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第1章 概要 

本マニュアルは、Edition PriBiz の管理者機能について記します。 

 

1.1. システム管理者とは 

管理者とは、Edition PriBiz のアカウント権限です。管理者種別に“運用管理者”と“システム管

理者”があり、“システム管理者”権限でログインすると、各種マスターメンテナンスやシステム

の動作設定などを実行することができます。 

 

1.2. システム管理者機能 

項目 内容 

運用カスタマイズ PriBizのシステム全体に反映される設定を行います。 

ロゴマスターメンテナンス ロゴ画像を登録します。 

フッターマスターメンテナンス フッターを登録します。 

ソート項目カスタマイズ 運用開始前に資材属性のソート対象項目を決めます。 

資材属性表示項目カスタマイズ 運用開始前に資材属性の表示項目を決めます。 

組織 各組織に関わる設定を行います。 

発注申請組織マスターメンテナンス 
発注申請組織を階層構造で作成し、その属性を登録しま

す。 

配送組織マスターメンテナンス 配送組織を作成し、その属性を登録します。 

配送業者非営業日マスターメンテナン

ス 
納期計算のための非営業日を登録します。 

配送日数マスターメンテナンス 
各配送組織別に都道府県ごとの配送所要日数を登録し

ます。 

組織種類別部署マスターメンテナンス 
システムを利用するユーザーが所属する組織内の部署

を登録します。 

組織種類別役職マスターメンテナンス 
システムを利用するユーザーが所属する組織内の役職

を登録します。 

ユーザー ユーザー作成、登録を行います。 

発注申請組織ユーザーマスターメンテ

ナンス 
発注申請組織ユーザーの氏名他、属性を登録します。 

配送組織ユーザーマスターメンテナンス 配送組織ユーザーの氏名他、属性を登録します。 

管理者ユーザーマスターメンテナンス 管理者ユーザーの氏名他、属性を登録します。 
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資材 資材や資材カテゴリー等の設定を行います。 

資材カテゴリマスターメンテナンス 

システムで扱う資材のカテゴリを登録します。 

トップカテゴリに紐づける配送組織を先に登録する必要

があります。 

資材マスターメンテナンス 
注文する資材に関する型番・名称・属性・サムネイル等

の各種情報を登録します。 

バナーマスターメンテナンス 

システムのホームページに表示するバナーを登録しま

す。 

バナーは資材カテゴリに紐づけします。 

資材関連ファイルメンテナンス 資材関連ファイルを登録します。 

関連資材マスターメンテナンス 資材に関連する資材を登録します。 

数量別価格マスターメンテナンス 資材の数量別価格を登録します。 

数量別送料マスターメンテナンス 資材の数量別送料を登録します。 

重量別送料マスターメンテナンス 配送組織の重量別送料を登録します。 

出庫リミットマスターメンテナンス 各配送組織の出庫リミットを登録します。 

面付けテンプレートメンテナンス 面付けテンプレートを登録します。 

オプション品マスターメンテナンス 紙ものに指定するオプション品を登録します。 

費用区分マスターメンテナンス 
組織間における費用負担額の割合パターンを登録しま

す。 

CSV項目管理 CSVのエクスポート・インポートの設定を行います。 

CSV入出力項目メンテナンス CSV入出力項目を管理します。 

DM DMの設定を行います 

DMテンプレートメンテナンス DMのテンプレートを管理します。 

DM背景画像メンテナンス DMの背景画像を管理します。 

DM フォントメンテナンス DMのフォントを管理します。 

DMサンプル文字列メンテナンス DMのサンプル文字列を管理します。 

追加属性 各項目について任意の属性を追加設定します。 

組織属性マスターメンテナンス 

システム規定の組織属性以外に、組織属性を追加したい

場合にその属性を登録します。 

組織種別単位で属性を追加します。 

ここで登録した属性は、組織マスターメンテナンスに追加

され、組織属性として登録できます。 

ユーザー属性マスターメンテナンス 

システム規定のユーザー属性以外に、ユーザー属性を

追加したい場合にその属性を登録します。 

ここで登録した属性は、ユーザーマスターメンテナンスに

追加され、ユーザー属性として登録できます。 
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資材 資材や資材カテゴリー等の設定を行います。 

資材カテゴリマスターメンテナンス 

システムで扱う資材のカテゴリを登録します。 

トップカテゴリに紐づける配送組織を先に登録する必要

があります。 

資材マスターメンテナンス 
注文する資材に関する型番・名称・属性・サムネイル等

の各種情報を登録します。 

バナーマスターメンテナンス 

システムのホームページに表示するバナーを登録しま

す。 

バナーは資材カテゴリに紐づけします。 

資材関連ファイルメンテナンス 資材関連ファイルを登録します。 

関連資材マスターメンテナンス 資材に関連する資材を登録します。 

数量別価格マスターメンテナンス 資材の数量別価格を登録します。 

数量別送料マスターメンテナンス 資材の数量別送料を登録します。 

重量別送料マスターメンテナンス 配送組織の重量別送料を登録します。 

出庫リミットマスターメンテナンス 各配送組織の出庫リミットを登録します。 

面付けテンプレートメンテナンス 面付けテンプレートを登録します。 

オプション品マスターメンテナンス 紙ものに指定するオプション品を登録します。 

費用区分マスターメンテナンス 
組織間における費用負担額の割合パターンを登録しま

す。 

CSV項目管理 CSVのエクスポート・インポートの設定を行います。 

CSV入出力項目メンテナンス CSV入出力項目を管理します。 

DM DMの設定を行います 

DMテンプレートメンテナンス DMのテンプレートを管理します。 

DM背景画像メンテナンス DMの背景画像を管理します。 

DM フォントメンテナンス DMのフォントを管理します。 

DMサンプル文字列メンテナンス DMのサンプル文字列を管理します。 

資材属性マスターメンテナンス 

システム規定の資材属性以外に、資材属性を追加したい

場合にその属性を登録します。 

資材の TOP カテゴリ単位で属性を追加します。 

ここで登録した属性は、資材マスターメンテナンスに追加

され、資材属性として登録できます。 
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第2章 新規サイト構築時のマスターメンテナンス 

新規サイトを構築するには、必ず下記の項目を登録してから他の項目を設定します。 

 発注申請組織 

 配送組織 

 資材カテゴリ 

 ユーザー 

 資材 

※必須事項ではありませんが、“追加属性”を設定できます。運用を効率よく進めるために用意

が必要です。組織の登録、ユーザーの登録、資材の登録の時に影響しますので、あらかじめご

確認ください。 

 

2.1. 組織（会社）の登録 

「発注申請組織マスターメンテナンス」「配送組織マスターメンテナンス」で、利用する組織

を登録します。 

「資材カテゴリマスターメンテナンス」で資材カテゴリを登録するには、配送組織が１組織以

上登録されている必要があります。 

組織(会社)の設定は、発注申請組織と配送組織の 2 種類に分かれます。 

 

■発注申請組織 

発注申請組織は“発注申請組織マスターメンテナンス”にて組織（会社）をすべて階層構造で登

録します。 

発注申請組織(会社)の 2 階層目より下位の階層は、承認組織を指定でき、指定した承認組織が

承認フローにおける次の承認対象組織となります。承認組織を指定していない組織は、最終承認

組織となります。 

 

■配送組織 

配送組織は、”配送組織マスターメンテナンス”にて組織(会社)を登録します。 

組織(会社)は全て、1 階層のみの登録です。 

最終承認が下りた発注資材の出荷を行います。 

また、資材の在庫調整も行います。 

 

発注申請組織と配送組織の登録詳細については{第 7 章 組織}を参照ください。 
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2.2. 資材カテゴリの登録 

「資材カテゴリマスターメンテナンス」で資材のトップカテゴリを登録します。 

「資材マスターメンテナンス」で資材情報を登録するには、トップカテゴリが 1 つ以上登録

されている必要があります。第一階層(ルート)カテゴリだけをここで作成して、第二階層以下の

カテゴリは、「資材マスターメンテナンス」で作成しながら、資材を登録します。 

 

 操作方法の詳細については{第 8 章 資材}を参照ください。 

 

2.3. 組織と資材トップカテゴリの登録が終わったら 

 効率的に運用を進めるにあたって必要な機能を簡単に説明いたします。 

 

1.  各組織毎の「ユーザーマスターメンテナンス」で、利用するユーザーを登録します。 

ユーザーは運用に際して、最低 3 件登録が必要です。規定の必要なユーザー種別は、 

発注申請組織：承認権限ユーザー 

発注申請組織：申請権限ユーザー（承認権限ユーザーと兼ねることもできます。） 

配送組織：配送組織ユーザー 

管理者：運用管理者ユーザー 

です。 

規定の情報以外の情報を登録する必要がある場合には、「ユーザー属性マスターメンテナンス」

で属性フィールドを追加可能です。 

ユーザーに対して、「部署」や「役職」が必要な場合は、「組織種類別部署マスターメンテナ

ンス」と「組織種類別役職マスターメンテナンス」で登録してからユーザー登録してくださ

い。部署と役職は、ユーザーの一属性として付与されますが、役職によるフローの制御など、

システム上での動作に影響を与えるものではありません。 

 

発注申請組織ユーザーを登録するための「発注申請組織ユーザーマスターメンテナンス」

についての詳細な操作方法は{5.1 発注申請組織ユーザーマスターメンテナンス}を参照く

ださい。 

 配送組織ユーザーを登録するための「配送組織ユーザーマスターメンテナンス」について

の詳細な操作方法は{5.2 配送組織ユーザーマスターメンテナンス}を参照ください。 

管理者ユーザーを登録するための「管理者ユーザーマスターメンテナンス」についての詳

細な操作方法は{5.3 管理者ユーザーマスターメンテナンス}を参照ください。 
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「ユーザー属性マスターメンテナンス」についての詳細な操作方法は{10.2 ユーザ属性マ

スターメンテナンス}を参照ください。 

 「組織種類別部署マスターメンテナンス」と「組織種類別役職マスターメンテナンス」に

ついての詳細な操作方法は{7.5 組織種類別部署マスターメンテナンス}と{7.6 組織種類

別役職マスターメンテナンス}を参照ください。 

 

2.  「資材マスターメンテナンス」で、資材を登録します。 

規定外の情報を登録する必要がある場合には、「資材属性マスターメンテナンス」で属性フィ

ールドを追加可能です。 

 「資材属性マスターメンテナンス」についての詳細な操作方法は{10.3 資材属性マスタ

ーメンテナンス}を参照ください。 

 

3.  「配送日数マスターメンテナンス」は、配送にかかる日数を登録できます。先に配送組織

が登録されている必要があります。 

「バナーマスターメンテナンス」は、発注申請組織ユーザーがログインしたときに表示さ

れる画像を設定します。先に資材カテゴリが登録されている必要があります。 

 「数量別価格マスターメンテナンス」は、資材の数量によって資材の価格を変更すること

ができます。先に資材が登録されている必要があります。 

 「数量別送料マスターメンテナンス」は、資材の数量によって、送料を変更することがで

きます。先に配送と資材が登録されている必要があります。 

「配送日数マスターメンテナンス」についての詳細な操作方法は{7.4 配送日数マスター

メンテナンス}を参照ください。 

「バナーマスターメンテナンス」についての詳細な操作方法は{8.4 バナーマスターメン

テナンス}を参照ください。 

「数量別価格マスターメンテナンス」についての詳細な操作方法は{8.7 数量別価格マス

ターメンテナンス}を参照ください。 

「数量別送料マスターメンテナンス」についての詳細な操作方法は{8.8 数量別送料マス

ターメンテナンス}を参照ください。 
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4.  「ソート項目カスタマイズ」は、発注申請者の HOME ページにソートボタンを表示するか

どうかを項目ごとに決定します。 

 「オプション品マスターメンテナンス」は発注する資材に登録できるオプション品の登録・

管理を行います。 

「費用区分マスターメンテナンス」は、発注者と納品者で負担する資材発注時費用の割合を

登録・管理します。 

 「ソート項目カスタマイズ」についての詳細な操作方法は{6.3 ソート項目カスタマイズ}

を参照ください。 

「オプション品マスターメンテナンス」についての詳細な操作方法は{8.12 オプション

品マスターメンテナンス}を参照ください。 

「費用区分マスターメンテナンス」についての詳細な操作方法は{8.13 費用区分マスター

メンテナンス}を参照ください。 
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第3章 メインメニュー 

ログイン画面で管理者 ID とパスワードを入力し、ログインします。 

初期ユーザー登録で次の ID、パスワードが利用可能です。 

 

管理者 ID：お問い合わせください 

パスワード：お問い合わせください 

 

注：管理者 ID とパスワードは、必ず最初に変更してください。ユーザーマスターメンテナンス

のユーザー種別で、「管理者」を作成し、ユーザー名“システム管理”を選択すると更新ダイアロ

グが表示されます。 

 

システム管理者でログインすると、トップメニュー画面が表示されます。 

図 1:マスターメンテナンス TOP 
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第4章 システムカスタマイズ 

4.1. システムカスタマイズ 

システムカスタマイズでは、システムで持っている各機能の利用を選択することができます。 

4.1.1 画面説明 

 

項目 動作 

「有効/無効」チェックボックス 各機能の有効/無効を設定 

「更新」ボタン チェックボックスの設定を反映させる 

  

図 2:システムカスタマイズ 
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4.1.2 操作説明 

この画面のチェックボックスの設定方法及び機能について説明します。 

 

【設定方法】 

１．設定したい機能についてチェックボックスにチェックを設定します。 

２．「更新」ボタンをクリックします。 

 

【機能説明】 

メール送信：デジタル配信素材のメール配信や資材ページの URL 連絡機能の表示について設定

します。チェックをはずすと、発注申請ユーザーHOME 画面の“MailSend”アイコンが非表示に

なり、資材属性表示下部にある“メール配信する”ボタンが非表示になります。 

 

ニュース：お知らせ機能の利用を設定します。チェックをはずすと、発注申請ユーザーHOME

画面のヘッダ下部のお知らせ(Information)が非表示になります。 

 

評価：資材へのコメント投稿や評価機能の利用を設定します。チェックをはずすと、発注申請ユ

ーザーHOME 画面の資材属性表示下部にある“コメント”および評価の☆マークが非表示となり

ます。 

 

関連アイテム：関連アイテムの表示を設定します。チェックをはずすと、発注申請ユーザーHOME

画面の最下端にある関連アイテムが非表示になります。 

 

配送条件指定画面：配送条件指定画面にある表示を設定します。チェックを外すと、資材を発注

するとき配送条件指定画面において製造オプション指定・配送オプション指定ができません。 

 

配送済みステータス：ステータス管理に“配送済み”の表示について設定します。チェックを外す

と、“配送済み”ステータスが非表示になります。 
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4.2. 設定マスターメンテナンス 

設定マスターメンテナンスでは、システムの基本的な設定を行います。 

運用開始前にシステムの運用ルールを決めて各種設定を行います。 

機能が多いため、パートに分けて説明いたします。 

各機能の設定が終了後に必ずページ下部の  ボタンをクリックしてください。 

 

4.2.1 発注可能時間 画面説明 

図 3:設定マスターメンテナンス 発注可能時間 
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No. 項目 動作 

1 
「発注可能時間対応」 

チェックボックス 

発注可能時間について有効／無効を設定 

2 
「発注可能時間 開始」 

テキストボックス 

利用開始時刻を 

24 時間表記（hh:mm:ss 形式）で入力 

3 
「発注可能時間 終了」 

テキストボックス  

利用終了時刻を 

24 時間表記（hh:mm:ss 形式）で入力 

4 

「停止期間 開始 年月日」 

テキストボックス 

利用停止期間の開始年月日を 

yyyy/mm/dd 形式で入力 

「停止期間 開始 時間」 

テキストボックス 

利用停止期間の開始時刻を 

24 時間表記（hh:mm:ss 形式）で入力 

5 

「停止期間 終了 年月日」 

テキストボックス 

利用停止期間の終了年月日を 

yyyy/mm/dd 形式で入力 

「停止期間 終了 時間」 

テキストボックス 

利用停止期間の終了時刻を 

24 時間表記（hh:mm:ss 形式）で入力 

6 
「停止期間 コメント」 

テキストエリア 

システム利用停止期間中に 

ログイン画面に表示するコメントを入力 
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4.2.2 発注可能時間 操作説明 

No.1 発注可能時間対応 チェックボックス 

日常業務において受注時間帯を制限する場合や一定期間受注を停止する場合にチェックボッ

クスを有効にします。 

項目 動作 

✔を入れた場合 システムの利用時間帯を制限し、一定期間ログインの機能

を停止（※注意※） 

✔を入れない場合 以降の設定は無視され、24 時間 365 日利用可能となる 

※注意※  「発注可能時間対応」のチェックボックスは、「発注可能時間」と「停止期間」に

ついて有効/無効の切り替えを行います。 

 

No.2 発注可能時間 開始 

 テキストボックスに受注開始時刻を 24 時間表記（hh:mm:ss 形式）の半角整数で入力し

ます。 

 

No.3 発注可能時間 終了 

テキストボックスに受注終了時刻を 24 時間表記（hh:mm:ss 形式）の半角整数で入力し

ます。 

設定した開始時刻から終了時刻までシステムが利用できます。 

発注申請ユーザーが発注可能時間外にアクセスするとコメントとリンクが記載された画

面が表示されます。 

また、発注申請中に終了時刻となった場合、自動的に停止期間中画面を表示します。 

 

No.4 停止期間 開始 

 テキストボックスにシステムを停止する期間の開始年月日と時刻を入力します。 

年月日は半角整数で yyyy/mm/dd 形式で入力し、時刻は同様に 24 時間表記（hh:mm:ss

形式）で入力します。 
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No.5 停止期間 終了 

 テキストボックスにシステムを停止する期間の終了年月日と時刻を入力します。 

年月日は半角整数で yyyy/mm/dd 形式で入力し、時刻は同様に 24 時間表記（hh:mm:ss

形式）で入力します。 

１件のみ「停止期間」として登録する事ができます。長期休業や予定された大規模なシス

テムの入れ替え作業などに使用します。 

設定した開始年月日から終了年月日の期間中にログイン画面にアクセスするとコメント

を表示します。 

 

No.6 停止期間コメント 

発注時間外、停止期間中に表示されるコメント画面の文言を設定します。 

 

図 4:メンテナンス画面 

 

★停止中のログインについて 

停止中にコメント画面に表示されている「管理者用ログインはこちら」をクリックするとログ

イン画面が表示されます。この画面ではシステム管理者、運用管理者のみがログインできます。 
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4.2.3 承認期間 画面説明 

承認期間に関する設定です。 

 

4.2.4 承認期間 操作説明 

No. 項目 動作 

7 「承認期間」テキストボックス 発注申請から最終承認までにかかる 

予定の日数を整数で入力 

8 「締め切り時間」テキストボックス 承認締切時間を 

24 時間表記（hh:mm:ss 形式）で入力 

 

No.7 承認期間 

発注申請から承認までの日数を半角整数で入力します。 

  発注申請時に画面に表示される出荷予定日や最短納期の計算に使われます。 

※承認予定日の計算は承認回数に関係なく以下の計算で求めます 

承認予定日： 注文日 ＋ 承認期間（システムマスターメンテンナンス） 

最短出荷可能日：承認予定日 ＋ 標準出荷日数（資材マスターメンテナンス） 

最短納期： 最短出荷可能日 ＋ 都道府県別配送日数（配送日数マスターメンテナンス） 

 

No.8 締め切り時間 

発注承認の締め切り時間を 24 時間表記（hh:mm:ss 形式）の半角整数で入力します。 

日常業務における一日内の締め切り時間を設定します。 

システムが承認予定日を計算する際に、締め切り時間前の発注は当日注文分として承認予

定日を計算し、締め切り時間を過ぎた発注は翌日発注分として承認予定日を計算します。 

 

  

図 5:設定マスターメンテナンス 承認期間 
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4.2.5 発送設定 画面説明 

配送に関する設定です。 

ここでの設定に基づき最短納期を計算し発注時にユーザー画面に案内します。 

 

No. 項目 動作 

9 「発送日」 

プルダウン 

資材を出荷する曜日をプルダウンから選択 

10 「発送までの日数」 

チェックボックス 

発送までの日数計算に非営業日を含めるかを設定 

11 「配送希望日」 

チェックボックス 

配送希望日は非営業日を含めるか設定 

12 「出庫リミット」 

チェックボックス 

出庫期限を考慮して発送日を計算するかを設定 

 

4.2.6 発送設定 操作説明 

No.9 発送日 

配送組織ユーザーが発送業務を行う曜日を設定します。 

設定項目は以下の通りです（複雑な場合には非営業日マスターで設定します） 

値 曜日 

-1 毎日発送 

0 日曜日 

1 月曜日 

2 火曜日 

3 水曜日 

4 木曜日 

5 金曜日 

6 土曜日 

 

図 6:設定マスターメンテナンス 発送設定 



Edition PriBiz 管理者マニュアル 

17 

 

 

No.10 発送までの日数 

発送までの日数を営業日のみか非営業日を含めて計算するかを設定します。 

項目 動作 

✔を入れた場合 非営業日を含めた日数で計算※ 

✔を入れない場合 非営業日は無視して計算 

発送までの日数は資材マスターの設定項目「標準出荷日数」を参照しています。 

複数資材の発注を一括納品にした場合、発送日の最短は一緒に発送する資材の「標準出荷

日数」が最も大きい値を使用します。 

※営業日の設定は、「非営業日マスターメンテナンス」で非営業日を設定する必要があり

ます。 

 

