します。 
消費税システム：
お住まいの国や地域で課税される消費税とその種類をここで特定します。
税率
税金名：
お住まいの国や地域で使われている税金の名称を入力します（例：消費税、GST、VA
Tなど）。
税率１（パーセント）：
特定の税率を入力します。
税金名２：
ここに2つ目の税率を入力します。税率は累積されません。2種の税金が両方とも課税
される場合は、2つ目の税率は両方の税率を足したものを記入します。
税金名3：
ここに3つ目の税率を入力します。税率は累積されません。3種の税金が全て課税され
る場合は、3つ目の税率は全ての税率を足したものを記入します。
税金のオプション
品目に初期設定する税率：
新規品目にはこの税率が初期設定されます。
税込価格（既に税金が含まれていると仮定）
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。
新規仕入先は非課税で設定
ここにチェックを入れると新規仕入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）。主に輸出品を扱う場合にお使いください。
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各画面について - オプション ~ 注文
印刷された注文書に表示される文書をこのダイアログを使って設定します。変更箇所
は注文ダイアログ下部の「注文書をプレビュー」ボタンをクリックすることでプレビ
ューが可能です。 
注文書タイトル：
これが注文書に印刷される表題です。初期設定では注文書と書かれます。
注文番号：
現在の注文番号です。注文番号は新しい注文を記録するたびに番号が大きくなります
。下書き保存された注文は記録して保存をするまでは注文番号が割り当てられません
のでご注意ください。
番号の接頭部 （任意）：
注文番号の接頭部は任意で選べます。桁数またはオーダー番号の前に来る文字などを
入力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。
数量欄のタイトル：
各種文書に印刷される数量欄のヘッダを設定します。初期設定では数量となっていま
すが、ご自身の事業に合わせて変更することができます。
価格欄のタイトル
各種文書に印刷される価格欄のヘッダを設定します。初期設定では価格となっていま
すがご自身の事業にあわせて変更することができます。
備考
ここに入力した文章は印刷された注文書の下部に表示されます。文章の配置と文字の
大きさを選択してください。
フッターコメント
ここに入力した文章は印刷された注文書の最下部に表示されます。文章の配置と文字
の大きさを選択してください。
注文書をプレビュー...
クリックすると、確認後「注文」タブの情報が保存され、プレビュー画面に保存され
た情報が表示されます。
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各画面について - オプション ~ その他
地域設定
通貨記号：
使用する通貨の通貨記号を入力します。
通貨記号の位置：
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。
小数点記号：
小数点として使われる記号を選択します（一部の国を除き通常ピリオドが使われます
）。
千単位の区切り記号：
千単位を区切る記号を選択します（通常コンマが使われます）。
数量の小数点以下の桁数：
数量を表示する際に使われる小数点の桁数をここで指定します。これは金額の表示に
は影響しません。
印刷日の形式：
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。
用紙サイズ：
PDF作成時、またデフォルトのプリンタで印刷時に使われる用紙のサイズです。
計測単位：
使用される計測単位です（通常ミリまたはインチ）。
余白
印刷ページ上の余白の大きさを指定します。余白が小さいほど報告書のサイズが大き
くなります。左右余白：
左右の余白は「左右の余白」欄に余白の大きさを入力し指定します。
上下余白：
上下の余白は「上下の余白」欄に余白の大きさを入力し指定します。
送付先住所位置：
この設定を使い文書上に表示される送付先住所の位置を調整します。例えば中の文書
に書かれた送付先住所が、封筒の表に空けられた窓から見えるように位置を調整する
といったことも可能です。
請求先住所位置：
この設定を使い文書上に表示される住所の位置を調整します。例えば、印刷された住
所が、封筒の表に空けられた窓から見えるように位置を調整するといったことも可能
です。
詳細設定...