No.11 配送希望日 

配送希望日は指定可能な納期最短日に非営業日を含めるかを設定します。 

項目 動作 

✔を入れた場合 非営業日も設定可能 

✔を入れない場合 営業日のみ設定 

※営業日の設定は、「非営業日マスターメンテナンス」で非営業日を設定する必要があり

ます。 

※納期最短日の計算は、「都道府県別配送日数」の設定が必要です。 

 

No.12 出庫リミット 

出庫リミット（1 日に発送可能な注文数の上限）を考慮して発送予定日の計算を行うか設

定します。 

項目 動作 

✔を入れた場合 出庫リミットを使用※ 

✔を入れない場合 出庫リミットを不使用 

※出庫リミットを使った場合、出庫リミットの上限を超えると次の出庫可能日が発送予定日

となります。 

※翌出庫可能日：「配送希望日」の設定がチェックなしの場合、発送日は「非営業日マスタ

ーメンテナンス」で設定した非営業日を除いた翌営業日です。 
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配送設定の設定例と発送予定日／配送予定日の計算例 

 

実際の発送業務と配送業務の例 

・発送業務は社内で行い、土曜日と日曜が休日で毎日出荷。 

・1 日の発送件数の上限なし。 

・運搬は社外の運送会社を使い毎日配送する。 

（ポイント）実際の非営業日と発送業務のない曜日をすべて非営業日として登録する。実際の

発送業務（準備に要する前工程）は非営業日マスターの非営業日とは連動しないで計算をする

必要があるので、配送までの日数は営業日で数えない設定にします。 

▼上記条件の場合の設定例 日 月 火 水 木 金 土 

発送日 土日を除く毎日 × ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × 

発送までの日数 営業日で数える × ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × 

※非営業日マスターの設定 休 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 休 

配送希望日 営業日以外も指定可能 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

出庫リミット 出庫リミットなし － ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ － 

上記設定を行った場合の最短出荷可能日／最短納期の計算例 

・発注資材の標準出荷日数＝2 日（資材マスターで設定） 

・配送日数＝1 日（都道府県別配送日マスターで設定）  の場合 

 日 月 火 水 木 金 土 

日曜日に承認された場合（最短納期 4 日） 承   発 納   

月曜日に承認された場合（最短納期 3 日）  承  発 納   

火曜日に承認された場合（最短納期 3 日）   承  発 納  

水曜日に承認された場合（最短納期 3 日）    承  発 納 

木曜日に承認された場合（最短納期 5 日）     承  → 

 → 発 納     

金曜日に承認された場合（最短納期 5 日）      承 → 

 →  発 納    

土曜日に承認された場合（最短納期 5 日）       承 

 →   発 納   

凡例） 

承：承認予定日 ／発：最短出荷可能日 ／納：最短納期  

→：発送予定日を翌発送可能日にスライド ／×：発送までの日数カウント除外日 
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4.2.7 表示 画面説明 

画面上に表示する情報の設定を行います。 

No. 項目 動作 

図 7:設定マスターメンテナンス 表示設定 
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13 「送料表示」 

チェックボック

ス 

発注申請ログイン時に発

注申請を行う 

納期指定画面で合計送料

の表示／非表示を設定 

14 「オプション表

示」 

チェックボック

ス 

発注申請ログイン時に

“商品確認“で 

右側に表示される”オプ

ション： 指定“の 

表示／非表示を設定 

15 「配送条件画面

表示」 

チェックボック

ス 

配送条件画面の表示/非

表示を設定 

 

16 「配送地点表示」 

チェックボック

ス 

発注申請ログイン時に発

注申請を行う 

配送条件指定画面で配送

拠点の 

表示／非表示を設定 

17 「製造オプショ

ン表示」 

チェックボック

ス 

発注申請ログイン時に発

注申請を行う 

配送条件指定画面で“製

造オプション指定”の 

表示／非表示を設定 

18 「配送条件指定

画面の 

カレンダー表示」 

チェックボック

ス 

発注申請ログイン時に発

注申請を行う 

配送条件指定画面で右下

にあるカレンダーの 

表示／非表示を設定 

19 「Settings の 

アカウント設定

の表示」 

チェックボック

ス 

発注申請ログイン時に

“Settings”内で 

「アカウント設定」ボタ

ンの表示／非表示を設定 
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20 「費用区分の固定」 

チェックボックス 

発注申請ログイン時に発注申請を行う 

“ご注文最終確認”（発注）画面で“費用区分”の 

表示／非表示を設定 

※費用区分マスターメンテナンスでリストを 

設定できます。 

21 「カテゴリランク数」 

チェックボックス 

“発注申請組織マスターメンテナンス”と 

“資材カテゴリマスターメンテナンス”にて 

表示しているカテゴリランク数をプルダウンで設定 

22 「注文確認画面の 

申請コメント表示」 

チェックボックス 

発注申請ログイン時に発注申請を行う 

“ご注文最終確認”（発注）画面で 

“申請コメント”の表示／非表示を設定 

23 「注文確認画面の 

申請添付ファイル利用」 

チェックボックス 

発注申請ログイン時に発注申請を行う“ご注文最終

確認”（発注）画面で“申請コメント”欄にある 

添付ファイル参照の表示／非表示を設定 

24 「注文確認画面の 

配送担当へのコメント表示」 

チェックボックス 

発注申請ログイン時に発注申請を行う 

“ご注文最終確認”（発注）画面で“注記”の 

表示／非表示を設定 

25 「注文確認画面の配送担当への 

添付ファイル利用」 

チェックボックス 

発注申請ログイン時に発注申請を行う 

“ご注文最終確認”（発注）画面で“注記”にある 

添付ファイル参照の表示／非表示を設定 

26 「遅延状況」 

チェックボックス 

発注詳細（進捗状況）画面での遅延状況の 

表示/非表示を設定 

27 「金額の小数処理」 

チェックボックス 

金額の端数以下の処理を設定 

28 「納品書に金額を表示する」 

ラジオボタン 

納品明細書での「単価」「金額」の表示/非表示を設

定 
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4.2.8 表示 操作説明 

No.13 送料表示 

 納期指定画面、発注申請または“MyPage“―”発注詳細（発注アイテム）“画面で送料の 

表示／非表示を設定します。 

項目 動作 

✔を入れた場合 送料を表示 

✔を入れない場合 送料を非表示 

※No.15 ”送料計算”で「数量別送料」ラジオボタンを選択すると、「数量別送料マスターメンテ

ナンス」で設定した送料が適用されます 

※No.15 ”送料計算”で「重量別送料」ラジオボタンを選択すると、「重量別送料マスターメンテ

ナンス」で設定した送料が適用されます 

 

No.14 オプション表示 

 資材オプション（オプション：指定）を、“商品確認”時に表示／非表示を設定します。 

項目 動作 

✔を入れた場合 “オプション：指定”を表示※ 

✔を入れない場合 “オプション：指定“を非表示 

※“商品確認“は発注申請ユーザーログイン時に発注申請を行い、カート画面で指定します 

※“オプション”を表示するには以下の条件が必要です。 

・資材マスターメンテナンスで“オプション 指定可能”にチェックを入れること 

・「オプション品マスターメンテナンス」でオプション品を登録すること 

 （資材オプション例：封筒詰め、PP 袋詰、折り加工・・・etc.） 

 

No.15 配送条件画面表示 

 配送条件指定画面の表示／非表示を設定します。 

項目 動作 

✔を入れた場合 配送条件指定画面を表示 

✔を入れない場合 配送条件指定画面を非表示 

 

No.16 配送拠点表示 

 配送条件指定画面に配送拠点表示／非表示を設定します。 

No.15 ”配送条件指定画面”のチェックが外れていると、操作できません。 

項目 動作 

✔を入れた場合 配送拠点を表示 

✔を入れない場合 配送拠点を非表示 
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No.17 製造オプション表示 

 “配送条件指定“画面で、”製造オプション指定“の表示／非表示を設定します。 

No.15 ”配送条件指定画面”のチェックが外れていると、操作できません。 

項目 動作 

✔を入れた場合 製造オプション指定を表示※ 

✔を入れない場合 製造オプション指定を非表示 

※システムにあらかじめ用意されている製造オプションは下記のとおりです。 

・梱包単位（外梱包事）に指定ラベルを貼り付ける 

（指定ラベル：標準外箱 A タイプ｜B タイプを選択します。） 

・[代表 1 梱包に｜個別に]Invoice（送付書）を同梱する 

（送付書：代表送付書 A タイプ｜B タイプを選択します。） 

・[代表 1 梱包に｜個別に]請求書を同梱する（代表請求書 A タイプ｜B タイプ） 

※指定ラベル／Invoice（送付書）／請求書はシステムから出力する事はできません。 

※各指定の A｜B タイプの内容については予め取り決めの上、運用いただく必要があります。 

 

No.18 “配送条件指定“画面のカレンダー表示 

 配送条件指定画面で、出荷予定日にカレンダーの表示／非表示を設定します。 

No.15 ”配送条件指定画面”のチェックが外れていると、操作できません。 

項目 動作 

✔を入れた場合 カレンダーアイコンを表示 

クリックするとカレンダーコントロールダイアログを表示 

✔を入れない場合 カレンダーアイコンを非表示 

 

※カレンダーコントロールダイアログは表示機能のみです。日付をクリックしても出荷予定日を

変更する事は出来ません。 
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No.19 Settings のアカウント設定の表示 

 発注申請ユーザーログイン時に Settings 画面に「アカウント設定」ボタンの表示／非表示を

設定します。 

項目 動作 

✔を入れた場合 Settings 画面に「アカウント設定」ボタンを表示 

クリックするとアカウント設定画面を表示※ 

✔を入れない場合 Settings 画面に「アカウント設定」ボタンを非表示 

 

※承認権限ユーザーは自組織（会社）内の全ユーザーのアカウント設定を更新、追加が可能です。 

※申請権限ユーザーと承認権限ユーザーのどちらかのみ設定を有効にすることは出来ません。 

 

No.20 費用区分の固定 

 ２つの組織（会社）で按分する発注資材の費用区分（按分比率の割合）を固定か選択かを設定

します。 

項目 動作 

✔を入れた場合 発注申請画面に「費用区分」選択リストボックスを表示 

クリックすると“費用区分マスターメンテナンス”に登録

された「費用区分」の中から選択ができます※１ 

✔を入れない場合 発注申請画面に「費用区分」選択リストボックスを非表示 

発注は「費用区分＝デフォルト」固定で処理されます※２ 

 

※1 「費用区分マスターメンテナンス」には必ず 1 件は費用区分を登録して下さい。 

「費用区分」選択リストボックスの選択肢は、あらかじめ費用区分マスターメンテナンスで登録

しておく必要があります。 

費用区分マスターメンテナンスに登録がない状態でチェックを入れた場合、発注申請が完了しま

せん。 

※２ 「費用区分固定」で運用する場合には、暗示的に「費用区分＝デフォルト」が適用されま

す 
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No.21 カテゴリランク数 

 “発注申請組織マスターメンテナンス”と“資材カテゴリマスターメンテナンス”にて表示する

カテゴリランクの件数を設定します。 

項目 動作 

プルダウンリストから 1~99 ま

での件数を選択 

資材カテゴリマスターメンテナンスに表示されている各

トップカテゴリの設定画面で「カテゴリ表示ランク」の件

数をプルダウンリストから選択します 

 

※“資材カテゴリマスターメンテナンス”から「カテゴリランク」を設定するとき、複数のランク

をチェックボックスの切り替えで行います。 

この設定は発注申請組織マスターメンテナンスの各組織設定にある「カテゴリランク」に対応

しています。 

※「カテゴリランク」は各組織（会社）に 1 件のみ設定できます。 

「カテゴリランク」を設定することで、組織別に発注する資材を限定できます。 

 

No.22 注文確認画面の申請コメント表示 

発注申請ユーザーで発注する時、“ご注文最終確認”画面の項目“申請コメント”の表示／非表示を

設定します。 

項目 動作 

✔を入れた場合 項目“申請コメント”を表示 

✔を入れない場合 項目“申請コメント”を非表示 

 

No.23 注文確認画面の申請添付ファイル利用 

発注申請ユーザーで発注する時、“ご注文最終確認”画面で表示される“申請コメント”の[添付フ

ァイル]について表示／非表示を設定します。 

項目 動作 

✔を入れた場合 “申請コメント”の“[ファイルを選択]選択されていません”

を表示します。 

✔を入れない場合 “申請コメント”の“[ファイルを選択]選択されていません”

を非表示します。 
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No.24 注文確認画面の配送担当へのコメント表示 

発注申請ユーザーで発注する時、“ご注文最終確認”画面で“注記”の表示／非表示について切り替

え設定を行います。 

項目 動作 

✔を入れた場合 “注記”を表示します。 

✔を入れない場合 “注記”を非表示します。 

 

No.25 注文確認画面の配送担当への添付ファイル利用 

発注申請ユーザーで発注する時、“ご注文最終確認”画面で“注記”にある添付ファイル参照の表示

／非表示について切り替え設定を行います。 

項目 動作 

✔を入れた場合 “注記”の“[ファイルを選択]選択されていません”を表示し

ます。 

✔を入れない場合 “注記”の“[ファイルを選択]選択されていません”を非表示

します。 

 

No.26 遅延状況 

発注申請ユーザーの発注詳細（進捗状況）画面で、承認状況と出荷拠点の遅延状況表示/非表示

の設定を行います。 

項目 動作 

✔を入れた場合 進捗状況を表示します。 

✔を入れない場合 進捗状況を非表示します。 
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No.27 金額の小数処理 

発注申請ユーザーで発注時の金額に小数が発生した場合、小数以下の端数の処理方法を設定しま

す。 

処理は以下の選択した内容を小数第 1 位に対して適用します。 

項目 動作 

切り捨て 小数第 1 位の数字を切り捨て後の金額を表示します。 

切り上げ 小数第 1 位の数字を切り上げ後の金額を表示します。 

四捨五入 小数第 1 位の数字を四捨五入後の金額を表示します。 

五捨六入 小数第 1 位の数字を五捨六入後の金額を表示します。 

 

No.28 納品書に金額を表示する 

配送組織ユーザーでダウンロードできる納品明細書に「金額」「単価」を表示するか設定します。 

項目 動作 

金額を表示する 納品明細書に「金額」「単価」を表示します。 

金額を表示しない 納品明細書に「金額」「単価」を表示しません。 
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4.2.9 機能設定 画面説明 

 配送に関する機能を設定します。 

 

No. 項目 動作 

29 「配送伝票番号のリンク先」 

プルダウン 

プルダウンリストから運送会社を選択 

30 「キャンセル可能ステータス」 

プルダウン 

発注申請後にキャンセルできるタイミングを 

プルダウンリストから選択 

31 「配送先選択方法」 

プルダウン 

共有配送先と個人配送先の表示・非表示を設定 

32 「ワンタイム配送先」 

チェックボックス 

ワンタイム配送先を使用するかを選択 

33 「送料計算」 

ラジオボタン 

数量別送料と重量別送料のどちらを 

使用するかを設定 

34 「可変データ資材の数量別価格」 

ラジオボタン 

可変データ資材の数量別価格を反映するデータを

選択 

  

図 8:設定マスターメンテナンス 機能設定 
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4.2.10 機能設定 操作説明 

 

No.29 配送伝票番号のリンク先 

 発注申請ユーザーが荷物の配送状況の確認を行う運送会社を設定します。 

 “発注詳細＞進捗状況タブ＞伝票番号”をクリックした時にここで設定した運送会社の荷物配達

状況の問い合わせページが表示されます。 

 

 設定項目は“0:自動判定,1:ヤマト運輸,2:佐川急便,3:西濃運輸,4.福山通運” です。 

  

 “0:自動判定”を設定した時、“配送伝票番号”（トラッキング ID）から自動的に運送会社の問

い合わせページを表示します。 

 「資材ごとに運送会社が異なる」、「複数の運送会社を指定する」、「特に決まった運送会社を利

用していない」、「設定不明」などの場合は“0:自動判定”を設定してください。 

  

No.30 キャンセル可能ステータス 

 発注申請ユーザー（代理操作による発注含む）が発注後に注文をキャンセルする事が出来るタ

イミングを設定します。 

【キャンセルリンクの場所】 

“My Page”＞「発注履歴」タブ＞“進捗状況”＞“発注申請済”＞「進捗状況」タブ＞“操作＆情報“ 

 

項目 動作 

0:キャンセル不可 発注申請ユーザーによるキャンセルを認めません 

1:発注申請済 承認権限ユーザーが承認するまでの間のみ 

キャンセルする事ができます。 

2:承認済 “進捗状況“が「申請済」「承認済」の時は 

キャンセルする事ができます。 

配送担当会社が“製造開始“→”製造中“にステータスを 

変更するとキャンセルできません。 

3:製造中 “進捗状況“が「申請済」「承認済」「製造中」の時は 

キャンセルする事ができます。 

配送担当会社が”出荷完了”するまでの間は 

キャンセルする事ができます。 

4.発送済 配送担当会社が発送後もキャンセルする事ができます 
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No.31 配送先選択方法 

 配送先指定画面で、個人配送先と共有配送先のどちらを使用するか設定します。 

項目 動作 

0:両方使用する 個人管理配送先と共有管理配送先の両方を使用します。 

1:共有配送先のみ使用 共有管理配送先のみ使用します。 

2:個人配送先のみ使用 個人管理配送先のみ使用します。 

 

No.32 ワンタイム配送先 

 配送先指定画面で、ワンタイム配送先を使用するかを選択します。 

項目 動作 

✔を入れた場合 ワンタイム配送先を使用します。 

✔を外した場合 ワンタイム配送先を使用しません。 

 

No.33 送料計算 

 注文時の送料の計算方法を設定します。 

項目 動作 

「数量別送料」ラジオボタンを 

選択した場合 

資材単位に設定した「送料」の総和で計算します。 

ただし数量別送料マスターメンテナンスに登録されてい

る資材の場合は数量別送料マスターに登録した「送料」を

用いて計算します。 

「重量別送料」ラジオボタンを 

選択した場合 

資材単位に設定した「重量」の総和を元に重量別送料マス

ターメンテナンスに登録した送料で計算します。 

 

No.34 可変データ資材の数量別価格 

 可変データ資材の数量別価格に反映するデータの数量を設定します。 

項目 動作 

「各データの合計数量」 

ラジオボタンを選択した場合 

選択した全データの合計数量を数量別価格に反映します。 

「各データ毎の数量」 

ラジオボタンを選択した場合 

選択したデータ毎の発注数量を数量別価格に反映して、数

量別価格の総和を計算します。 
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4.2.11 表の表示件数 画面説明 

 画面上での操作に関する機能の設定を行います。 

 

No. 項目 動作 

35 「1 ページに表示する資材数」 

テキストボックス 

1 ページに表示する資材の数を整数で入力 

36 「表の行数（初期値）」 

プルダウン 

表の行数（リストの表示件数）を 

プルダウンリストから選択 

  

図 9:設定マスターメンテナンス 表の表示件数 
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4.2.12 表の表示件数 操作説明 

No.35 1 ページに表示する資材数 

 発注申請ユーザーでログインしたときに表示される“発注詳細（発注アイテム）”において 1

ページに表示する資材の数を設定します。 

・数量指定画面 

・発注詳細（発注アイテム）画面 

デフォルトは 1 ページあたり 5 件です。 

 

項目 設定 

1 ページに表示する資材数 1 以上の整数 

 

基本デザインは 1 ページあたり 5 件に最適化されています。 

 

6 件以上を指定する事もできますが、ページ送りのボタンや表示の位置よりも右側位置に資

材が追加されるので、5 件以内の値を指定する事を推奨します。 

  

図 10:発注申請ユーザー MyPage>発注申請 
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No.36 表の行数（初期値） 

 注文一覧などの表示行数の初期値を設定します。 

1 ページに表示する資材の数を設定します。 

・My Page：発注履歴 

・My Page：My Page Item 

・My Page：申請一覧 

 

項目 設定 

10 画面表示初期状態で 1 ページに 10 行表示 

20 画面表示初期状態で 1 ページに 20 行表示 

30 画面表示初期状態で 1 ページに 30 行表示 

50 画面表示初期状態で 1 ページに 50 行表示 

100 画面表示初期状態で 1 ページに 100 行表示 

 

初期値を設定しますが、ページ送りボタン左横にある「10」「20」「30」のリンクをクリックす

ることで、1 ページ当たりの表示行数を 10 行、20 行、30 行に切り替えられます。 
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図 11:（設定例）1 ページの表示行数を 20 行にした場合の表示例 



Edition PriBiz 管理者マニュアル 

35 

 

 

4.2.13 ファイルアップロード 画面説明 

 一般ユーザーの発注画面で、任意のファイルを添付できます。 

 この時の添付ファイルのサイズ容量を設定します。 

 

No. 項目 動作 

37 「添付ファイル最大サイズ（Byte）」

テキストボックス 

ファイルサイズ容量を設定 

半角数字入力 

 

4.2.14 ファイルアップロード 操作説明 

No.37 添付ファイル最大ファイルサイズ（Byte） 

 注文時に添付するファイルの最大容量を設定します。 

 発注申請ユーザーのログインで発注時に“ご注文の最終確認画面”にて、“申請コメント”と“注

記”にファイルを添付できます。（伝票、納品書などの指示にご利用ください。） 

  

 初期値で「1024000 Byte」(約 1MB)を設定しています。特に必要がない限り変更しないで

ください。 

もし、変更する場合には”Byte"単位で任意のデータ容量を半角数字で入力します。“KB（キロ

バイト）”、“MB（メガバイト）“、”GB（ギガバイト）“などの大容量ファイルを添付する場合、”

Byte"に直してから入力して下さい。 

  

図 12:設定マスターメンテナンス ファイルアップロード 
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4.2.15 デフォルト文言 画面説明 

 一般ユーザーの発注名を設定します。 

 項目を空欄で設定した場合、発注名は空欄になります。 

 

No. 項目 動作 

38 「発注名」テキストボックス 発注名を入力 

  

4.2.16 デフォルト文言 操作説明 

No.38 発注名 

デフォルトの発注名を入力します。 

空欄で登録すると、デフォルトの発注名は表示されず空白になります。 

 固定の文言で登録すると、デフォルトの発注名は全て同じ文言になります。 

 発注毎に発注名を変更する場合は、以下のフォーマットを使用します。 

 

項目 動作 

{jobno} デフォルト発注名に注文 ID を使用 

{dYmdHis} デフォルト発注名に発注日時を使用 

 

本項目での発注名を設定していない場合、下記タイミングでそれぞれ発注名入力ダイアログが表

示されます。 

◼ 「配送先別数量指定」画面で[納期確認と指定にすすむ]ボタンクリック時 

◼ 「納期指定」画面で[発注申請にすすむ]ボタンクリック時 

◼ 「ご注文の最終確認」画面で[注文を確定する]ボタンクリック時 

  

図 13:設定マスターメンテナンス デフォルト文言 
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4.2.17 ギャザリング注文 画面説明 

 一般ユーザーの商品確認画面にて行えるギャザリング注文の設定をします。 

 

No. 項目 動作 

39 「ギャザリング注文組織」 

プルダウン 

ギャザリング注文可能な組織を設定 

40 「注文終了タイミング」 

プルダウン 

ギャザリング注文が終了するタイミングを設定 

 

  

図 14:設定マスターメンテナンス ギャザリング注文 
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4.2.18 ギャザリング注文 操作説明 

No.39 ギャザリング注文組織 

ギャザリング注文を作成可能な組織を設定します。 

 

項目 動作 

0:ギャザリング注文なし 所属する組織に関係なく、ギャザリング注文不可 

1:トップ組織 トップ組織に属する承認ユーザーのみが、 

ギャザリング注文を行える。 

トップ組織に属さない承認ユーザーは、 

ギャザリング注文を行えない。 

2:最終承認組織 最終承認組織に属する承認ユーザーのみが、 

ギャザリング注文を行える。 

最終承認組織に属さない承認ユーザーは、 

ギャザリング注文を行えない。 

3:1 と 2 トップ組織あるいは最終承認組織に属する 

承認ユーザーが、ギャザリング注文を行える。 

トップ組織にも最終承認組織にも属さない 

承認ユーザーは、ギャザリング注文を行えない。 

 

No.40 注文終了タイミング 

 ギャザリング注文の注文受付終了方法を設定します。 

項目 動作 

0:本社が終了させるまで 注文期限以降、本社が注文受付を終了する。 

注文受付は本社が終了させるまで終了しないため、 

それまで発送拠点は注文数を設定・変更できる。 

1:終了日まで 上に対して、注文期限になると自動的に注文受付期間が終

了し、参加拠点は注文数を設定・変更できなくなる。 
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4.2.19 一括注文可能機能 画面説明 

発注申請ユーザーの一括注文機能の設定を行います。 

 

No. 項目 動作 

41 「一般注文可能ユーザー」 

プルダウン 

一括注文機能を使用できるユーザーを設定 

42 「一括注文可能件数」 

テキストボックス 

CSV ファイルに記載した注文の行数を設定 

 

4.2.20 一括注文可能機能 操作説明 

No.41 一括注文可能ユーザー 

一括注文機能を使用できるユーザーを設定します。 

 

項目 動作 

0:CSV 一括注文無効  権限に関係なく、全ユーザーが一括注文を行えない 

1:承認権限ユーザーのみ有効 承認権限ユーザーのみが一括注文を行える 

申請権限ユーザーは一括注文を行えない 

2:全ユーザー有効 権限に関係なく、全ユーザーが一括注文を行える 

 

No.42 一括注文可能件数 

 一括注文で受け付ける注文数を設定します。 

 

注文数は発注申請ユーザーがインポートした CSV ファイルのタイトル行を含まない行数を指定

します。 

 

 

  

図 15:設定マスターメンテナンス 一括注文機能 
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4.2.21 申請ユーザーのアカウント設定 画面説明 

一般ユーザーが、アカウント設定画面でユーザー情報を修正できるようにするかを選択します。 

 

No. 項目 動作 

43 「アカウント情報の編集」 

チェックボックス 

一般ユーザーがアカウント設定修正できるかを設定 

 

4.2.22 申請ユーザーのアカウント設定 操作説明 

No.43 Settings のアカウント設定の編集[true:編集可、false:参照のみ] 

一般ユーザーでのアカウント設定編集可能を設定します。 

項目 動作 

✔を入れた場合 一般ユーザーが、アカウント設定の編集を行えます。 

✔を入れない場合 一般ユーザーは、アカウント設定の参照のみを行えます。 

  

図 16:設定マスターメンテナンス 申請ユーザーのアカウント設定 



Edition PriBiz 管理者マニュアル 

41 

 

 

4.2.23 承認ユーザーの代理操作設定 画面設定 

一般ユーザーが、アカウント設定画面でユーザー情報を修正できるようにするかを選択します 

 

No. 項目 動作 

44 「代理操作機能の利用」 

チェックボックス 

承認ユーザが代理操作機能を利用できるかを設定 

 

4.2.24 承認ユーザーの代理操作設定 操作説明 

No.44 Settings の代理操作機能の利用[true:編集可、false:参照のみ] 

承認ユーザーの代理操作を設定します。 

項目 動作 

✔を入れた場合 代理操作を行えます。 

✔を入れない場合 代理操作を行えません。 

  

図 17:設定マスターメンテナンス 承認ユーザーの代理操作設定 
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4.2.25 Flex 連携 画面説明 

Edition PriBiz と Edition Flex の連携の設定を行います。 

図 18:設定マスターメンテナンス Flex 連携 

 

No. 項目 動作 

45 「カートのサムネイル」 

チェックボックス 

カートのサムネイル画像に Flex の編集画像 

表示/非表示を選択 

46 「Flex ID」 

テキストボックス 

Edition Flex の連携用ユーザーID を入力 

47 「可変データ編集 Flex 利用」 

プルダウン 

可変データ編集資材のレコードのプレビューを確

認する編集画面を選択 

 

4.2.26 Flex 連携 操作説明 

No.45 カートのサムネイル 

カートのサムネイル画像に Flex の編集画像を表示するかを設定します。 

項目 動作 

✔を入れた場合 Flex の編集画像をカートのサムネイル画像にします。 

✔を入れない場合 資材マスターメンテナンスで登録したサムネイル画像を、

カートのサムネイル画像にします。 
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No.46 Flex ID 

Edition Pribiz と連携する Edition Flex の連携用ユーザーID を入力します。 

※連携用ユーザーID を変更すると、Edition PriBiz から Edition Flex を使用できなく

なります。 

 

No.47 可変データ編集 Flex 利用 

 可変データ選択画面でレコードのプレビューを表示するための編集画面を選択します。 

項目 動作 

利用しない 可変データ選択画面の「編集」ボタンを非表示 

ウィザード編集を利用 可変データ選択画面の「編集」ボタンをクリックすると、

ウィザード編集画面を呼び出してプレビューを表示 

自由編集を利用 可変データ選択画面の「編集」ボタンをクリックすると、

自由編集画面を呼び出してプレビューを表示 
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4.2.27 パスワード期限 画面説明 

各権限ユーザーのログインパスワード有効期限を設定します。 

有効期限を過ぎると、ログイン時にパスワード変更を行います。 

 

No. 項目 動作 

48 「発注申請ユーザーの期限」 

プルダウン 

発注申請ユーザーのパスワード有効期限を選択 

49 「発注申請ユーザーの 

オフセット日数」 

テキストボックス 

発注申請ユーザーのパスワード切れ通知メール

を、有効期限の何日前に通知するかを設定 

半角数字で設定 

50 「配送組織ユーザーの期限」 

プルダウン 

配送組織ユーザーのパスワード有効期限を選択 

51 「配送組織ユーザーの 

オフセット日数」 

テキストボックス 

配送組織ユーザーのパスワード切れ通知メール

を、有効期限の何日前に通知するかを設定 

半角数字で設定 

52 「運用管理者ユーザーの期限」 

プルダウン 

運用管理者ユーザーのパスワード有効期限を選択 

53 「運用管理者ユーザーの 

オフセット日数」 

テキストボックス 

運用管理者ユーザーのパスワード切れ通知メール

を、有効期限の何日前に通知するかを設定 

半角数字で設定 

  

図 19:設定マスターメンテナンス パスワード期限 
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4.2.28 パスワード期限 操作説明 

パスワード期限の設定は、以下のリストから選択します。 

項目 設定 

なし パスワードの有効期限を設定しません。 

30 日 パスワードの有効期限を 30 日に設定します。 

60 日 パスワードの有効期限を 60 日に設定します。 

90 日 パスワードの有効期限を 90 日に設定します。 

120 日 パスワードの有効期限を 120 日に設定します。 

150 日 パスワードの有効期限を 150 日に設定します。 

180 日 パスワードの有効期限を 180 日に設定します。 

365 日 パスワードの有効期限を 365 日に設定します。 

 

No.48 発注申請ユーザーの期限 

発注申請ユーザーのパスワード有効期限を設定します。 

設定内容は、前述のリストから選択します。 

 

No.49 発注申請ユーザーのオフセット日数 

パスワードの有効期限切れ通知メールを、有効期限切れの何日前に配信するかを設定します。 

半角数字で設定し、空欄だと送信されません。 

 

No.50 配送組織ユーザーの期限 

配送組織ユーザーのパスワード有効期限を設定します。 

設定内容は、前述のリストから選択します。 

 

No.51 配送組織ユーザーのオフセット日数 

パスワードの有効期限切れ通知メールを、有効期限切れの何日前に配信するかを設定します。 

半角数字で設定し、空欄だと送信されません。 

 

No.52 運用管理ユーザーの期限 

運用管理ユーザーのパスワード有効期限を設定します。 

設定内容は、前述のリストから選択します。 

 

No.53 運用管理ユーザーのオフセット日数 

パスワードの有効期限切れ通知メールを、有効期限切れの何日前に配信するかを設定します。 

半角数字で設定し、空欄だと送信されません。 
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4.2.29 在庫アラートメール 画面説明 

発注時に在庫数が基準在庫数を下回った際に、資材マスターメンテナンスで設定した、

調達担当者に在庫アラートメールを送信するかの設定を行います。 

資材の調達担当者は運用管理者ユーザーの中から指定します。 

 

図 20:設定マスターメンテナンス 在庫アラートメール 

 

No. 項目 動作 

54 「資材の在庫アラートメール（即時）」 

プルダウン 

在庫アラートメールを 

いつ送信するかを選択 

55 「資材の在庫アラートメール（定期レポート）」

チェックボックス 

定期在庫アラートメールを 

送信するかの選択 
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4.2.30 在庫アラート 操作説明 

No.54 資材の在庫アラートメール(即時) 

プルダウンで、在庫アラートメールをいつ送信するかを選択します。  

 

項目 動作 

0:送らない 在庫アラートメールを送信しません。 

1:初回のみ送る 発注の際、基準在庫数を下回った時と、在庫数が 0 になった時、

各 1 回だけ調達担当者にアラートメールを送信します。 

2:常に送る 基準在庫数を下回った状態の資材が発注され、 

その度に調達担当者にアラートメールを送信します。 

※「1:初回のみ送る」あるいは「2:常に送る」を選択した場合、運用管理者のメールマスター

メンテナンス画面に項目「資材の在庫アラートメール(即時)」が表示されます。 

メールマスターメンテナンス画面の操作については次のマニュアルをご参照ください。 

⚫ EditionPriBiz 操作ガイド-運用管理ユーザ編 

P.62 5.3.2. メールマスターメンテナンス 操作説明 

 

No.55 資材の在庫アラートメール(定期レポート) 

毎日定刻(デフォルト 10:00)に、その時点で基準在庫数を下回っている資材の一覧リストを調

達担当者にメール送信します。 

項目 動作 

✔を入れた場合 在庫アラートメールを送信します。 

✔を入れない場合 在庫アラートメールを送信しません。 

※✔を入れた場合、運用管理者のメールマスターメンテナンス画面に項目「資材の在庫アラート

メール(日報)」が表示されます。 

メールマスターメンテナンス画面の操作については次のマニュアルをご参照ください。 

⚫ EditionPriBiz 操作ガイド-運用管理ユーザ編 

P.62 5.3.2. メールマスターメンテナンス 操作説明 
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4.2.31 可変データ資材用製造指示書・可変データ資材用納品明細書 画面説明 

配送業者の注文詳細(発注アイテム)画面で、可変データ資材用製造指示書、および可変データ

資材用納品明細書をダウンロードするときに使われるテンプレートを登録します。 

各テンプレートは、あらかじめ Edition CMS に登録されている必要があります。 

各項目の設定値には、各テンプレートの trackingID（識別 ID）を登録します。 

 

図 21:設定マスターメンテナンス  

可変データ資材用製造指示書・可変データ資材用納品明細書 

 

No. 項目 動作 

56 「可変データ資材用製造指示書」 

テキストボックス 

デフォルト可変データ資材用製造指示書の 

TrackingID を入力 

57 「可変データ資材用納品明細書」 

テキストボックス 

デフォルト可変データ資材用納品明細書の 

TrackingId を入力 

 

4.2.32 可変データ資材用製造指示書・可変データ資材用納品明細書 操作説明 

No.56 可変データ資材用製造指示書 

 Edition CMS に登録されている可変データ資材用製造指示書テンプレートのトラッキ

ング ID を入力します。 

No.57 可変データ資材用納品明細書 

 Edition CMS に登録されている可変データ資材用納品明細書テンプレートのトラッキ

ング ID を入力します。 

 

※デフォルト以外の可変データ資材用製造指示書・可変データ資材用納品明細書も使用できます。 

登録画面は次の章をご参照ください。 

⚫ 8.1.3 トップカテゴリ新規登録 画面説明 

⚫ 8.1.5 第 2 階層以降カテゴリ新規登録 画面説明 

⚫ 8.2.2 トップカテゴリ 新規登録ダイアログ 画面説明 

⚫ 8.2.4 トップカテゴリ 編集ダイアログ 画面説明 

⚫ 8.2.6 サブカテゴリ 新規登録ダイアログ 画面説明 

⚫ 8.2.8 サブカテゴリ 編集ダイアログ 画面説明 
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4.2.33 予約 画面説明 

予約発注を行えるユーザーの権限を指定します。 

  

No. 項目 動作 

58 「予約発注可能」ラジオボタン 予約発注可能ユーザーの選択 

 

4.2.34 予約 操作説明 

No.58 予約発注可能 

予約発注を行えるユーザーを設定します。 

項目 動作 

「全ユーザー」ラジオボタンを 

選択した場合 

申請権限ユーザー・承認権限ユーザーの両方で 

予約発注を行うことができます。 

「承認権限ユーザー」ラジオボタンを

選択した場合 

承認権限ユーザーのみが予約発注を 

行うことができます。 

 

  

図 22:設定マスターメンテナンス 予約 
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4.2.35 貸出品 画面説明 

整備日数を指定します。 

 

貸出品は納期の翌日から開始する使用期間中に指定した在庫数が減ります。 

整備日数は使用期間の計算に使用する設定です。 

 

No. 項目 動作 

59 「整備日数」テキストボックス 貸出品の整備日数を設定 

半角数字のみ入力可能 

 

4.2.36 貸出品 操作説明 

No.59 整備日数 

整備日数を入力します。 

  

図 23:設定マスターメンテナンス 貸出品 
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4.2.37 ヘルプリンク 画面説明 

各ユーザー向けヘルプのリンクを設定します。 

 

No. 項目 動作 

60 「発注申請組織ユーザーヘルプリンク」

テキストボックス 

発注申請組織ユーザー向けヘルプの 

リンクを入力します。 

61 「システム管理者ヘルプリンク」 

テキストボックス 

システム管理者向けヘルプの 

リンクを入力します。 

62 「運用管理者 ヘルプリンク」 

テキストボックス 

運用管理者向けヘルプの 

リンクを入力します。 

63 「配送組織ヘルプリンク」 

テキストボックス 

配送組織向けヘルプの 

リンクを入力します。 

 

4.2.38 ヘルプリンク 操作説明 

No.60 発注申請組織ユーザー ヘルプリンク 

 発注申請組織ユーザー向けヘルプのリンクを記載します。 

No.61 システム管理者ヘルプリンク 

 システム管理者向けヘルプのリンクを記載します。 

No.62 運用管理者ヘルプリンク 

 運用管理者向けヘルプのリンクを記載します。 

No.63 配送組織ヘルプリンク 

 配送組織向けヘルプのリンクを記載します。  

  

図 24:設定マスターメンテナンス ヘルプリンク 
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4.2.39 パスワード再設定メール 画面説明 

 

No. 項目 動作 

64 「メールタイトル」テキストボックス パスワード再設定メールの件名を入力 

65 「From 名称」テキストボックス From 名称を入力 

66 「From アドレス」テキストボックス From アドレスを入力 

67 「Reply アドレス」テキストボックス Reply アドレスを入力 

68 「電話番号」テキストボックス 電話番号を入力 

69 「受付時間」テキストボックス 受付時間を入力 

 

4.2.40 パスワード再設定メール 操作説明 

No.64 メールタイトル 

 パスワード再設定メールの件名を入力します。 

No.65 From 名称 

 パスワード再設定メールの From 名称を入力します。 

No.66 From アドレス 

 パスワード再設定メール From メールアドレスを入力します。 

No.67 Reply アドレス 

 パスワード再設定メールの Reply メールアドレスを入力します。 

No.68 電話番号 

 パスワード再設定メールの電話番号を入力します。 

No.69 受付時間 

 パスワード再設定メールの受付時間を入力します。 

  

図 25:設定マスターメンテナンス パスワード再設定メール 
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4.2.41 セキュリティ 画面説明 

 

No. 項目 動作 

70 「パスワードクリア」チェックボックス パスワードクリアを行うかを設定 

71 「ログインエラー回数」テキストボックス ログインエラー回数を設定 

72 「連続ログイン期間」テキストボックス 連続ログインとみなす時間を設定 

73 「ロック期間」テキストボックス アカウントのロック時間を設定 

 

4.2.42 セキュリティ 操作説明 

No.70 パスワードクリア 

ログインエラー時に入力パスワードの削除を行うかを設定します。 

項目 動作 

✔を入れた場合 入力パスワードを削除します。 

✔を入れない場合 入力パスワードを削除しません。 

No.71 ログインエラー回数 

 アカウントロックするまでの連続ログインエラー回数を設定します。 

 回数を「0」に設定すると、ログインエラーが発生してもアカウントは 

ロックされません。 

 一度ログインを行うと、回数はリセットします。 

No.72 連続ログイン期間 

 連続ログインエラーの時間を設定します。(単位：時間) 

 設定期間内に連続でログインエラー回数を超過すると、 

アカウントがロックされます。 

  

図 26:設定マスターメンテナンス セキュリティ 
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No.73 ロック期間 

 アカウントロックが解除されるまでの時間を設定します。(単位：分) 

 設定したロック期間を超過すると、アカウントロックが自動で解除されます。 

⚫ アカウントロック機能は、ID とパスワードを両方共入力した際に動作します。 

⚫ 未登録のアカウント ID を入力している場合でも動作します。 

⚫ 未登録のアカウント ID をロック中にそのアカウント ID で新規登録を行うと、 

自動でアカウントロックが解除されます。 

 

例えば 

⚫ パスワードクリア:ON 

⚫ ログインエラー回数:2 

⚫ 連続ログイン期間：1 

⚫ ロック時間:10 

と設定した場合には下記動作を行います。 

 

ログインエラー時の再入力画面でパスワード入力欄が空白になります。 

「1」時間以内に「2」回連続でログインに失敗すると、 

入力した ID のアカウントは「10」分間ロックされます。 

ロック状態になると、正しいパスワードを入力してもログインする事は出来なくなります。 

10 分経過すると自動でロックが解除されます。 

 

※ロック時間の期間中にロックを解除したい場合 

 運用管理者の「メンテナンス画面」→「アカウントロック解除」で 

現在アカウントロック中のアカウントの一覧が表示されます。 

ロック解除したいアカウントの削除ボタンをクリックすると 

アカウントロックを解除します。 

詳細は、運用管理者マニュアルを参照ください。 
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4.2.43 HOME 画面表示方法の選択 画面説明 

 

No. 項目 動作 

74 「HOME 画面表示方法」プルダウン HOME 画面の表示方法を設定 

 

4.2.44 HOME 画面表示方法の選択 操作説明 

 No.74 HOME 画面表示方法 

発注申請ユーザーの HOME 画面表示方法を設定します。 

項目 動作 

カルーセル表示のみ HOME 画面をカルーセル表示します。 

タイル表示のみ HOME 画面をタイル表示します。 

カルーセル/タイル表示切り替え HOME 画面に「表示切り替え」ボタンを表示します。 

 

 

  

図 27:設定マスターメンテナンス HOME 画面表示方法の選択 
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第5章 ユーザー 

5.1. 発注申請組織ユーザーマスターメンテナンス 

発注申請組織に所属するユーザーのログインＩＤ，パスワード、氏名などの属性をメンテナンス

します。 

 

5.1.1 画面説明 

 

下記の項目が表示されます。 

⚫ 状態・・・有効・無効が表示されます 

⚫ 管理コード・・・登録した管理コードが表示されます 

⚫ ユーザー名・・・登録したユーザー名が表示されます 

⚫ 組織/部署/役職・・・登録した組織名・部署名・役職名が表示されます 

部署名・役職名が登録されていない場合は空欄になります 

⚫ ログイン ID・・・登録したログイン ID が表示されます 

⚫ 電話(内線)/携帯・・・登録した電話番号・内線番号・担当者携帯電話番号が表示されます 

登録していない場合は、空欄になります 

⚫ メール・・・登録したメールアドレスが表示されます 

⚫ 更新日・・・最終更新日が表示されます 

  