「詳細設定」をクリックするとCSVファイルの設定やInventoriaの同期についてご覧
いただけます。
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各画面について - 品目 ~ 品目
全般
このダイアログを使って品目の追加や編集、コピーなどを行います。品目のコピーを
作成する場合、既存の品目の各項目がコピーされ新しい品目として保存されます。こ
の場合、在庫カウントが正しく行われるよう、品番は新しいものを使う必要がありま
す。品番（入力/バーコードをスキャン）：
品目ごとに短く、かつ覚えやすい略式名をつけ入力します。バーコード読み取り機な
どのデバイスが接続されている場合は、コードをスキャン入力することができます。
カーソルが「品番」の領域内にあることをお確かめください。
品名：
表示される詳細の全文を入力します。
分類：
品目の分類を選択します。
小分類:
品目の小分類を選択します。
BOM（部品表）を使う
この品目用に作成したBOM（部品表）を使用する場合はここにチェックを入れます。
品目を選択
部品表（BOM）画面を開く。入力中の新規品目がセット商品やパッケージ商品など、
複数の品目で構成された商品の場合、構成品目を指定することでセット商品全体の原
価を見積もることができます。この品目が他の品目の部品表（BOM）の一部の場合は
使えません。
価格設定
購入単価：
品目の購入価格。
販売単価：
品目の販売価格。
税金：
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）。
単位：
品目の販売単位は様々です。必要に応じてメートル、フィート、キログラム、袋、ダ
ースなど、該当する単位を入力します。
品目備考：
品目に関する備考を入力します。
品目ウェブサイト:
品目のWebサイトがある場合、サイトを入力します。
カスタム設定 1
最初のカスタム設定の値です（ラベル名はオプション/環境設定の品目タブで設定）。
カスタム設定 2
2番目のカスタム設定の値です（ラベル名はオプション/環境設定の品目タブで設定）
。
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各画面について - 品目 ~ 在庫
合計：
在庫一覧から以下の合計を表示します。
合計在庫数：この品目の合計在庫数です。
合計適正在庫数：この品目の合計適正在庫数です。
合計発注点：合計発注点の数量は適正在庫の数量と同等、またはそれ以下でなければ
なりません。
在庫数が発注点に達した際電子メールを送付する
在庫数が発注点を下回った際にInventoriaから電子メールで警告を送付することを希
望する場合はここにチェックを入れます。
入庫履歴を表示...
品目の入庫履歴画面を表示するにはこのボタンをクリックします。
出庫履歴を表示...
品目の出庫履歴画面を表示するにはこのボタンをクリックします。
仕入先
デフォルトの仕入先：
品目に初期設定される仕入先を選択します。
仕入先部品番号：
仕入先部品番号の短くかつ覚えやすい略称またはIDを入力します。
画像を追加…
「画像を追加」ボタンをクリックし品目の画像を挿入します。
画像を削除
品目の画像を削除する場合は、品目記録上で「画像を削除」ボタンを押します。
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各画面について - 仕入先 ~ 仕入先
仕入先名：
仕入先の社名を入力します。
担当者：
相手先の担当者のフルネームを入力します。
担当者の姓：
相手先の担当者の姓、または呼び名がここに入ります。
住所：
仕入先の住所を入力します。
電話番号（主）：
仕入先の電話番号を入力します。
電話番号（副）：
仕入先の副電話番号を入力します。
Fax：
仕入先のFax番号を入力します。
電子メール：
仕入先のメールアドレスを入力します。電子メールで請求書等を送信する際に使用す
るアドレスを入力します。

75



各画面について - 得意先 ~ 得意先
得意先名：
得意先の社名を入力します。
担当者：
相手先の担当者のフルネームを入力します。
担当者の姓：
相手先の担当者の姓、または呼び名がここに入ります。
請求先番地：
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。
市区町村:
請求先の市名を入力します。
都道府県：
請求先の県名を入力します。
郵便番号:
請求先の郵便番号を入力します。
国:
請求先の国名を入力します。
電話番号（主）：
得意先の主電話番号を入力します。
電話番号（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：
得意先の電子メールアドレスを入力します。電子メールで注文請書を送信する際に使
用するアドレスを入力します。
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各画面について - 得意先 ~ その他
得意先の請求先住所と送付先住所が異なる場合、このタブに送付先住所（市町村、都
道府県、国名を含む）を入力します。このタブにはまた、この得意先の営業担当者や
、その他得意先に関する備考を入力することができます。
営業担当者：
プルダウンメニューを使い、この得意先を担当する営業社員を選択します。
得意先メモ:
この備考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。
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