図 28:発注申請組織ユーザーマスターメンテナンス 
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項目 動作 

「組織名」テキストボックス トップ組織名で部分一致検索 

「全て表示」ボタン 全登録情報を表示 

「組織」ツリー クリックした組織の情報を表示 

「ユーザ名/メール」テキストボックス ユーザ名かメールで部分一致検索 

「エクスポート」ボタン CSV ファイルを出力 

「インポート」ボタン CSV ファイルから入力 

「新規登録」ボタン 新規登録ダイアログを表示 

「編集」アイコン 編集ダイアログを表示 

「削除」アイコン 確認ダイアログを表示 

ユーザー属性マスターメンテナンスで登録された追加属性は以降に追加されます。 

整数型追加属性 半角数字のみ入力可能 

文字列型追加属性 文字列入力 

フラグ型追加属性 チェックボックスで操作 
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5.1.2 操作説明 

【新規登録方法】 

１．組織ツリーからユーザー登録する組織を選択します 

２．新規登録ボタンをクリックします 

３．新規登録ダイアログで情報を入力して、保存します 

４．新規登録ダイアログが閉じて、保存した組織を組織ツリーでクリックすると、情報が表示さ

れます 

 

【編集】 

１．組織ツリーから編集するユーザーが登録されている組織を選択します 

２．編集するユーザーの編集アイコンをクリックします 

３．編集ダイアログで、情報を入力して保存します 

４．編集ダイアログが閉じて、保存した組織を組織ツリーでクリックすると、情報が表示されま

す 

 

【削除】 

１．削除するユーザーの行の削除アイコンをクリックします 

２．確認ダイアログで、削除ボタンをクリックすると削除されます 
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5.1.3 新規登録ダイアログ 画面説明 

 

 

図 29:新規登録ダイアログ 申請権限選択時 
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図 30:新規登録ダイアログ 承認権限選択時 
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項目 動作 

「状態」 

ラジオボタン 

有効・無効を選択 

「管理コード」 

テキストボックス 

管理コードを入力 

・必須入力 

・半角文字+記号のみ入力可能最大文字数 

・他の発注申請ユーザーに登録済の管理コードは

登録不可 

・配送組織ユーザーに登録済の管理コードは登録

不可 

「組織」 

プルダウン 

ユーザーが所属する発注申請組織を選択 

「部署名」 

プルダウン 

登録されている部署名を選択 

「役職」 

プルダウン 

登録されている役職名を選択 

「ユーザ名」 

テキストボックス 

ユーザ名を入力 

入力必須 

「権限」 

ラジオボタン 

申請権限・承認権限の選択 

「ログイン ID」 

テキストボックス 

ログイン ID を入力 

半角英数文字のみ可 

入力必須 

「パスワード」 

テキストボックス 

登録するパスワードを入力 

半角英数文字のみ可 

入力必須 

「電話番号」 

テキストボックス 

電話番号を入力 

「内線番号」 

テキストボックス 

内線番号を入力 

「担当者携帯電話番号」 

テキストボックス 

担当者携帯電話番号を入力 

「メール」 

テキストボックス 

メールアドレスを入力 

・@必須 

・入力必須 

「全て選択」 

ボタン 

メール受信設定の全てのチェックボックスに 

チェックがつく 

「全て解除」 

ボタン 

メール受信設定の全てのチェックボックスの 

チェックが外れる 

「Thanks メール」 

チェックボックス 

Thanks メールの受信設定切り替え 
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「発注者への注文受付メール」 

チェックボックス 

発注者への注文受付メールの受信設定切り替え 

「発注者への却下メール」 

チェックボックス 

発注者への却下メールの受信設定切り替え 

「発注者への資材発送済メール」 

チェックボックス 

発注者への資材発送済メールの受信設定切り替

え 

「発注者への注文キャンセルメール」 

チェックボックス 

発注者への注文キャンセルメールの受信設定切

り替え 

「状態」 

ラジオボタン 

アカウントの有効・無効の切り替え 

「承認者への注文申請（承認依頼）メール」 

チェックボックス 

承認者への注文詳細（承認依頼】メールの 

受信設定の切り替え 

「承認者への注文受付メール」 

チェックボックス 

承認者への注文受付メールの 

受信設定の切り替え 

「承認者への却下メール」 

チェックボックス 

承認者への却下メールの 

受信設定切り替え 

「承認者への資材発送済メール」 

チェックボックス 

承認者への資材発送済メールの 

受信設定切り替え 

「承認者への注文キャンセルメール」 

チェックボックス 

承認者への注文キャンセルメールの 

受信設定切り替え 

「保存」ボタン 入力した情報を保存する 
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5.1.4 新規登録ダイアログ 操作説明 

【申請権限登録方法】 

１．権限ラジオボタンで、「申請権限」ラジオボタンを選択します。 

２. 任意の管理コードを入力します。 

３．ユーザー名・ログイン ID・パスワード・メールを入力します。 

４．他の情報を入力し、保存ボタンをクリックすると、入力した情報が保存されます。 

 

【承認権限登録方法】 

１．権限ラジオボタンで、「承認権限」ラジオボタンを選択します。 

２. 任意の管理コードを入力します。 

３．ユーザー名・ログイン ID・パスワード・メールを入力します。 

４．他の情報を入力し、保存ボタンをクリックすると、入力した情報が保存されます。 

 

編集ダイアログの操作方法は新規登録ダイアログと変わらないため、割愛させていただきます。 
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5.1.5 発注申請組織ユーザーメール送信タイミング 

 

項目 タイミング 

Thanks メール 発注申請時 

発注者への注文受付メール 承認者による承認完了時 

発注者への却下メール 承認者による却下時 

発注者への資材発送済メール 配送組織ユーザーの資材発送時 

発注者への注文キャンセルメール 注文キャンセル時 

承認者への注文申請（承認依頼）メール 発注申請時 

承認者への注文受付メール 承認者による承認完了時 

承認者への却下メール 上位承認者による却下時 

承認者への資材発送済メール 配送組織ユーザーの資材発送時 

承認者への注文キャンセルメール 注文キャンセル時 
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5.1.6 CSV ファイル項目説明 

 

項目 動作 

管理コード 管理コードを出力 

・必須入力 

・半角文字+記号のみ入力可能 

・最大入力文字数 10 文字 

・他の発注申請組織ユーザーに登録済の管理コードは登録不可 

・配送組織ユーザーに登録済の管理コードは登録不可 

ログイン ID ログイン ID を出力 

パスワード パスワードを出力 

・セキュリティ上のため空欄で出力 

・半角文字+記号のみ入力可能 

名前 ユーザー名を出力 

組織管理コード ユーザーを登録している組織の管理コードを出力 

・必須入力 

・発注申請組織に存在しない管理コードは登録不可 

組織名 ユーザーを登録している組織名を出力 

部署 ユーザーに登録している部署名を出力 

・登録されていなければ空欄 

役職 ユーザーに登録している役職名を出力 

・登録されていなければ空欄 

E-mail ユーザーに登録しているメールアドレスを出力 

・登録されていなければ空欄 

電話番号 ユーザーに登録している電話番号を出力 

・登録されていなければ空欄 

内線番号 ユーザーに登録している内線番号を出力 

・登録されていなければ空欄 

携帯電話番号 ユーザーに登録している携帯電話番号を出力 

・登録されていなければ空欄 

ユーザー種別 ユーザーごとの種別を出力 

・申請権限ユーザーであれば、「申請」と出力される 

・承認権限ユーザーであれば、「承認」と出力される 
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Thanks メール Thanks メールのオンオフ状態を出力 

・オンであれば、「TRUE」と出力される 

・オフであれば、「FALSE」と出力される 

承認者への注文申請メール 承認者への注文申請メールのオンオフ状態を出力 

・オンであれば、「TRUE」と出力される 

・オフであれば、「FALSE」と出力される 

発注者への注文受付メール 発注者への注文受付メールのオンオフ状態を出力 

・オンであれば、「TRUE」と出力される 

・オフであれば、「FALSE」と出力される 

承認者への却下メール 承認者への却下メールのオンオフ状態を出力 

・オンであれば、「TRUE」と出力される 

・オフであれば、「FALSE」と出力される 

発注者への資材発送済メール 発注者への資材発送済メールのオンオフ状態を出力 

・オンであれば、「TRUE」と出力される 

・オフであれば、「FALSE」と出力される 

承認者への資材発送済メール 承認者への資材発送済メールのオンオフ状態を出力 

・オンであれば、「TRUE」と出力される 

・オフであれば、「FALSE」と出力される 

発注者への注文キャンセルメール 発注者への注文キャンセルメールのオンオフ状態を出力 

・オンであれば、「TRUE」と出力される 

・オフであれば、「FALSE」と出力される 

承認者への注文キャンセルメール 承認者への注文キャンセルメールのオンオフ状態を出力 

・オンであれば、「TRUE」と出力される 

・オフであれば、「FALSE」と出力される 

配送担当者への入庫廃棄登録メール 配送担当者への入庫廃棄登録メールのオンオフ状態を出力 

・オンであれば、「TRUE」と出力される 

・オフであれば、「FALSE」と出力される 

配送担当者への入庫廃棄予定取消メ

ール 

配送担当者への入庫廃棄予定取消メールのオンオフ状態を出力 

・オンであれば、「TRUE」と出力される 

・オフであれば、「FALSE」と出力される 

配送担当者への注文キャンセルメー

ル 

配送担当者への注文キャンセルメールのオンオフ状態を入出力 

・オンであれば、「TRUE」と出力される 

・オフであれば、「FALSE」と出力される 

 

 



Edition PriBiz 管理者マニュアル 

67 

 

 

5.1.7 CSV ファイル操作説明 

【新規作成・インポート】 

1.管理コードを入力します。 

2.ログイン ID・パスワードを入力します。 

3.他の項目を入力します。 

4.上記の CSV ファイルをインポートすると、新規登録されます。 

 

【編集・インポート】 

1.編集するアカウントの管理コードを入力します。 

2.編集するログイン ID を入力します。 

3.パスワードを編集する場合は、項目「パスワード」に入力します。 

パスワードを編集しない場合は、項目「パスワード」を空欄にすると、編集されません。 

4.他の項目を入力します。 

5.上記の CSV ファイルをインポートすると、編集されます。 
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5.2. 配送組織ユーザーマスターメンテナンス 

配送組織ユーザーを新規登録・編集します。 

5.2.1 画面説明 

 

下記の項目が表示されます。 

⚫ 状態・・・有効・無効を表示します 

⚫ 管理コード・・・登録した管理コードを表示します 

⚫ ユーザ名・・・登録したユーザ名が表示されます 

⚫ 組織/部署/役職・・・登録した組織名・部署名・役職名を表示します 

部署・役職が登録されていなければ、部署名・役職名は空白です 

⚫ ログイン ID・・・登録したログイン ID が表示されます 

⚫ 電話(内線)/携帯・・・登録した電話番号・内線番号・担当者携帯電話番号を表示します 

電話番号・内線番号・担当者携帯電話番号が登録されていなければ

空欄です 

⚫ メール・・・登録したメールアドレスを表示します 

⚫ 更新日・・・最後に情報を更新した日付を表示します 

  

図 31:配送組織ユーザーマスターメンテナンス 
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項目 動作 

「組織名」テキストボックス 組織名で部分一致検索 

「全て表示」ボタン 登録されている情報を全て表示する 

「組織」ツリー 組織毎に登録されている情報を表示 

「ユーザ名/メール」テキストボックス ユーザ名かメールで部分一致検索 

「エクスポート」ボタン CSV ファイルをダウンロード 

「インポート」ボタン CSV ファイルから入力 

「新規登録」ボタン 新規登録ダイアログを表示 

「編集」アイコン 編集ダイアログを表示 

「削除」アイコン 確認ダイアログを表示 

ユーザー属性マスターメンテナンスで登録された追加属性は以降に追加されます。 

整数型追加属性 半角数字のみ入力可能 

文字列型追加属性 文字列入力 

フラグ型追加属性 チェックボックスで操作 

 

5.2.2 操作説明 

【新規登録】 

１．新規登録ボタンをクリックして、新規登録ダイアログを表示します。 

2．新規登録ダイアログに情報を入力して、保存します。 

 

【編集】 

１．編集する情報の行の編集アイコンをクリックして、編集ダイアログを表示します。 

2．編集ダイアログに情報を入力して、保存します。 

 

【削除】 

１．削除する情報の行の削除アイコンをクリックして、確認ダイアログを表示します。 

２．確認ダイアログで削除ボタンをクリックすると、情報が削除されます。 
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5.2.3 新規登録ダイアログ 画面説明 

 

 

図 32:新規登録ダイアログ 

  



Edition PriBiz 管理者マニュアル 

71 

 

 

項目 動作 

「状態」 

ラジオボタン 

有効・無効を選択 

「管理コード」 

テキストボックス 

管理コードを入力 

・必須入力 

・半角文字+記号のみ入力可能 

・最大文字数 10 文字 

・他の配送ユーザーに登録済の管理コードは登録

不可 

・発注申請組織ユーザに登録済の管理コードは登

録不可 

「部署名」プルダウン 登録する部署名を選択 

「役職」プルダウン 登録する役職を選択 

「ユーザー名」テキストボックス 登録するユーザー名を入力 

入力必須 

「ログイン ID」テキストボックス 登録するログイン ID を入力 

・半角英数文字+記号のみ入力可能 

・入力必須 

「パスワード」テキストボックス 登録するパスワードを入力 

・半角英数文字+記号のみ入力可能 

・入力必須 

「電話番号」テキストボックス 登録する電話番号を入力 

「内線番号」テキストボックス 登録する内線番号を入力 

「担当者携帯電話番号」テキストボックス 登録する担当者携帯電話番号を入力 

「メール」テキストボックス メールアドレスを入力 

・@必須 

・入力必須 

「全て選択」ボタン メール受信設定の全てのチェックボックスに 

チェックがつく 

「全て解除」ボタン メール受信設定の全てのチェックボックスの 

チェックが外れる 

「配送担当者への入庫廃棄登録メール」 

チェックボックス 

入庫予定・廃棄指示が行われた時に受信する 

連絡メールの有無を設定 

「配送担当者への入庫廃棄完了メール」 

チェックボックス 

入庫・廃棄が行われた時に受信する 

連絡メールの有無を設定 

「配送担当者への注文受付メール」 

チェックボックス 

最終承認が行われたときに受信する 

連絡メールの有無を設定 

「配送担当者への注文キャンセルメール」 

チェックボックス 

注文キャンセルが行われたときに受信する 

連絡メールの有無を設定 

「保存」ボタン 入力した情報を保存する 
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5.2.4 新規登録ダイアログ 操作説明 

【新規登録方法】 

１．所属する組織を組織プルダウンで、選択します。 

２．ユーザー名・ログイン ID・パスワード・メールを入力します。 

３．保存ボタンをクリックすると、入力した情報が保存されます。 

 

編集ダイアログの操作方法は新規登録ダイアログと同じため、割愛させていただきます。 

 

5.2.5 配送組織ユーザーメール送信タイミング 

項目 タイミング 

配送担当者への入庫廃棄登録メール  配送組織ユーザーか運用管理ユーザーが、 

入庫予定登録あるいは廃棄指示登録を行った時 

配送担当者への入庫廃棄予定取消メー

ル 

配送組織ユーザーか運用管理ユーザーが、 

入庫予定あるいは廃棄予定の取消を行った時 

配送担当者への入庫廃棄完了メール 配送組織ユーザーが、 

入庫あるいは廃棄を行った時 

配送担当者への注文受付メール 承認権限ユーザーが、 

最終承認を行った時 

配送担当者への注文キャンセルメール 発注申請ユーザーが、 

キャンセルを行った時 
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5.2.6 CSV ファイル項目説明 

 

項目 動作 

管理コード 登録している管理コードを出力 

・必須入力 

・半角文字+記号のみ入力可能 

・最大入力文字数 10 文字 

・他の配送ユーザーに登録済の管理コードは登録不可 

ログイン ID ログイン ID を出力 

パスワード セキュリティ上のため空欄 

・半角文字+記号のみ入力可能 

名前 ユーザー名を出力 

組織管理コード ユーザーを登録している組織の管理コードを出力 

・必須入力 

・存在しない管理コードは登録不可 

組織名 ユーザーを登録している組織名を出力 

部署 ユーザーに登録している部署名を出力 

登録されていなければ空欄 

役職 ユーザーに登録している役職名を出力 

登録されていなければ空欄 

E-mail ユーザーに登録しているメールアドレスを出力 

登録されていなければ空欄 

電話番号 ユーザーに登録している電話番号を出力 

登録されていなければ空欄 

内線番号 ユーザーに登録している内線番号を出力 

登録されていなければ空欄 

携帯電話番号 ユーザーに登録している携帯電話番号を出力 

登録されていなければ空欄 

ユーザー種別 配送組織では関係ない項目 

配送担当者への入庫廃棄登録メール 配送担当者への入庫廃棄メールのオンオフ状態を出力 

・オンであれば、「TRUE」と出力される 

・オフであれば、「FALSE」と出力される 

配送担当者への入庫廃棄予定取消メ

ール 

配送担当者への入庫廃棄予定取消メールのオンオフ状態を出力 

・オンであれば、「TRUE」と出力される 

・オフであれば、「FALSE」と出力される 
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配送担当者への入庫廃棄完了メール 配送担当者への入庫完了メールのオンオフ状態を出力 

・オンであれば、「TRUE」と出力される 

・オフであれば、「FALSE」と出力される 

配送担当者への注文受付メール 配送担当者への注文受付メールのオンオフ状態を出力 

・オンであれば、「TRUE」と出力される 

・オフであれば、「FALSE」と出力される 

配送担当者への注文キャンセルメー

ル 

配送担当者への注文キャンセルメールのオンオフ状態を出力 

・オンであれば、「TRUE」と出力される 

・オフであれば、「FALSE」と出力される 
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5.2.7 CSV ファイル 操作説明 

 

【新規作成・インポート】 

1.管理コードを入力します。 

2.ログイン ID・パスワードを入力します。 

3.他の項目を入力します。 

以下の項目は配送組織ユーザーに関係ない項目なので、入力内容にかかわらず登録内容に反映さ

れません。 

⚫ ランク(A/B) 

⚫ 親組織管理コード 

⚫ 親組織 

⚫ 承認組織管理コード 

⚫ 承認組織 

⚫ 得意先コード 

⚫ 営業担当者名 

⚫ プリンタ 

⚫ 用紙 

⚫ 色 

⚫ カテゴリランク 

⚫ カテゴリタグ 

4.上記の CSV ファイルをインポートすると、新規登録されます。 
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【編集・インポート】 

1.編集するユーザーの管理コードを入力します。 

2.パスワードを編集する場合は、項目「パスワード」に入力します。 

パスワードを編集しない場合は、項目「パスワード」を空欄にすると、編集されません。 

3.他の項目を入力します。 

以下の項目は配送組織ユーザーに関係ない項目なので、入力内容にかかわらず登録内容に反映さ

れません。 

⚫ ランク(A/B) 

⚫ 親組織管理コード 

⚫ 親組織 

⚫ 承認組織管理コード 

⚫ 承認組織 

⚫ 得意先コード 

⚫ 営業担当者名 

⚫ プリンタ 

⚫ 用紙 

⚫ 色 

⚫ カテゴリランク 

⚫ カテゴリタグ 

4.上記の CSV ファイルをインポートすると、編集されます。 
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5.3. 管理者ユーザーマスターメンテナンス 

管理者ユーザーの登録・更新を行います。 

設定できるユーザー権限はシステム管理権限、運用管理権限です。 

 

5.3.1 画面説明 

下記の項目が表示されます。 

⚫ 状態・・・登録した有効・無効の状態を表示します 

⚫ 管理コード・・・登録した管理コードを表示します 

⚫ ユーザ名・・・登録したユーザ名を表示します 

⚫ ログイン ID・・・登録したログイン ID を表示します 

⚫ 電話(内線)/携帯・・・登録した電話番号、内線番号、担当者携帯電話番号を表示します 

登録されていなければ、空欄です 

⚫ メール・・・登録したメールアドレスを表示します 

⚫ 更新日・・・最終更新日を表示します 

 

  

図 33:管理者ユーザーマスターメンテナンス 
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項目 動作 

「ユーザ名/メール」テキストボックス ユーザー名かメールで部分一致検索 

「新規登録」ボタン 新規登録ダイアログを表示 

「編集」アイコン 編集ダイアログを表示 

「削除」アイコン 確認ダイアログを表示 

ユーザー属性マスターメンテナンスで登録された追加属性は以降に追加されます。 

整数型追加属性 半角数字のみ入力可能 

文字列型追加属性 文字列入力 

フラグ型追加属性 チェックボックスで操作 

 

5.3.2 操作説明 

【新規登録】 

１．新規登録ボタンをクリックします 

２．新規登録ダイアログで、情報を入力して保存します 

 

【編集】 

１．新規登録ボタンをクリックします 

２．新規登録ダイアログで、情報を入力して保存します 

 

【削除】 

１．削除するユーザー行の削除アイコンをクリックします 

２．確認ダイアログで、「削除」ボタンをクリックすると、削除します 
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5.3.3 システム管理者新規登録ダイアログ 画面説明 

  

図 34:システム管理者 新規登録ダイアログ 



Edition PriBiz 管理者マニュアル 

80 

 

 

項目 動作 

「管理者種別」ラジオボタン ラジオボタンをクリックし権限を選択 

「ユーザ名」テキストボックス ユーザ名を入力 

・入力必須 

「ログイン ID」テキストボックス 半角英数で入力 

・入力必須 

「パスワード」テキストボックス 半角英数で入力 

・入力必須 

「電話番号」テキストボックス 半角数字とスラッシュ(/)で入力 

・スラッシュは未入力可 

「内線番号」テキストボックス 半角数字とスラッシュ(/)で入力 

・スラッシュは未入力可 

「担当者携帯電話番号」テキストボックス 半角数字とスラッシュ(/)で入力 

・スラッシュは未入力可 

「メール」テキストボックス 半角英数で入力 

・入力必須 

・@必須 

「状態」ラジオボタン 有効・無効切り替え 

「保存」ボタン 入力した情報を保存する 

 

5.3.4 システム管理者新規登録ダイアログ 操作説明 

【登録方法】 

１．管理者種別ラジオボタンで「システム管理者」ラジオボタンを選択します 

２．ユーザー名・ログイン ID・パスワード・メールを入力します 

３．保存ボタンをクリックします 

 

編集ダイアログも新規登録ダイアログと同じ操作のため、操作方法を割愛させていただきます。 
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5.3.5 運用管理者新規登録ダイアログ 画面説明 

項目 動作 

「管理者種別」ラジオボタン ラジオボタンをクリックして、権限を選択 

「ユーザ名」テキストボックス 文字列を入力 

・入力必須 

「ログイン ID」テキストボックス 半角英数で入力 

・入力必須 

「パスワード」テキストボックス 半角英数で入力 

・入力必須 

「電話番号」テキストボックス 半角数字とスラッシュ(/)で入力 

図 35:運用管理者 新規登録ダイアログ 
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・スラッシュは未入力可 

「内線番号」テキストボックス 半角数字とスラッシュ(/)で入力 

・スラッシュは未入力可 

「担当者携帯電話番号」テキストボックス 半角数字とスラッシュ(/)で入力 

・スラッシュは未入力可 

「メール」テキストボックス 半角英数で入力 

・入力必須 

・@必須 

「全て選択」ボタン メール受信設定のチェックボックス 

全てにチェックをつける 

「全て解除」ボタン メール受信設定のチェックボックス 

全てのチェックを外す 

「運用管理者への注文申請（承認依頼）メール」

チェックボックス 

発注が行われたときに受信する 

注文申請メールの有無を設定 

「運用管理者への注文受付メール」 

チェックボックス 

発注が行われたときに 

受信する受付メール 

「運用管理者への却下メール」 

チェックボックス 

申請が却下されたときに受信する 

連絡メールの有無を設定 

「運用管理者への資材発送済みメール」 

チェックボックス 

承認後に資材が発送されたときに 

受信する連絡メールの有無を設定 

「運用管理者への注文キャンセルメール」 

チェックボックス 

発注がキャンセルされたときに 

受信する連絡メールの有無を設定 

「運用管理者への予約注文メール」 

チェックボックス 

予約注文時に受信する 

連絡メールの有無を設定 

「調達担当者への在庫アラート（即時）」 

チェックボックス 

基準在庫数が下回った時に即時に 

受信する連絡メールの有無を設定 

「調達担当者への在庫アラート（日報）」 

チェックボックス 

基準在庫数が下回っている時に受信する 

資材リストメールの有無を設定 

「運用管理者への入庫廃棄予定取消メール」 

チェックボックス 

入庫廃棄予定取消が行われたときに受信す

る連絡メールの有無を設定 

「調達担当者への入庫廃棄完了メール」 

チェックボックス 

入庫廃棄が行われた時に受信する 

連絡メールの有無を設定 

「状態」ラジオボタン 有効・無効の切り替え 

「保存」ボタン 入力した情報を保存する 

5.3.6 運用管理者新規登録ダイアログ 操作説明 

１．管理者種別ラジオボタンで「運用管理者」ラジオボタンを選択します 

２．ユーザー名・ログイン ID・パスワード・メールを入力します 

３．保存ボタンをクリックします 

 

編集ダイアログも新規登録ダイアログと同じ操作のため、操作方法を割愛させていただきます。 
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5.3.7 運用管理者メール送信タイミング 

 

項目 タイミング 

運用管理者への注文申請（承認依頼）メ

ール 

発注申請時 

運用管理者への注文受付メール 承認者による承認完了時 

運用管理者への却下メール 承認者による却下時 

運用管理者への資材発送済メール 配送組織ユーザーの資材発送時 

運用管理者への注文キャンセルメール 注文キャンセル時 

調達担当者への在庫アラート（即時） 調達担当者として登録している資材の在庫数が 

基準在庫数以下になった時 

調達担当者への在庫アラート（日報） 設定マスターメンテナンスの[在庫アラート] 

チェックボックスにチェックが入っていて、 

調達担当者として登録している資材の在庫数が 

基準在庫数以下になった時 

運用管理者への入庫廃棄予定取消メール 入庫予定あるいは廃棄予定の取消が行われた時 

調達担当者への入庫廃棄完了メール 調達担当者として登録している資材の入庫あるい

は廃棄が行われた時 

 

 

 

  



Edition PriBiz 管理者マニュアル 

84 

 

 

第6章 運用カスタマイズ 

トップメニュー画面の上部に、各種システムマスターメンテナンス画面を表示するリンクがあり

ます。 

 

6.1. ロゴマスターメンテナンス 

ロゴマスターメンテナンスでは、画面左上にあるロゴ画像の登録を行います。初期登録されてい

る Edition PriBiz のロゴを変更する場合に新しいロゴを登録します。ロゴはいくつでも登録で

き、ロゴマスターメンテナンス画面で選択したロゴ画像が表示されるようになっています。 

 

6.1.1 画面説明 

 

項目 動作 

「組織名」テキストボックス 組織名を部分一致検索 

「共有表示」ボタン 発注申請組織のトップ組織が所有していない 

ロゴ画像を表示 

「組織」ツリー 選択したトップ組織が所有するロゴ画像を表示 

「新規登録」ボタン 新規登録ボタンをクリックすると、 

新規登録ダイアログを表示 

「標準」ラジオボタン 共有表示ボタンをクリックしてから標準ラジオボタンを 

クリックすると、全組織に表示する 

組織名をクリックしてから標準ラジオボタンを 

クリックすると、選択した組織のみに表示する 

「編集」アイコン 編集アイコンをクリックすると編集ダイアログを表示 

「削除」アイコン 同じ行にあるロゴを削除 

 

図 36:ロゴマスターメンテナンス 
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6.1.2 操作説明 

[共有表示ボタンからのロゴ画像新規登録] 

１．共有表示ボタンをクリックします。 

２．新規登録ボタンを押して画像を登録するダイアログを表示します。 

３．登録したらラジオボタンで表示したいロゴを選択します。 

 

[組織ツリーからのロゴ画像新規登録] 

１．組織ツリーからロゴ画像を所有するトップ組織をクリックします。 

２．新規登録ボタンを押して画像を登録するダイアログを表示します。 

３．登録したらラジオボタンで表示したいロゴを選択します。 

※不要になったロゴは削除アイコンをクリックすると削除できます。 

※編集画面より画像を差し替えられます。 

※共有表示ボタンから登録したロゴ画像は、発注申請組織以外のユーザーの画面・ロゴ画像を所

有しないトップ組織の配下に属する発注申請組織に所属するユーザーの画面に表示されます。 
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6.1.3 登録 画面説明 

 

項目 動作 

「アップロード」ボタン Windows エクスプローラが起動し、画像を選択 

登録できる画像の種類は JPG・PNG・GIF 

「クリア」ボタン アップロードを取り消す 

「保存」ボタン 登録した画像を保存する 

 

6.1.4 登録 操作説明 

１．参照ボタンを押し、エクスプローラから画像を選択します。 

２．「保存」ボタンを押し、画像を登録します。 

※クリアボタンをクリックすると、アップロードした画像を取り消します。 

 

  

図 37:新規登録ダイアログ 
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6.1.5 編集 画面説明 

 

項目 動作 

「アップロード」ボタン Windows エクスプローラが起動し、画像を選択 

登録できる画像の種類は JPG・PNG・GIF 

「もどす」ボタン アップロードを取り消す 

「保存」ボタン 登録した画像を保存する 

 

6.1.6 編集 操作説明 

１．参照ボタンを押し、エクスプローラから画像を選択します。 

２．「保存」ボタンを押し、画像を登録します。 

※もどすボタンをクリックすると、新規アップロードした画像を取り消します。 

  

図 38:編集ダイアログ 
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6.2. フッターマスターメンテナンス 

フッターマスターメンテナンスでは、画面下にあるフッター文字列の登録を行います。初期登

録されている“Copyright © Resologic Co. Ltd.” のフッターを変更する場合に新しい文字列を

登録します。フッター文字列はいくつでも登録でき、フッターマスターメンテナンス画面で選択

したフッター文字列が表示されるようになっています。 

 

6.2.1 画面説明 

 

項目 動作 

「組織」テキストボックス 組織を部分一致検索 

「共有表示」ボタン 発注申請組織のトップ組織が所有していない 

フッターを表示 

「組織」ツリー 選択したトップ組織が所有するフッターを表示 

「新規登録」ボタン 新規登録ボタンをクリックすると、 

新規登録ダイアログを表示 

「標準」ラジオボタン 共有表示ボタンをクリックしてから標準ラジオボタンを 

クリックすると、全組織に表示する 

組織名をクリックしてから標準ラジオボタンを 

クリックすると、選択した組織のみに表示する 

「編集」アイコン 編集アイコンをクリックすると編集ダイアログを表示 

「削除」アイコン 同じ行にあるロゴを削除 

 

 

 

  

図 39:フッターマスターメンテナンス 
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6.2.2 操作説明 

１．登録したい組織を“所有トップ組織”プルダウンから選択してください。 

２．新規登録ボタンを押して画像を登録するダイアログを表示します。 

３．登録したらラジオボタンで表示したいフッターを選択します。 

※不要になったフッターは削除アイコンをクリックすると削除できます。 

※編集画面より文言を変更できます。 

 

6.2.3 登録 画面説明 

 

項目 動作 

「フッター」テキストボックス フッターに表示する文言を入力 

「保存」ボタン 入力したフッターを保存する 

 

6.2.4 登録 操作説明 

１．テキストボックスに文言を入力します。 

２．「保存」ボタンを押し、テキストを登録します。 

 

編集ダイアログも新規登録ダイアログと同じ操作方法のため、操作方法を割愛させていただきま

す。 

  

図 40:フッターマスターメンテナンス新規登録・更新 
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6.3. ソート項目カスタマイズ 

発注申請ユーザーでログインした時、HOME 画面の「ソート」ボタンを押すと表示される一覧

項目を設定します。チェックした項目はソート対象として一覧に表示されます。 

 

6.3.1 画面説明 

 

  

図 41:ソート項目カスタマイズ 
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項目 動作 

「資材 ID」チェックボックス チェックを入れると資材 ID が表示される 

「資材名称」チェックボックス チェックを入れると資材名称が表示される 

「資材型番」チェックボックス チェックを入れると資材型番が表示される 

「価格」チェックボックス チェックを入れると価格が表示される 

「標準納期日数」チェックボックス チェックを入れると標準納期日数が表示される 

「在庫」チェックボックス チェックを入れると在庫が表示される 

「有効期間（開始）」チェックボックス チェックを入れると有効期間（開始）が表示される 

「有効期間（終了）」チェックボックス チェックを入れると有効期間（終了）が表示される 

「利用回数」チェックボックス チェックを入れると利用回数が表示される 

「更新」ボタン ボタンをクリックするとチェックの内容が反映され、 

発注申請ユーザーのログインでソート項目が表示 
 

6.3.2 操作説明 

１．表示したい項目のチェックボックスにチェックを入力 

２．更新ボタンをクリック 
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6.4. 資材属性表示項目カスタマイズ 

発注申請ユーザーでログインした時、資材情報の表示／非表示を設定します。 

チェックした項目の資材情報が表示されます。 

 

6.4.1 画面説明 

  

図 42:資材属性表示項目カスタマイズ 
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項目 動作 

「登録日」チェックボックス チェックを入れると登録日が表示される 

「価格」チェックボックス チェックを入れると価格が表示される 

「入数」チェックボックス チェックを入れると入数が表示される 

「荷姿」チェックボックス チェックを入れると荷姿が表示される 

「注文単位」チェックボックス チェックを入れると注文単位が表示される 

「標準出荷」チェックボックス チェックを入れると標準出荷が表示される 

「在庫」チェックボックス チェックを入れると在庫が表示される 

「Version」チェックボックス チェックを入れると Version が表示される 

「オンデマンド価格」 

チェックボックス 

チェックを入れると、オンデマンド価格が表示される 

「更新」ボタン 設定を保存 

 

 発注申請ユーザーでログインしたとき、各画面で下記内容を設定できます。 

画面 項目 

HOME 全項目 

商品確認 価格、入数荷姿注文単位、標準出荷、在庫 

配送先別数量指定 注文単位、数量、単価 

 

6.4.2 操作説明 

 

１．表示したい項目のチェックボックスにチェックを入力 

２．更新ボタンをクリック  



Edition PriBiz 管理者マニュアル 

94 

 

 

第7章 組織 

7.1. 発注申請組織マスターメンテナンス 

発注の申請・承認を行うユーザーが属する組織を登録します。 

共有配送先管理画面で納品先の登録ができます。画面を開くにはトップ組織の修正画面のみとな

ります。 

 

7.1.1 画面説明 

図 43:発注申請組織マスターメンテナンス Top 組織表示時 

 

  

図 43:発注申請組織マスターメンテナンス 第 2 組織表示時 
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項目 動作 

「組織名」テキストボックス Top 組織名で部分一致検索 

「トップ表示」ボタン トップ組織を全て表示 

「組織」ツリー 組織情報を表示 

「組織名」テキストボックス 組織名で部分一致検索 

「エクスポート」ボタン CSV ファイルをエクスポート 

「インポート」ボタン CSV ファイルの情報をもとに PriBiz サーバにインポート 

「伝票 CSV アップロード」 

ボタン 

CSV ファイルの情報をもとに PriBiz サーバに 

伝票データをアップロード 

「新規作成」ボタン 

-Top 組織表示時 

トップ組織用の新規作成ダイアログを表示 

「配送先」ボタン 共有配送先管理画面を表示する 

「編集」アイコン 

-トップ組織表示時 

トップ組織用の編集ダイアログを表示する 

「削除」アイコン 削除ダイアログを表示する 

「新規作成」ボタン 

-第 2 階層以降組織選択時 

第 2 階層以降組織用の新規作成ダイアログを表示 

「編集」アイコン 

-第 2 階層以降組織選択時 

第 2 階層以降組織用の編集ダイアログを表示する 

  



Edition PriBiz 管理者マニュアル 

96 

 

 

7.1.2 操作説明 

【新規組織登録方法】 

◯“トップ組織“の場合 

1．トップ表示ボタンをクリックします。 

2．“トップ組織：“の行にある「新規作成」ボタンをクリックします。 

3．新規作成ダイアログに情報を入力し、登録します。 

 

◯“第 2 組織”以下の場合 

1.組織ツリーより上位の組織をクリックします。 

2．“第 2 組織：“以下の行にある「新規作成」ボタンをクリックします。 

3．新規作成ダイアログに情報を入力し、承認組織を設定してから登録します。  

※この時、「承認組織選択」を設定する必要があります。 

 

【編集方法】 

◯“トップ組織”の場合 

１．編集する組織の行にある編集アイコンをクリックします。 

２．編集ダイアログに情報を入力し、登録します。 

 

◯“第 2 組織”以下の場合 

1.組織ツリーより上位の組織をクリックします。 

2．編集する組織の行にある編集アイコンをクリックします。 

3．編集ダイアログに情報を入力し、登録します。 

 

発注申請組織は、階層に登録制限はありません。 
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7.1.3 トップ組織新規登録ダイアログ 画面説明 

図 44:トップ組織 新規登録ダイアログ 
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項目 動作 

「状態」ラジボタン 有効・無効の切り替え 

「管理コード」テキストボックス 管理コードを入力 

必須入力 

半角英数文字 

最大 10 文字 

他の発注申請組織との重複不可 

配送組織との重複不可 

「組織名」テキストボックス 文字列で組織名を入力 

「ランク」ラジオボタン 組織ランクを選択 

「カテゴリランク」ラジオボタン カテゴリランクを選択 

「カテゴリタグ」テキストボックス カテゴリランク欄で「カテゴリタグ」ラジオボタンを 

選択している場合、入力必須 

半角英数のみ入力可能 

最大文字数 8 文字 

「郵便番号」テキストボックス 半角数字のみ入力可能 

最大文字数 7 文字 

「都道府県」プルダウン 都道府県を選択 

※郵便番号を入力すると自動的に入力されます。 

「住所１」テキストボックス 住所を文字列で入力 

※郵便番号を入力すると自動的に途中まで 

入力されます。 

「住所２」テキストボックス ビル、部屋番号などを文字列で入力 

「電話番号」テキストボックス 電話番号を半角数字とスラッシュ(/)で入力 

スラッシュは未入力可 

「FAX 番号」テキストボックス FAX 番号を半角数字と(/)で入力 

スラッシュは未入力可 

「内線番号」テキストボックス 内線番号を半角英文字とスラッシュ(/)で入力 

スラッシュは未入力可 

「担当者名」テキストボックス 担当者名を文字列で入力 

「担当者携帯番号」テキストボックス 担当者携帯番号を半角英文字とスラッシュ(/)で入力 

スラッシュは未入力可 

「EMAIL」テキストボックス メールアドレスを入力 

半角英数文字で入力 

@必須 

「URL」テキストボックス 半角英数文字で入力 

「得意先コード」テキストボックス 半角英数文字で入力 

「営業担当者」テキストボックス 文字列で営業担当者名を入力 

「プリンタ」テキストボックス 文字列でプリンタ名を入力 

「用紙」テキストボックス 文字列で用紙名を入力 

「色」テキストボックス 文字列で色を入力 
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「保存」ボタン 入力した情報を保存する 

整数型追加属性 半角数字のみ入力可能 

文字列型追加属性 文字列入力 

フラグ型追加属性 チェックボックスで操作 

浮動小数点型追加属性 半角数字と半角文字のピリオド(.)のみ入力可能 

タイムスタンプ型追加属性 カレンダーダイアログで日付を入力 

 

7.1.4 トップ組織新規登録ダイアログ 操作説明 

１.状態ラジオボタンで有効・無効の設定を行います。 

２．管理コードを入力します。 

３．組織名を文字列で入力します。 

４．ラジオボタンで任意のランクに設定します。 

５. ラジオボタンで任意のカテゴリランクを設定します。 

６．「カテゴリタグ指定」ラジオボタンを選択した場合は、カテゴリタグ欄に任意のカテゴリタ

グを入力します。 

７．郵便番号を半角数字で 7 桁入力します。 

８．都道府県をプルダウンリストから選択します。 

９．住所１で番地までを文字列で入力します。 

１０．住所２でビルや部屋番号を文字列で入力します。 

１１．電話番号、担当者名などを入力します。 

１２．EMAIL と URL は所定の形式で入力します。 

１３．任意の情報を入力終了したら、登録します。 

 

編集ダイアログも新規登録ダイアログと同じ操作方法なので、説明を割愛させていただきま

す。 
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7.1.5 第 2 階層以降組織新規登録ダイアログ 画面説明 

図 45:第 2 階層以降組織 新規登録ダイアログ 
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項目 動作 

「状態」ラジボタン 有効・無効の切り替え 

「管理コード」テキストボックス 管理コードを入力 

必須入力 

半角英数文字のみ 

最大 10 文字 

「組織名」テキストボックス 文字列で組織名を入力 

「ランク」ラジオボタン 組織ランクを選択 

「カテゴリランク」ラジオボタン カテゴリランクを選択 

「カテゴリタグ」 

テキストボックス 

カテゴリランク欄で「カテゴリタグ」ラジオボタンを 

選択している場合、入力必須 

半角英数文字のみ入力可能 

最大文字数 8 文字 

「承認組織」ボタン 承認組織選択ダイアログが表示される 

「郵便番号」テキストボックス 半角数字のみ入力可能 

最大文字数 7 文字 

「都道府県」プルダウン 都道府県を選択 

※郵便番号を入力すると自動的に入力されます。 

「住所１」テキストボックス 住所を文字列で入力 

※郵便番号を入力すると自動的に途中まで入力されます。 

「住所２」テキストボックス ビル、部屋番号などを文字列で入力 

「電話番号」テキストボックス 電話番号を半角数字とスラッシュ(/)で入力 

スラッシュは未入力可 

「FAX 番号」テキストボックス FAX 番号を半角数字と(/)で入力 

スラッシュは未入力可 

「内線番号」テキストボックス 内線番号は半角英文字とスラッシュ(/)で入力 

スラッシュは未入力可 

「担当者名」テキストボックス 担当者名を文字列で入力 

「担当者携帯番号」 

テキストボックス 

担当者携帯番号は半角英文字とスラッシュ(/)で入力 

スラッシュは未入力可 

「EMAIL」テキストボックス 半角英数文字で入力 

@必須 

「URL」テキストボックス 半角英数文字で入力 

「得意先コード」 

テキストボックス 

半角英数文字で入力 

「営業担当者」テキストボックス 文字列で営業担当者名を入力 

「プリンタ」テキストボックス 文字列でプリンタ名を入力 

「用紙」テキストボックス 文字列で用紙名を入力 

「色」テキストボックス 文字列で色を入力 

「保存」ボタン 入力した情報を保存する 
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第 2 階層以降組織新規登録ダイアログ 操作説明 

１. 状態ラジオボタンで有効・無効の設定を行います 

２.管理コードを入力します。 

３．組織名を文字列で入力します 

４．ラジオボタンで任意のランクに設定します 

５. ラジオボタンで任意のカテゴリランクを設定します 

６．「カテゴリタグ指定」ラジオボタンを選択した場合は、カテゴリタグ欄に任意のカテゴリタ

グを入力します 

７．承認組織選択ボタンをクリックし、承認組織選択ダイアログで承認組織を選択します 

８．郵便番号を半角数字で 7 桁入力します 

９．都道府県をプルダウンリストから選択します 

１０．住所１で番地までを文字列で入力します 

１１．住所２でビルや部屋番号を文字列で入力します 

１２．電話番号、担当者名などを入力します 

１３．EMAIL と URL は所定の形式で入力します 

１４．任意の情報を入力終了したら、登録します 

 

編集ダイアログも新規登録ダイアログと同じ操作方法のため、説明を割愛させていただきます。 
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7.1.1 CSV 項目説明-発注申請組織マスターメンテナンス 

 

項目 動作 

管理コード 登録している管理コードを出力 

必須入力 

半角文字+記号のみ入力可能 

最大入力文字数 10 文字 

他の発注申請組織に登録済の管理コードは登録不可 

配送組織に登録済の管理コードは登録不可 

組織種別 ID 組織種別区別用の ID を出力。発注申請組織は「0」になる 

組織 組織名を出力 

親組織管理コード トップ組織の場合は、空欄 

第 2 組織以降の場合、登録している親組織の管理コードを出力 

存在しない管理コードは登録不可 

親組織 トップ組織の場合は、空欄 

第 2 組織以降の場合、登録している親組織の組織名を出力 

承認組織管理コード トップ組織の場合は空欄 

第 2 階層以降の組織で最終承認組織が自組織の場合、空欄 

第 2 階層以降の組織で最終承認組織が他組織の場合、登録してい

る組織の管理コードを出力 

存在しない管理コードは登録不可 

承認組織 トップ組織の場合は空欄 

最終承認組織が自組織の場合、空欄 

最終承認組織が他組織の場合、登録している組織の組織名を出力 

郵便番号 登録している郵便番号を出力 

都道府県 登録している都道府県名を出力 

・存在しない都道府県名は登録不可 

住所１ 登録している住所 1 を出力 

住所２ 登録している住所 2 を出力 

電話番号 登録している電話番号を出力 

FAX 番号 登録している FAX 番号を出力 

内線番号 登録している内線番号を出力 

担当者名 登録している担当者名を出力 

担当者携帯電話番号 登録している担当者携帯電話番号を出力 

メールアドレス 登録しているメールアドレスを出力 
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URL 登録している URL を出力 

得意先コード 登録している得意先コードを出力 

営業担当者名 登録している営業担当者名を出力 

プリンタ 登録しているプリンタを出力 

用紙 登録している用紙を出力 

色 登録している色を出力 

時間指定 「0」を出力 

発注申請組織に無関係な項目なので、入力内容は登録されない 

カテゴリランク 登録しているカテゴリランクを出力 

カテゴリタグ 登録しているカテゴリタグを出力 

有効 登録している有効・無効状態を出力 

問い合わせタイトル 空欄で出力 

発注申請組織に無関係な項目なので、入力内容は反映されない 

問い合わせ社名 空欄で出力 

発注申請組織に無関係な項目なので、入力内容は反映されない 

問い合わせ担当者 空欄で出力 

発注申請組織に無関係な項目なので、入力内容は反映されない 

問い合わせ電話番号 空欄で出力 

発注申請組織に無関係な項目なので、入力内容は反映されない 
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7.1.1 CSV 操作説明-発注申請組織マスターメンテナンス-トップ組織 

【新規作成・インポート】 

1.組織種別 ID に「0」を入力します。 

2.任意の管理コードを項目「管理コード」に入力します。 

3.項目「親組織管理コード」、「承認組織管理コード」を空欄にします。 

4.他の項目を入力します。 

項目「問い合わせタイトル」、「問い合わせ社名」、「問い合わせ担当者」、「問い合わせ電話番号」

は、発注申請組織では使用しない項目のため、入力内容は登録されません。 

5.上記の CSV ファイルをインポートすると、新規登録されます。 

 

【編集・インポート】 

1. 組織種別 ID に「0」を入力します。 

2.編集する組織の管理コードを項目「管理コード」に入力します。 

3.項目「親組織管理コード」、「承認組織管理コード」を空欄にします。 

4.他の項目を入力します。 

項目「問い合わせタイトル」、「問い合わせ社名」、「問い合わせ担当者」、「問い合わせ電話番号」

は、発注申請組織では使用しない項目のため、入力内容は登録されません。 

5.上記の CSV ファイルをインポートすると、編集されます。 
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7.1.2 共有配送先管理 画面説明 

 

項目 動作 

「親フォルダ追加」ボタン 親フォルダの新規登録ダイアログを表示 

「名称」テキストボックス 親フォルダの名称で部分一致検索 

「フォルダ」ツリー 選択したフォルダの共有配送先選択 

「子フォルダ追加」ボタン 子フォルダの新規登録ダイアログを表示 

「名称/宛名」テキストボックス 名称/宛名で部分一致検索 

「コピー」ボタン コピーダイアログを表示 

「削除」ボタン 削除ダイアログを表示 

「選択」チェックボックス チェックを付けるとコピーボタン、削除ボタンをクリック

できる 

「編集」アイコン 編集ダイアログを表示 

「削除」アイコン 削除ダイアログを表示 

「新規登録」ボタン 新規登録ダイアログを表示 

  

図 47:共有配送先管理画面 親フォルダ選択時 

図 46:共有配送先管理画面 子フォルダ選択時 
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7.1.3 共有配送先管理 操作説明 

次の手順で配送先リストを作成します。 

親フォルダ作成→子フォルダ作成→配送先作成 

 

【親フォルダ作成】 

１．親フォルダ追加ボタンをクリックします。 

２．親フォルダ名を入力し、保存します。 

 

【子フォルダ作成】 

１．フォルダツリーで、親フォルダをクリックします。 

２．子フォルダ追加ボタンをクリックします。 

３． 子フォルダ名を入力して、保存します。 

 

【配送先登録】 

１．フォルダツリーで、配送先を登録する子フォルダをクリックします。 

２．新規登録ボタンをクリックします。 

３．新規登録ダイアログで情報を入力して、保存します。 

 

【保存先編集】 

１．フォルダツリーで。編集する配送先が登録されている子フォルダをクリックします。 

２．編集する配送先の行の編集アイコンをクリックします。 

３．編集ダイアログで情報を入力し、保存します。 
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7.1.1 配送先新規登録ダイアログ 画面説明 

  

図 48:新規登録ダイアログ 
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項目 動作 

「名称」テキストボックス 名称を入力 

入力必須 

「宛名」テキストボックス 宛名を入力 

入力必須 

「郵便番号」テキストボックス 半角数字のみ入力可能 

最大文字数 7 文字 

「都道府県」プルダウン 子フォルダの新規登録ダイアログを表示 

「住所 1」テキストボックス 住所 1 を文字列で入力 

「住所 2」テキストボックス 住所 2 を文字列で入力 

「電話番号」テキストボックス 電話番号を入力 

「FAX」テキストボックス FAX 番号を入力 

「内線番号」テキストボックス 内線番号を入力 

「担当者名」テキストボックス 担当者名を入力 

「担当者携帯電話番号」テキストボックス 担当者携帯電話番号を入力 

「Email」テキストボックス Email アドレスを入力 

入力時@必須 

「URL」テキストボックス URL を入力 

「保存」ボタン 入力した情報を保存する 

 

7.1.2 配送先新規登録ダイアログ 操作説明 

１. 名称、宛名、住所１を入力します 

２．郵便番号を入力します 

  郵便番号に対応する都道府県と住所 1 が自動で入力されます 

３．保存ボタンをクリックして、情報を保存します 

 

編集ダイアログも新規登録ダイアログと同じ操作方法のため、操作説明を割愛させていただきま

す。 
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7.1.3 共有配送先管理親フォルダ・子フォルダ兼用 追加ダイアログ 画面説明 

 

項目 動作 

「組織名」テキストボックス 文字列で組織名称を入力 

「新規登録」ボタン 入力情報を登録 

 

7.1.4 共有配送先管理親フォルダ・子フォルダ兼用 追加ダイアログ 操作説明 

１．「組織名」テキストボックスに組織名を入力します。 

２．「新規登録」ボタンをクリックします。 

 

編集ダイアログの操作方法も追加ダイアログと同じ操作方法になるので、説明を割愛させていた

だきます。 

  

図 49:共有配送先管理 追加ダイアログ 
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7.1.5 共有配送先管理 コピー 画面説明 

 

項目 動作 

「個人管理:」プルダウン コピー先のトップカテゴリをプルダウンリスト表示 

「カテゴリ」ツリー コピー先のカテゴリを選択 

「コピー」ボタン 選択したカテゴリに共有配送先をコピー 

 

 

7.1.6 共有配送先管理 コピー 操作説明 

１．プルダウンリストからコピー先のトップカテゴリを選択 

２．カテゴリツリーからコピー先フォルダを選択 

３．「コピー」ボタンをクリック 

  

図 50:共有配送先管理 コピー ダイアログ 
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7.1.7 CSV 項目説明-共有配送先 

 

項目 動作 

所有組織管理コード 配送先を登録している発注申請組織の管理コードを出力 

存在しない管理コードは登録不可 

配送先を管理する発注申請組織以外の組織の管理コードは登録

不可 

所有組織名称 発注申請組織名を表示 

配送先 ID 配送先の ID を出力 

フォルダ名称 配送先を登録しているフォルダ名を出力 

名称 配送先名を出力 

宛名 宛名を出力 

郵便番号 郵便番号を出力 

都道府県 都道府県名を出力 

住所 1 住所 1 を出力 

住所 2 住所 2 を出力 

電話番号 電話番号を出力 

担当者名 担当者名を出力 

Fax 番号 Fax 番号を出力 

内線番号 内線番号を出力 

担当者携帯番号 担当者携帯番号を出力 

Email Email を出力 

URL URL を出力 
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7.1.1 CSV 操作説明-共有配送先 

【新規作成・インポート】 

1.配送先を管理する発注申請組織の管理コードを項目「所有組織管理コード」に入力します。 

2.配送先 ID を空欄にします。 

3.配送先を登録するフォルダ名を項目「フォルダ名称」に入力します。 

4.他の項目を入力します。 

5.上記の CSV ファイルをインポートすると、配送先が新規登録されます。 

 

【編集・インポート】 

1.配送先を管理する発注申請組織の管理コードを項目「所有組織管理コード」に入力します。

2.更新する配送先に割り振られた配送先 ID を入力します。 

3.配送先を登録するフォルダ名を項目「フォルダ名称」に入力します。 

4.他の項目を入力します。5.上記の CSV ファイルをインポートすると、配送先が編集されます。  
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7.2. 配送組織マスターメンテナンス 

配送を行うユーザーが属する組織を登録します。 

 

7.2.1 画面説明 

 

 

項目 動作 

「組織名」テキストボックス 組織名を部分一致検索 

「エクスポート」ボタン CSV ファイルを出力 

「インポート」ボタン CSV ファイルから入力 

「新規登録」ボタン 新規登録ダイアログを表示 

「編集」アイコン 編集ダイアログを表示 

 

 

 

  

図 51:配送組織マスターメンテナンス 
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7.2.2 操作説明 

【新規作成】 

１．「新規作成」ボタンをクリックします。 

２．任意の情報を入力します。 

３．登録をします。 

４．画面に登録された情報が表示されます。 

 

【編集】 

１．編集したい組織の編集アイコンをクリックします。 

２．編集したい情報を更新します。 

３．登録をします。 

４．画面に変更された情報が表示されます。 

 

【エクスポート・インポート】7.2.3 

１．「エクスポート」ボタンをクリックします。 

２．CSV ファイルを編集しやすい場所に保存します。 

３．保存した CSV ファイルを開き、所定の箇所に情報を入力します。 

 ※CSV ファイルは Microsoft Excel などの表計算ソフトで編集できますが、"001”などの数字

表記の文字列が ”1“などの数値とされ データが変わってしまう事があります。 

 編集した後、テキストエディタなどで各項目が「“ ”」でくくられ、「,」で区切られ、拡

張子が CSV 形式のファイルであることを確認してからインポートしてください。 

４．「インポート」ボタンをクリックします。 

５．「参照…」ボタンをクリックし、編集した CSV ファイルを選択します。 

６．「アップロード」ボタンをクリックします。 

７．画面に変更した情報が表示されます。 
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7.2.4 新規登録 画面説明 

図 52:配送組織マスターメンテナンス新規登録ダイアログ 
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項目 動作 

「状態」ラジオボタン アカウントの有効・無効を指定 

「管理コード」テキストボックス 管理コードを入力 

必須入力 

半角数字+記号のみ入力可能 

最大文字数 10 文字 

他の配送組織に登録済の管理コードは登録不可 

発注申請組織に登録済の管理コードは登録不可 

「組織名」テキストボックス 組織名を入力 

「配送時間指定」ラジオボタン 配送時間の指定方法を選択 

「郵便番号」テキストボックス 郵便番号を“－”なしで 7 桁入力 

「都道府県」プルダウン プルダウンリストから選択 

（郵便番号を入力すると自動的に表示） 

「住所 1」テキストボックス 住所を入力 

（郵便番号を入力すると自動的に一部の 

住所が入力） 

「住所 2」テキストボックス ビル・部屋番号などを入力 

「電話番号」テキストボックス 電話番号を半角数字で入力 

「FAX 番号」テキストボックス FAX 番号を半角数字で入力 

「内線番号」テキストボックス 内線番号を半角数字で入力 

「担当者名」テキストボックス 担当者名を入力 

「担当者携帯番号」テキストボックス 携帯電話番号を半角数字で入力 

「Email」テキストボックス Email アドレスを半角英数文字で入力 

「URL」テキストボックス URL を半角英数文字で入力 

「問い合わせタイトル」テキストボックス 問い合わせタイトルを入力 

必須入力 

「問い合わせ社名」テキストボックス 問い合わせ社名を入力 

必須入力 

「問い合わせ担当者」テキストボックス 問い合わせ担当者を入力 

必須入力 

「問い合わせ電話番号」テキストボックス 問い合わせ電話番号を半角数字で入力 

必須入力 

「保存」ボタン 入力した情報を保存する 

追加属性 各追加属性の仕様に合わせて入力 

※追加属性は“追加属性”－“ 

組織属性マスターメンテナンス”で設定できます。 

 

  



Edition PriBiz 管理者マニュアル 

118 

 

 

「整数型追加属性」テキストボックス 半角数字のみ入力可能 

「文字列型追加属性」テキストボックス 文字列入力 

「フラグ型追加属性」チェックボックス チェックボックスで操作 

「浮動小数点型追加属性」 

テキストボックス 

半角数字と半角文字のピリオド(.)のみ入力可能 

「タイムスタンプ型追加属性」 

テキストボックス 

カレンダーダイアログで日付を入力 
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7.2.5 新規登録 操作説明 

１.管理コードを入力します。 

２．文字列で組織名を入力します。 

３．配送時間の指定方法をラジオボタンで設定します。 

※発注申請ユーザーがログインしたときに“納期指定“での表示方法を設定します。 

  “不可”→時間指定ありません 

  “AM/PM”→AM・PM の指定ができます 

  “時間指定”→AM と 12 時～ 2 時間おきに指定ができます。 

４．郵便番号を“－”（ハイフン）なしで入力します。 

※該当する郵便番号が入力されると自動的に住所入力されます。 

５．都道府県をプルダウンリストから選択します。 

６．ほか必要情報を入力し、「保存」ボタンを押します。 

 

編集ダイアログも新規登録ダイアログと同じ操作方法のため、説明を割愛させていただきます。 
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7.2.6 CSV 項目説明 

項目 動作 

管理コード 登録している管理コードを出力 

必須入力 

半角文字+記号のみ入力可能 

最大入力文字数 10 文字 

他の配送組織に登録済の管理コードは登録不可 

発注申請組織に登録済の管理コードは登録不可 

組織種別 ID 組織種別区別用の ID を出力。配送組織は「2」になる 

組織 組織名を出力 

親組織管理コード 空欄で出力 

配送組織に無関係な項目なので、入力内容は反映されない 

親組織 空欄で出力 

配送組織に無関係な項目なので、入力内容は反映されない 

承認組織管理コード 空欄で出力 

配送組織に無関係な項目なので、入力内容は反映されない 

承認組織 空欄で出力 

配送組織に無関係な項目なので、入力内容は反映されない 

郵便番号 登録している郵便番号を出力 

都道府県 登録している都道府県名を出力 

住所１ 登録している住所 1 を出力 

住所２ 登録している住所 2 を出力 

電話番号 登録している電話番号を出力 

FAX 番号 登録している FAX 番号を出力 

内線番号 登録している内線番号を出力 

担当者名 登録している担当者名を出力 

担当者携帯電話番号 登録している担当者携帯電話番号を出力 

メールアドレス 登録しているメールアドレスを出力 

URL 登録している URL を出力 

得意先コード 登録している得意先コードを出力 

営業担当者名 登録している営業担当者名を出力 

プリンタ 空欄で出力 

配送組織に無関係な項目なので、入力内容は反映されない 

用紙 空欄で出力 

配送組織に無関係な項目なので、入力内容は反映されない 
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色 空欄で出力 

配送組織に無関係な項目なので、入力内容は反映されない 

時間指定 登録している時間指定を出力 

カテゴリランク 空欄で出力 

配送組織に無関係な項目なので、入力内容は反映されない 

カテゴリタグ 空欄で出力 

配送組織に無関係な項目なので、入力内容は反映されない 

有効 登録している有効・無効状態を出力 

問い合わせタイトル 登録している問い合わせタイトルを出力 

問い合わせ社名 登録している問い合わせ社名を出力 

問い合わせ担当者 登録している問い合わせ担当者を出力 

問い合わせ電話番号 登録している問い合わせ電話番号を出力 

 

7.2.7 CSV 操作説明 

【新規作成・インポート】 

1.管理コードを入力します。 

他の配送組織に登録済の管理コードは入力できません。 

発注申請組織に登録済の管理コードも入力できません。 

2.組織 ID を空欄にします。 

3.組織種別 ID に「2」を入力します。 

4.項目「問い合わせタイトル」、「問い合わせ社名」、「問い合わせ担当者」、「問い合わせ電話番号」

を入力します。 

5.他の項目を入力します。 

6.上記の CSV ファイルをインポートすると、新規登録されます。 

 

【編集・インポート】 

1.編集後の管理コードを入力します。 

他の配送組織に登録済の管理コードは入力できません。 

発注申請組織に登録済の管理コードも入力できません。 

2.編集する組織の組織 ID を入力します。 

3.組織種別 ID に「2」を入力します。 

4. 項目「問い合わせタイトル」、「問い合わせ社名」、「問い合わせ担当者」、「問い合わせ電話番

号」に編集後の内容を入力します。 

5.他の項目を入力します。 

6.上記の CSV ファイルをインポートすると、編集されます。 
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7.3. 配送業者非営業日マスターメンテナンス 

 

7.3.1 画面説明 

 

項目 動作 

「組織名」テキストボックス 組織名を部分一致検索 

「組織」ツリー 配送組織を選択 

「年:」プルダウン 選択した年の非営業日を表示 

「エクスポート」ボタン CSV ファイルを出力 

「インポート」ボタン CSV ファイルから入力 

「曜日指定削除」ボタン 曜日指定削除ダイアログを表示 

「曜日指定登録」ボタン 曜日指定登録ダイアログを表示 

「新規登録」ボタン 新規登録ダイアログを表示 

「削除」アイコン 設定した非営業日を削除 

 

 

 

  

図 53:配送業者非営業日マスターメンテナンス 
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7.3.2 操作説明 

【新規登録】 

１．配送組織を組織ツリーより選択します。 

２．非営業日を登録する年をプルダウンより選択します。 

３．「新規登録」ボタンをクリックします。 

４．ダイアログより日付を設定します。 

５．保存をしたら画面で設定内容を確認します。 

 

【削除】 

削除したい年月日の行にある削除アイコンをクリックすると確認ダイアログが表示されます。 

確認ダイアログで削除ボタンをクリックすると、選択した行の非営業日が削除されます。 
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7.3.3 新規登録 画面説明 

 

項目 動作 

「年月日」ボタン カレンダーでクリックした日付が表示 

「保存」ボタン 日付を登録 

「前月」ボタン 前月のカレンダーを表示 

「翌月」ボタン 翌月のカレンダーを表示 

「日付」ボタン クリックすると“年月日“のテキストボックスに日付が入力 

 

7.3.4 新規登録 操作説明 

１．前月、翌月ボタンを押して指定したい日付の年月を表示させます 

２．非営業日にしたい日付をクリックします。 

３．保存ボタンを押します。 

４．画面に保存した非営業日が表示されます。 

 

 

 

 

  

図 54:配送業者非営業日 設定 カレンダー 
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7.3.5 曜日指定登録ダイアログ 画面説明 

 

項目 動作 

「年」プルダウン 一括登録する年を選択 

「曜日」チェックボックス 一括登録する曜日を選択 

「OK」ボタン 選択した年内の曜日を非営業日として一括登録 

 

7.3.6 新規登録 操作説明 

1. 「曜日指定登録」ボタンをクリックして、曜日指定登録ダイアログを表示 

2. 曜日指定登録ダイアログの「年」プルダウンにて、非営業日を登録する年を選択 

3. 「曜日」チェックボックスにて、一括で登録する曜日を選択 

4. 「OK」ボタンをクリックすると、選択した年内の選択した曜日が全て 

非営業日として一括登録される 

  

図 55:配送業者非営業日-曜日指定登録ダイアログ 
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7.3.7 曜日指定削除ダイアログ 画面説明 

 

項目 動作 

「年」プルダウン 一括削除する年を選択 

「曜日」チェックボックス 一括削除する曜日を選択 

「OK」ボタン 選択した年内の曜日の非営業日を一括削除 

 

7.3.8 新規登録 操作説明 

1. 「曜日指定削除」ボタンをクリックして、曜日指定削除ダイアログを表示 

2. 曜日指定削除ダイアログの「年」プルダウンにて、削除する非営業日が登録されている年を

選択 

3. 「曜日」チェックボックスにて、一括で削除する曜日を選択 

4. 「OK」ボタンをクリックすると、選択した年内の選択した曜日の非営業日が一括削除される 

  

図 56:配送業者非営業日-曜日指定削除ダイアログ 
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7.3.9 CSV 項目説明 

 

項目 動作 

配送組織管理コード 非営業日を登録する配送組織の管理コードを入力 

必須入力 

存在しない管理コードは登録不可 

配送組織 配送組織名を出力 

配送業者非営業日 配送業者非営業日を出力 

 

7.3.10 CSV 操作説明 

【新規作成・インポート】 

1.項目「配送組織管理コード」に非営業日を登録する配送組織の管理コードを入力。 

2.項目「配送業者非営業日」にカレンダー形式(YYYY/mm/dd)で非営業日を入力。 

3.上記の CSV ファイルをインポートすると、新規登録されます。 

 

【編集・インポート】 

1.項目「配送組織管理コード」に非営業日を編集する配送組織の管理コードを入力。 

2.項目「配送業者非営業日」にカレンダー形式(YYYY/mm/dd)で非営業日を入力。 

3.上記の CSV ファイルをインポートすると、入力した非営業日で編集されます。 
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7.4. 配送日数マスターメンテナンス 

各配送業者の都道府県ごとの配送所要日数を登録します。 

リストボックスで表示されている配送業者の都道府県別配送日数を登録します。 

標準配送日数、特急配送日数とも全都道府県一括設定することも、個別設定することも可能です。 

 

7.4.1 画面説明 

 

  

図 57:配送日数マスターメンテナンス 
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項目 動作 

「組織名」テキストボックス 組織名を部分一致検索 

「組織」ツリー 配送組織を選択 

「エクスポート」ボタン CSV ファイルをダウンロード 

「インポート」ボタン CSV ファイルをアップロード 

「全国一律更新」ボタン 全国一律更新ダイアログを表示 

「編集」アイコン 編集ダイアログを表示 

「組織名」テキストボックス 組織名を部分一致検索 

 

7.4.2 操作説明 

【全国一律更新】 

1.  配送日数を登録する配送組織を組織ツリーから選択します。 

2．「全国一律更新」ボタンをクリックします。 

3．ダイアログにて任意の日数を入力し登録します。 

 

【各地編集】 

1. 配送日数を編集する配送組織を組織ツリーから選択します。 

１．任意の都道府県の行にある編集アイコンをクリックします。 

２．配送にかかる日数を入力します 

３．登録すると画面に表示される日数が変更されます。 

 

【エクスポート・インポート】 

１．「エクスポート」ボタンをクリックします。 

２．CSV ファイルを編集しやすい場所に保存します。 

３．保存した CSV ファイルを開き、配送日数（標準・特急）に数字を入力します。 

 ※CSV ファイルは Microsoft Excel などの表計算ソフトで編集して下さい。 

４．「インポート」ボタンをクリックします。 

５．「参照…」ボタンをクリックし、編集した CSV ファイルを選択します。 

６．「アップロード」ボタンをクリックします。 

７．画面に変更した日数が表示されます。 
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7.4.3 全国一律更新ダイアログ 画面説明 

 

項目 動作 

「配送日数（標準）」テキストボックス 標準配送日数を入力 

半角数字 2 桁まで 

整数のみ 

「配送日数（特急）」テキストボックス 特急配送日数（標準より短い）を入力 

半角数字 2 桁まで 

整数のみ 

「OK」ボタン 配送日数の設定 

 

7.4.4 全国一律更新ダイアログ 操作説明 

１．配送日数（標準）と配送日数（特急）に日数を入力します。 

２．「OK」ボタンをクリックし登録をします。 

 

  

図 58:全国一律更新ダイアログ 
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7.4.5 各地編集 画面説明 

 

項目 動作 

都道府県 編集する都道府県名が表示される 

「配送日数（標準）」テキストボックス 標準配送日数を入力 

半角数字 2 桁まで 

整数のみ 

「配送日数（特急）」テキストボックス 特急配送日数（標準より短い）を入力 

半角数字 2 桁まで 

整数のみ 

「保存」ボタン 入力した配送日数を保存する 

 

 

7.4.6 各地編集 操作説明 

１．配送日数（標準）と配送日数（特急）に日数を入力します。 

２．「OK」ボタンをクリックし登録をします。 

  

図 59:編集ダイアログ 
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7.4.7 CSV 項目説明 

項目 動作 

配送組織管理コード 配送日数を登録する配送組織の管理コードを入力 

必須入力 

存在しない管理コードは登録不可 

配送組織 配送組織名を出力 

配送日数 ID DB 上の配送日数 ID を出力 

都道府県 配送日数を登録している都道府県名を出力 

存在しない都道府県名は登録不可 

配送日数（標準） 標準納期の配送日数を出力 

配送日数（特急） 特急納期の配送日数を出力 

 

7.4.8 CSV 操作説明 

【新規作成・インポート】 

1.項目「配送組織管理コード」に配送日数を登録する配送組織の管理コードを入力。 

2.項目「配送日数 ID」を空欄にする。 

3.項目「都道府県」に配送日数を登録する都道府県の名を入力。 

4.項目「配送日数（標準）」、「配送日数（特急）」に配送日数を入力。 

5. 上記の CSV ファイルをインポートすると、入力した配送日数が登録されます。 

 

【編集・インポート】 

1.項目「配送組織管理コード」に配送日数を登録する配送組織の管理コードを入力。 

2.項目「配送日数 ID」を空欄にする。 

3.項目「都道府県」に配送日数を登録する都道府県の名を入力。 

4.項目「配送日数（標準）」、「配送日数（特急）」に配送日数を入力。 

5. 上記の CSV ファイルをインポートすると、入力した配送日数が編集されます。 
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7.5. 組織種類別部署マスターメンテナンス 

システムを利用するユーザーが所属する組織内の部署を登録します。 

ここで登録した部署名は、ユーザーの属性として付加されるだけであり、システムの動作に影響

を及ぼすことはありません。 

 

7.5.1 画面説明 

 

項目 動作 

「組織種別」プルダウン プルダウンリストから組織種類を選択 

「新規登録」ボタン 新規登録ダイアログを表示 

「編集」アイコン 編集ダイアログを表示 

「削除」アイコン 部署名を削除 

 

7.5.2 操作説明 

１．「新規登録」ボタンをクリックします。 

２．必要な情報を入力します。 

３．保存をします。 

４．“状態“を確認し”有効“”無効“によって、ユーザーマスターメンテナンスのプルダウンリスト

表示が切り替わります。 

 

  

図 60:組織種類別部署マスターメンテナンス 
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7.5.3 新規登録 画面説明 

 

項目 動作 

「部署名」テキストボックス 部署名を入力 

「状態」チェックボックス  “☑有効”・“□無効”のチェック切り替えでユーザー登録時

のプルダウンリストに部署名を表示・非表示するか設定 

「保存」ボタン 上記で設定した内容を保存 

 

7.5.4 新規登録 操作説明 

１．部署名に任意に入力します。 

２．“状態”でチェックを入力します。（表示が有効に変わります。） 

３．保存ボタンを押します。 

 

編集ダイアログも新規登録ダイアログと同じ操作方法のため、説明を割愛させていただきます。 

  

図 61:新規登録ダイアログ 
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7.6. 組織種類別役職マスターメンテナンス 

システムを利用するユーザーが所属する組織内の役職を登録します。 

ここで登録した役職名は、ユーザーの属性として付加されるだけであり、システムの動作に影響

を及ぼすことはありません。 

 

7.6.1 画面説明 

 

項目 動作 

「組織種別」プルダウン プルダウンリストから組織種類を選択 

「新規登録」ボタン 新規の役職名を登録するダイアログを表示 

「編集」アイコン 役職名を登録するダイアログを表示 

「削除」アイコン 役職名を削除 

 

7.6.2 操作説明 

１．「新規登録」ボタンをクリックします。 

２．必要な情報を入力します。 

３．保存をします。 

４．“状態“を確認し”有効“”無効“によって、ユーザーマスターメンテナンスのプルダウンリスト

表示が切り替わります。 

 

 

図 62:組織種類別役職マスターメンテナンス 
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7.6.3 新規登録 画面説明 

 

項目 動作 

「役職名」テキストボックス 役職名を入力 

「状態」チェックボックス “☑有効”・“□無効”のチェック切り替えでユーザー登録時

のプルダウンリストに部署名を表示・非表示するか設定 

「保存」ボタン 上記で設定した内容を保存 

 

7.6.4 新規登録 操作説明 

１．役職名に任意に入力します。 

２．「状態」チェックボックスでチェックを入力します。（表示が有効に変わります。） 

３．保存ボタンを押します。 

 

編集ダイアログの操作方法も新規登録ダイアログと同じため、説明を割愛させていただきます。 

  

図 63:新規登録ダイアログ 
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第8章 資材 

8.1. 資材カテゴリマスターメンテナンス 

システムで扱う資材のトップカテゴリを登録します。トップカテゴリには、配送業者を紐づける

必要があるため、配送業者が一社以上登録されている必要があります。トップカテゴリ配下のカ

テゴリは、資材マスターメンテナンスで登録します。 

 

8.1.1 画面説明 

 

  

図 64:資材カテゴリマスターメンテナンス トップカテゴリ表示時 

図 65:資材カテゴリマスターメンテナンス 第 2 階層以降カテゴリ表示時 
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項目 動作 

「カテゴリ名」テキストボックス トップカテゴリ名で部分一致検索  

「トップ」ボタン トップカテゴリ名テキストボックスの検索結果を表示 

「カテゴリ」ツリー 選択したトップカテゴリの登録情報を表示 

「カテゴリ名」テキストボックス カテゴリ名で部分一致検索 

「新規登録」ボタン 新規登録ダイアログが表示される 

「編集」アイコン 編集ダイアログを表示する 

「削除」アイコン 同じ行のカテゴリを削除する 

「第 2 階層以降カテゴリ」ツリー 選択した第 2 階層以降のカテゴリの登録情報を表示 

 

下記の項目が表示されます。 

⚫ 表示順・・・カテゴリの表示順番を表示します。 

⚫ 配送組織・・・登録されている配送組織を表示します。 

⚫ カテゴリ名・・・登録されているカテゴリ名を表示します。 

⚫ カテゴリランク・・・登録されているカテゴリランクを表示します。 

⚫ カテゴリタグ・・・登録されているカテゴリタグを表示します。 
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8.1.2 操作説明 

資材カテゴリの編集を行います。 

 

【トップカテゴリ規登録】 

1.「トップ」ボタンをクリックします 

2．「新規登録」ボタンをクリックします 

3．“新規登録”ダイアログを編集し、「保存」します 

 

【トップカテゴリ編集】 

１．編集したいカテゴリの編集アイコンをクリックします 

２．編集ダイアログを編集し、「保存」します 

 

【第 2 階層以降カテゴリ新規登録】 

1.カテゴリツリーから、カテゴリを登録する上位カテゴリをクリックします。 

２．「新規登録」ボタンをクリックします。 

3.”新規登録”ダイアログを編集し、「保存」します。 

 

【第 2 階層以降カテゴリ編集】 

1. カテゴリツリーで、編集する第 2 階層以降のカテゴリが保存されている上位カテゴリをクリ

ックします。 

2. 編集したいカテゴリの「編集」アイコンをクリックします。 

3. 編集ダイアログを編集し、「保存」します。 
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8.1.3 トップカテゴリ新規登録 画面説明 

 

項目 動作 

「配送組織」プルダウン 配送組織をクリック選択 

必須選択 

「カテゴリ名」テキストボックス カテゴリ名を入力 

必須入力 

「全て選択」リンク カテゴリランクチェックボックス 

全てにチェックが入る 

「全て解除」リンク カテゴリランクチェックボックス 

全てのチェックが外れる 

「カテゴリランク」チェックボックス カテゴリを表示するカテゴリランクを設定 

「カテゴリタグ」テキストボックス 資材を表示するカテゴリタグを入力 

半角英数を入力 

半角カンマ(,)で区切り、複数入力可 

「可変データ資材用製造指示書」 

テキストボックス 

可変データ資材用製造指示書テンプレートの 

TrackingId を入力 

「可変データ資材用納品明細書」 

テキストボックス 

可変データ資材用納品明細書テンプレートの 

TrackingId を入力 

「キャンセル」ボタン 登録をキャンセル 

「保存」ボタン 上記で設定した内容を保存 

 

  

図 66:トップカテゴリ 新規登録ダイアログ 
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8.1.4 トップカテゴリ新規登録 操作説明 

カテゴリランクは、組織の属性として設定されているカテゴリランクに対応します。チェック

したランクのカテゴリに属した資材のみを設定した組織に表示します。これによって、組織ごと

に発注できる資材を限定できます。 

カテゴリタグもカテゴリランクと同様に、組織の属性として設定されているカテゴリタグに対応

しています。 

ここで入力したタグのカテゴリに属した資材のみを設定した組織に表示します。 

※カテゴリの設定は“発注申請組織マスターメンテナンス”にて行います。 

 

１．配送組織を指定します。 

２．カテゴリ名を文字列で入力します。 

３．カテゴリランクを任意にチェックします。 

※すべて選択したい場合は“全て選択”を解除したい場合は“全て解除”をクリックしてくだ

さい。 

４．カテゴリタグ、可変データ資材用製造指示書、可変データ資材用納品明細書を入力します。 

５．保存ボタンを押して入力した情報を保存します。 

 

編集ダイアログの操作方法も新規登録ダイアログと同じため、説明を割愛させていただきます。 
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8.1.5 第 2 階層以降カテゴリ新規登録 画面説明 

 

項目 動作 

配送組織 トップカテゴリに登録されている配送組織が表示 

「カテゴリ名」テキストボックス カテゴリ名を入力 

「全て選択」リンク 全カテゴリランクチェックボックスに 

チェックが入る 

「全て解除」リンク 全カテゴリランクチェックボックスの 

チェックが外れる 

「カテゴリランク」チェックボックス 資材を表示するカテゴリランクを設定 

「カテゴリタグ」テキストボックス 資材を表示するカテゴリタグを入力 

半角英数を入力 

半角カンマ(,)で区切り、複数入力可 

「可変データ資材用製造指示書」 

テキストボックス 

可変データ資材用製造指示書テンプレートの 

TrackingId を入力 

「可変データ資材用納品明細書」 

テキストボックス 

可変データ資材用納品明細書テンプレートの 

TrackingId を入力 

「キャンセル」ボタン 登録をキャンセル 

「保存」ボタン 上記で設定した内容を保存 

 

  

図 67:第 2 階層以降カテゴリ 新規登録ダイアログ 
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8.1.6 第 2 階層以降カテゴリ新規登録 操作説明 

カテゴリランクは、組織の属性として設定されているカテゴリランクに対応します。ここでチ

ェックしたランクのカテゴリに属した資材のみを設定した組織に表示します。これによって、組

織ごとに発注できる資材を限定できます。 

カテゴリタグもカテゴリランクと同様に、組織の属性として設定されているカテゴリタグに対応

しています。 

ここで入力したタグのカテゴリに属した資材のみを設定した組織に表示します。 

※カテゴリの設定は“発注申請組織マスターメンテナンス”にて行ってください。 

※上位カテゴリとは異なるカテゴリランク、カテゴリタグを登録できます。 

 

1．カテゴリ名を文字列で入力します。 

2．カテゴリランクを任意にチェックします。 

※すべて選択したい場合は“全て選択”を解除したい場合は“全て解除”をクリックしてくだ

さい。 

3．カテゴリタグ、可変データ資材用製造指示書、可変データ資材用納品明細書を入力します。 

4．保存ボタンを押して入力した情報を保存します。 

 

編集ダイアログの操作方法も新規登録ダイアログと同じため、説明を割愛させていただきます。 
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8.2. 資材マスターメンテナンス 

資材の名称・属性・サムネイルなどを登録します。資材と資材を組み合わせて、セット資材を作

成することも可能です。 

 

8.2.1 画面説明 

  

図 68:資材マスターメンテナンス 
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項目 動作 

「トップカテゴリ編集」ボタン 編集ダイアログ表示 

「トップカテゴリ削除」ボタン 削除ダイアログ表示 

「トップカテゴリ追加」ボタン 新規登録ダイアログ表示 

「カテゴリ検索」テキストボックス トップカテゴリを前方一致検索 

「トップカテゴリ」ツリー 選択したトップカテゴリに登録されている 

サブカテゴリ・資材を表示 

「サブカテゴリ」ツリー 選択したサブカテゴリに登録されている資材を表示 

「解除」ボタン サブカテゴリの選択を解除して、 

同階層の全サブカテゴリの資材を表示 

「サブカテゴリ編集」ボタン 編集ダイアログ表示 

「サブカテゴリ削除」ボタン 削除ダイアログ表示 

「サブカテゴリ追加」ボタン 新規登録ダイアログ表示 

「インポート」ボタン CSV ファイルをインポートして、資材情報を登録 

「エクスポート」ボタン 資材情報を CSV ファイルに出力 

「資材画像一括アップロード」ボタン 資材画像一括アップロードダイアログ表示 

「電子カタログインポート」ボタン 電子カタログインポートダイアログを表示 

電子カタログ機能を使用しない場合は非表示 

「貸出品新規登録」ボタン 貸出品新規登録ダイアログを表示 

貸出品機能を使用しない場合は非表示 

「新規登録」ボタン 新規登録ダイアログを表示 

「追加」ボタン 資材セット追加画面表示 

セット元資材、貸出品、電子カタログ専用資材では 

表示されない 

「編集」アイコン 選択した資材の編集ダイアログを表示 

「削除」アイコン 資材の削除ダイアログを表示 

資材の削除 or キャンセルを決定 

 

左側のペインでは、トップカテゴリの選択、追加、編集、削除およびサブカテゴリの選択、追加、

編集、削除、選択解除をできます。 

右側ペインでは、左側ペインのフォルダで選択したカテゴリに対する資材の新規登録、一覧内の

資材の編集、セットの作成ができます。 

セットを作成する場合、別々のカテゴリから資材を選択できますが、「セット作成」ボタンを押

したときに選択されているカテゴリへの新規追加登録となります。 

また、“エクスポート”では、選択したカテゴリに属する資材の属性一覧をＣＳＶ形式で出力する

ことができ、“インポート”では、エクスポートしたＣＳＶフォーマットと同等のフォーマットで

資材を一括登録することが可能です。サムネイル画像やデジタル配信ファイルなどは、別途編集

機能で登録する必要があります。 
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8.2.1 操作説明 

【トップカテゴリ新規登録】 

1.トップカテゴリ追加ボタンをクリックします。 

2.トップカテゴリ用の新規登録ダイアログが表示されます。 

新規登録ダイアログの操作方法は、「8.2.2 トップカテゴリ追加 操作説明」および「8.2.3 ト

ップカテゴリ編集 操作説明」を参照ください。 

 

【トップカテゴリ編集】 

1.トップカテゴリ編集ボタンをクリックします。 

2.トップカテゴリ用の編集ダイアログが表示されます。 

編集ダイアログの操作方法は、「8.2.4 トップカテゴリ追加 操作説明」および「8.2.5 トッ

プカテゴリ編集 操作説明」を参照ください。 

 

【トップカテゴリ削除】 

1.削除するトップカテゴリを選択します。 

2.トップカテゴリ削除ボタンをクリックして、トップカテゴリ用の確認ダイアログを表示します。

3.OK ボタンをクリックすると、選択したトップカテゴリが削除されます。 

 

【サブカテゴリ新規登録】 

1.サブカテゴリ追加ボタンをクリックします。 

2.サブカテゴリ用の新規登録ダイアログが表示されます。 

カテゴリ追加画面の操作方法は、「8.2.4 カテゴリ追加 操作説明」および「8.2.8 カテゴリ

編集 操作説明」を参照ください。 

 

【サブカテゴリ編集】 

1.サブカテゴリ編集ボタンをクリックします。 

2.サブカテゴリ用の編集ダイアログが表示されます。 

カテゴリ追加画面の操作方法は、「8.2.4 カテゴリ追加 操作説明」および「8.2.8 カテゴリ

編集 操作説明」を参照ください。 

 

【サブカテゴリ削除】 

1.削除するサブカテゴリを選択します。 

2.サブカテゴリ削除ボタンをクリックして、サブカテゴリ用の確認ダイアログを表示します。

3.OK ボタンをクリックすると、選択したサブカテゴリが削除されます。 
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【資材新規作成】 

1.新規登録ボタンをクリックします。 

2.資材新規作成画面が表示されます。 

資材新規作成画面の操作方法は、「8.2.13 資材新規作成 操作説明」を参照ください。 

 

【資材編集】 

1.情報を編集する資材の型番リンクをクリックします。 

2.資材編集画面が表示されます。 

資材編集画面の操作方法は、「8.2.14 資材編集 操作説明」を参照ください。 

 

【資材削除】 

1.削除する資材の削除ボタンをクリックします。 

2.資材削除画面が表示されます。 

資材削除画面の操作方法は、「8.2.15 資材削除 操作説明」を参照ください。 

 

【セット資材作成方法】 

1.セット資材にする資材の追加ボタンをクリックします。 

2.セット作成ボタンをクリックすると、資材セット追加画面が表示されます。 

資材セット追加画面の操作方法は、「8.2.21 資材セット追加 操作説明」を参照ください。 
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8.2.2 トップカテゴリ 新規登録ダイアログ 画面説明 

 

項目 動作 

「配送組織」プルダウン 配送組織を選択 

「カテゴリ名」テキストボックス カテゴリ名入力 

入力必須 

「全て選択」リンク カテゴリランクチェックボックス 

全てにチェックを付ける 

「全て解除」リンク カテゴリランクチェックボックス 

全てのチェックを外す 

「カテゴリランク」チェックボックス カテゴリを表示するカテゴリランクを設定 

「カテゴリタグ」テキストボックス 資材を表示するカテゴリタグを入力 

半角英数を入力 

半角カンマ(,)で区切り、複数入力可 

「可変データ資材用製造指示書」 

テキストボックス 

可変データ資材用製造指示書テンプレートの 

TrackingId を入力 

「可変データ資材用納品明細書」 

テキストボックス 

可変データ資材用納品明細書テンプレートの 

TrackingId を入力 

「キャンセル」ボタン 登録をキャンセル 

「保存」ボタン 入力したデータを保存 

 

  

図 69:資材マスターメンテナンス-トップカテゴリ 新規登録ダイアログ 



Edition PriBiz 管理者マニュアル 

149 

 

 

8.2.3 トップカテゴリ 新規登録ダイアログ 操作説明 

1.配送組織プルダウンをクリックし、配送組織を選択します。 

2.カテゴリを表示する発注申請組織と、同じカテゴリランクチェックボックスにチェックを付け

ます。 

3.カテゴリランクではなく、カテゴリタグで表示・非表示を設定する場合には、カテゴリを表示

する発注申請組織と同じカテゴリタグを、カテゴリタグテキストボックスに入力します。 

4.カテゴリ名を入力します。 

5.指定の可変データ資材用製造指示書・可変データ資材用納品明細書がある場合は、可変データ

製造指示書欄と可変データ明細納品書欄にテンプレート ID を入力します。 

6.保存ボタンをクリックすると、入力したデータが保存されます。 
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8.2.4 トップカテゴリ 編集ダイアログ 画面説明 

 

項目 動作 

「配送組織」プルダウン カテゴリを担当する配送組織を選択 

「カテゴリ名」テキストボックス カテゴリ名を入力 

「全て選択」リンク カテゴリランクチェックボックス 

全てにチェックが入る 

「全て解除」リンク カテゴリランクチェックボックス 

全てのチェックが外れる 

「カテゴリランク」チェックボックス カテゴリを表示するカテゴリランクを設定 

「カテゴリタグ」テキストボックス 資材を表示するカテゴリタグを入力 

半角英数を入力 

半角カンマ(,)で区切り、複数入力可 

「可変データ資材用製造指示書」 

テキストボックス 

可変データ資材用製造指示書テンプレートの 

TrackingId を入力 

「可変データ資材用納品明細書」 

テキストボックス 

可変データ資材用納品明細書テンプレートの 

TrackingId を入力 

「キャンセル」ボタン 登録をキャンセル 

「保存」ボタン 入力したデータを保存 

 

 

  

図 70:資材マスターメンテナンス-トップカテゴリ 編集ダイアログ 
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8.2.5 トップカテゴリ 編集ダイアログ 操作説明 

1.任意のカテゴリ名を入力します。 

2.カテゴリを表示する発注申請組織と同じ、カテゴリランクを選択します。 

3.カテゴリランクを使用する場合は、発注申請組織マスターメンテナンスで設定したカテゴリタ

グを入力します。 

4. 指定の可変データ資材用製造指示書・可変データ資材用納品明細書がある場合は、可変デー

タ製造指示書欄と可変データ明細納品書欄にテンプレート ID を入力します。 

5.保存ボタンをクリックし、情報を保存します。 
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8.2.6 サブカテゴリ 新規登録ダイアログ 画面説明 

 

項目 動作 

「カテゴリ名」テキストボックス カテゴリ名入力 

入力必須 

「全て選択」リンク カテゴリランクチェックボックス 

全てにチェックが入る 

「全て解除」リンク カテゴリランクチェックボックス 

全てのチェックが外れる 

「カテゴリランク」チェックボックス カテゴリを表示するカテゴリランクを設定 

「カテゴリタグ」テキストボックス 資材を表示するカテゴリタグを入力 

半角英数を入力 

半角カンマ(,)で区切り、複数入力可 

「可変データ資材用製造指示書」 

テキストボックス 

可変データ資材用製造指示書テンプレートの 

TrackingId を入力 

「可変データ資材用納品明細書」 

テキストボックス 

可変データ資材用納品明細書テンプレートの 

TrackingId を入力 

「キャンセル」ボタン 登録をキャンセル 

「保存」ボタン 入力したデータを保存 

 

 
 

  

図 71:資材マスターメンテナンス-サブカテゴリ 新規登録ダイアログ 
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8.2.7 サブカテゴリ 新規登録ダイアログ 操作説明 

1.サブカテゴリを表示する発注申請組織と、同じカテゴリランクチェックボックスにチェックを

付けます。 

2.カテゴリランクではなく、カテゴリタグで表示・非表示を設定する場合には、サブカテゴリを

表示する発注申請組織と同じカテゴリタグを、カテゴリタグテキストボックスに入力します。 

3.カテゴリ名を入力します。 

4. 指定の可変データ資材用製造指示書・可変データ資材用納品明細書がある場合は、可変デー

タ製造指示書欄と可変データ明細納品書欄にテンプレート ID を入力します。 

5.新規登録ボタンをクリックすると、入力したデータが保存されます。 
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8.2.8 サブカテゴリ 編集ダイアログ 画面説明 

 

項目 動作 

「カテゴリ名」テキストボックス カテゴリ名入力 

入力必須 

「全て選択」リンク カテゴリランクチェックボックス全てに 

チェックを付ける 

「全て解除」リンク カテゴリランクチェックボックス全ての 

チェックを外す 

「カテゴリランク」チェックボックス カテゴリランクの選択・非選択 

「カテゴリタグ」テキストボックス カテゴリタグの入力 

半角英数を入力 

未入力可能 

「可変データ資材用製造指示書」 

テキストボックス 

可変データ資材用製造指示書テンプレートの 

TrackingId を入力 

「可変データ資材用納品明細書」 

テキストボックス 

可変データ資材用納品明細書テンプレートの 

TrackingId を入力 

「キャンセル」ボタン 登録をキャンセル 

「保存」ボタン 入力したデータを保存 

 

 

  

図 72:資材マスターメンテナンス-サブカテゴリ 編集ダイアログ 
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8.2.9 サブカテゴリ 編集ダイアログ 操作説明 

1.任意のカテゴリ名を入力します。 

2.カテゴリを表示する発注申請組織と同じ、カテゴリランクを選択します。 

3.カテゴリランクを使用する場合は、発注申請組織マスターメンテナンスで設定したカテゴリタ

グを入力します。 

4. 指定の可変データ資材用製造指示書・可変データ資材用納品明細書がある場合は、可変デー

タ製造指示書欄と可変データ明細納品書欄にテンプレート ID を入力します。 

5.保存ボタンをクリックし、情報を保存します。 
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8.2.10 資材新規作成 画面説明 

 

上記のダイアログで資材情報を入力します。 

資材追加属性の操作説明は、「10.3.4 新規登録・選択肢以外 操作説明」および「10.3.6 新規

登録・選択肢 操作説明」をご参照ください。 

下記リストの項目欄に、(※)が入っている項目は必須項目です。 

 

  

図 73:資材マスターメンテナンス-新規登録ダイアログ 
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項目 入力内容 

「状態」ラジオボタン 有効・無効を設定 

「型番」テキストボックス(※) 

型番を入力 

・半角英数+記号(-/_[]()#)入力可能 

・最大文字数 80 文字 

「資材名」テキストボックス(※) 
資材名を入力 

・最大文字数 80 文字 

「サムネイル画像（100KB 以下） 

 アップロード」ボタン 

ファイルのアップロードダイアログを表示 

JPG・PNG・GIF が登録可能 

「オプション」ラジオボタン 

オプション指定の選択 

貸出品チェックボックスにチェックがついている場合、 

操作不可 

承認 発注時に承認が必要かを選択 

「予約可能資材」チェックボックス 

ランク A 組織・ランク B 組織の予約可能の選択 

電子カタログ専用チェックボックスにチェックが付いて

いる場合、チェック不可 

「貸出品」チェックボックス 貸出品の選択 

「デジタル配信」チェックボックス 

デジタル配信の選択 

貸出品チェックボックスにチェックがついている場合、 

操作不可 

「デジタル配信 アップロード」ボタン 

ファイルのアップロードダイアログを表示 

デジタル配信チェックボックスにチェックが 

入っていなければ、操作不可 

「電子カタログ」チェックボックス 

電子カタログの選択 

貸出品チェックボックスにチェックがついている場合、 

操作不可 

「電子カタログ-アップロード」ボタン 

ファイルアップロードダイアログを表示 

電子カタログチェックボックスにチェックが 

入っていなければ、操作不可 

電子カタログチェックボックスにチェックが 

入っている場合、入力必須 

「印刷可能」チェックボックス 

電子カタログの印刷機能の選択 

電子カタログチェックボックスにチェックが 

入っていなければ、操作不可 

「電子カタログ専用」チェックボックス 

電子カタログ専用の選択 

電子カタログチェックボックスにチェックが 

入っていなければ、操作不可 

「ブック方向」ラジオボタン 

電子カタログのブック方向を選択 

電子カタログチェックボックスにチェックが 

入っていなければ、操作不可               
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「PDF タイプ」プルダウン 

電子カタログの PDF タイプを選択 

電子カタログチェックボックスにチェックが 

入っていなければ、操作不可 

「ロケーション」テキストボックス 

ロケーションを入力 

半角英数+全角文字+(-/_[]()#)入力可能 

最大文字数 12 文字 

「説明」テキストエリア 説明を入力 

「プリンタ」テキストボックス プリンタ情報を入力 

「用紙」テキストボックス 用紙情報を入力 

「色」テキストボックス 色情報を入力 

「内部注記」テキストエリア 内部注記文を入力 

「オンデマンド」チェックボックス 
オンデマンド資材にする場合は、チェックを付ける 

オンデマンド資材にしない場合は、チェックを外す 

「既成品」ラジオボタン 
既成ファイルが登録されているオンデマンド資材として

登録 

「アップロード」ボタン オンデマンド資材用のファイルを登録 

「編集」ラジオボタン 
編集用ファイルが登録されているオンデマンド資材とし

て登録 

「テンプレート ID」テキストボックス 
Edition CMS に登録されているテンプレート ID を入力 

編集用オンデマンドファイル時、入力必須 

「自由編集」ラジオボタン 自由編集可能オンデマンド資材として、登録 

「ウィザード編集」ラジオボタン ウィザード編集可能オンデマンド資材として、登録 

「自由編集・ウィザード編集」 

ラジオボタン 

自由編集・ウィザード編集可能オンデマンド資材として、

登録 

「DM 宛名編集」ラジオボタン DM 宛名編集可能オンデマンド資材として登録 

「可変データ差し込み編集」ラジオボタン 
可変データ差し込み編集可能オンデマンド資材として、登

録 

「可変データマスター-選択」ボタン 可変データマスター選択ダイアログを表示 

「サンプル PDF-アップロード」ボタン サンプル PDF をアップロード 

「サンプル PDF-もどす」ボタン アップロードしたサンプル PDF を取消 

「選択」ボタン 
面付けテンプレートメンテナンスで登録した 

テンプレートを選択 

「最小注文数 在庫」テキストボックス(※) 

オンデマンド資材の最小注文数を入力 

半角数字のみ 

最大文字数 7 文字 

最小注文数-オンデマンドテキストボックスは、 

オンデマンドチェックボックスに 

チェックがつくと入力可 

電子カタログ専用チェックボックスにチェックが付いて

いる場合、入力不可 

「最大注文数」テキストボックス(※) 通常資材のユーザーの最大注文数を入力 
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半角数字のみ 

最大文字数７文字 

電子カタログ専用チェックボックスにチェックが付いて

いる場合、入力不可 

「最大注文数(オンデマンド)」 

テキストボックス 

オンデマンド資材のユーザーの最大注文数を入力 

半角数字のみ 

オンデマンドチェックボックスに 

チェックがつくと入力可 

最大文字数７文字 

「重量」テキストボックス 

資材の重量を入力 

半角数字のみ 

最大文字数 8 文字 

数量別送料を使用する場合：未入力可能 

重量別送料を使用する場合：入力必須 

電子カタログ専用チェックボックスにチェックが付いて

いる場合、入力不可 

「梱包数量」テキストボックス 

梱包数量を入力 

半角数字のみ 

デフォルト値：1 

最大文字数９文字 

「入数」テキストボックス 
入数を入力 

最大文字数８０文字 

「荷姿」テキストボックス 
荷姿を入力 

最大文字数８０文字 

「仕入価格」テキストボックス 

仕入価格を入力 

半角数字のみ 

デフォルト値：0 

最大文字数９文字 

「価格」テキストボックス(※) 

通常資材の計算用価格を入力 

半角数字のみデフォルト値：0 

最大文字数９文字 

「価格表示文字列」テキストボックス 
通常資材の表示用価格を入力 

最大文字数８０文字 

「価格(オンデマンド)」テキストボックス 

オンデマンド資材の計算用価格を入力 

半角数字のみ入力可能 

最大文字数９文字 

オンデマンドチェックボックスに 

チェックがつくと入力可 

「価格表示文字列(オンデマンド)」 

テキストボックス 

オンデマンド資材の表示用価格を入力 

オンデマンドチェックボックスに 

チェックがつくと入力可 

最大文字数８０文字 
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「単位表記」テキストボックス 
発注数の後ろにつける単位を入力 

最大文字数 5 文字 

「注文単位」テキストボックス(※) 

注文単位を入力 

半角数字のみ入力可能 

最大文字数９文字 

「注文単位表示文字列」テキストボックス 
表示用注文単位文字列を入力 

最大文字数８０文字 

「標準出荷日数」テキストボックス(※) 

通常資材の標準出荷日数を入力 

半角数字のみ 

最大文字数９文字 

「標準出荷日数表示文字列」 

テキストボックス 

通常資材の表示用標準出荷日数文字列を入力 

最大文字数８０文字 

「標準出荷日数(オンデマンド)」 

テキストボックス 

オンデマンド資材の標準出荷日数を入力 

半角数字のみ 

オンデマンドチェックボックスに 

チェックがつくと入力可 

最大文字数９文字 

「標準出荷日数表示文字列 

(オンデマンド)」テキストボックス 

オンデマンド資材の表示用標準出荷日数文字列を入力 

オンデマンドチェックボックスにチェックがつくと入力

可 

最大文字数８０文字 

「納期指定」ラジオボタン 
“発注ユーザー“の発注時に“納期指定”画面を表示するこ

とについて可能・不可能を選択 

「基準在庫数」テキストボックス(※) 

基準在庫数を入力 

半角数字のみ 

マイナス値不可 

最大文字数９文字 

電子カタログ専用チェックボックスにチェックが付いて

いる場合、入力不可 

「在庫数」テキストボックス(※) 

在庫数を入力 

半角数字のみ 

マイナス値不可 

最大文字数９文字 

「調達担当者」プルダウン 
調達担当者を選択 

テナント内の運用管理者から選択 

「有効期間-自:」テキストボックス 有効期間の開始日をカレンダーから選択 

「有効期間-至:」テキストボックス 有効期間の終了日をカレンダーから選択 

「保存」ボタン 入力した情報を登録 

 

  



Edition PriBiz 管理者マニュアル 

161 

 

 

資材属性マスターメンテナンスで登録された追加属性は以降に追加されます。 

文字列型追加属性 文字列入力 

整数型追加属性 半角数字のみ入力可能 

フラグ型追加属性 チェックボックスで操作 

浮動小数点型追加属性 半角数字と半角文字のピリオド(.)のみ入力可能 

タイムスタンプ型追加属性 カレンダーダイアログで日付を入力 

選択肢型追加属性(複数) プルダウンで操作 

選択肢型追加属性 チェックボックスで操作 
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8.2.11 資材新規作成 操作説明 

[型番] 資材の型番を登録します。 

[バージョン] 資材の版管理用項目です。初回登録時 Ver.1 となっており改版登録で Ver.2 が 

できます。 

[資材名] 資材の名称を登録します。 

[サムネイル画像（100KB 以下）] 資材のイメージを確認するための画像（100kb 以下の jpg

もしくは jpeg, png, gif ファイルに限られます）を登録します。 

[オプション] 指定可能にチェックを入れると、注文時のオプション指定が有効となります。 

[予約可能資材]予約可能ができる組織ランクを登録します。 

[承認]発注時に承認が必要な資材かを選択します。 

[デジタル配信] 資材の PDF ファイルを登録し、それがダウンロードできる URL をメール案内

可能とします。 

「電子カタログ」電子カタログ資材の場合、チェックを入れます。 

[ロケーション] 資材の所在地を入力します。 

[説明] 資材に関する説明を記入します。資材選択時詳細説明エリアの上部に表示されます。 

[プリンタ] プリンタ名を入力します。 

[用紙] 印刷用紙を入力します。 

[色] 用紙の色を半角英数で登録します。 

[内部注記] 注意事項を入力します。 

[オンデマンド] オンデマンド制作資材の場合チェックを入れます。 

-既成： 既成の原稿での制作を発注します。 制作用の原稿 PDF ファイルをアップロード

します。 

-編集： 編集オプション（有償）が有効の場合に利用できます。編集機能で登録した原稿

データのテンプレート ID を指定しておくことで、原稿を編集して発注できます。 

[最小注文数]通常資材とオンデマンド資材の最小注文数を登録します。 

オンデマンド資材の最小注文数は、オンデマンド制作資材の場合、登録できます。 

[最大注文数] ランク A、B は「組織(会社)マスターメンテナンス」で設定する組織（会社）の

設定に対応しており、ランク毎に 1 回の注文で指定できる注文数の上限値を設定します。 

例) ランク A=100、ランク B=30 に設定した資材の場合、ランク B の組織ユーザーはその資

材は 30 までしか注文できませんが、ランク A の組織ユーザーは 100 まで注文可能です。 

[最大注文数(オンデマンド)]オンデマンド制作資材の最大注文数を登録します。 

[重量]重量別送料の計算に使用する資材の重量を登録します。 

[梱包数量] 資材を配送時の１梱包に対応する資材数を設定します。送料は梱包数量単位で積算

されます。 

例) 梱包数量 1 で、その資材の送料が 600 円とすると 2 個で 1,200 円、3 個で 1,800 円とな
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りますが、梱包数量 10 の場合、10 個までは 600 円で、11 個～20 個で送料 1,200 円とな

ります。 

 

※送料は数量別送料マスターメンテナンスで設定します。 

数量別マスターメンテナンスでは、資材数量として xx 個までの送料を○○円と登録しますが、

送料計算ではこの梱包数の単位で送料を計算します。 

例) 梱包数量 4 で、その送料が～10 個まで 600 円、～50 個まで 550 円と登録してある場合、

資材が 8 個注文された場合 送料は 600 円で梱包数は 2 梱包なので 1,200 円となります。

資材が 10 個の場合 送料は 600 円ですが、梱包数は 3 梱包になり 1,800 円となります。 

資材が 20 個の場合 送料は 550 円、梱包数は 20/4⇒5 梱包ですので 2,750 円となります。 

[入数] 資材発注単位１に対して入っている資材の数を登録します。 

例) 資材は一箱単位の発注で、一箱に 8 個入っている場合、入数 8 個、発注単位 1 とします。 

[荷姿] 輸送される資材の包装された状態を示します。（段ボール、紙袋、コンテナ、包、等） 

[仕入価格] 資材発注単位 1 辺りの仕入価格を登録します。運用管理者の在庫管理機能にて、 

在庫金額、在庫調整数に応じた調整金額を表示する際に使用しています。 

※現状 他の箇所では使用していません。 

[価格] 通常資材の販売単価と発注申請を行うときの画面で表示する文字列を登録します。計算

に使用する値は語尾に“円”がついたテキストボックスに入力します。画面に表示する文字列を

登録します。  

例) 値「1200」、表示文字列 「1,200 円/箱(6 個入)」の様に登録します。 

[価格(オンデマンド)]オンデマンド制作資材の販売単価と発注申請を行うときの画面で表示す

る文字列を登録します。計算に使用する値は語尾に“円”がついたテキストボックスに入力しま

す。画面に表示する文字列を登録します。  

例) 値「1200」、表示文字列 「1,200 円/箱(6 個入)」の様に登録します。 

[単位表記]発注画面等で発注数量の後ろに表示する単位を登録します。 

[注文単位] 資材を注文する際の注文単位数を登録します。 

例) 注文単位を 10 とすると、10 単位の数値 10,20,30,40,・・・ でしか数量指定できなく

なります。 

[標準出荷日数] 通常資材の標準時の出荷日数について、数値、および表示する文字列を設定し

ます。 

出荷日を計算する際は、配送拠点の休日を除いた営業日数として計算します。 

[標準出荷日数(オンデマンド)]オンデマンド資材の 標準時の出荷日数について、数値、および

表示する文字列を設定します。 

出荷日を計算する際は、配送拠点の休日を除いた営業日数として計算します。 

[納期指定] 発注時に出荷後の納品日を指定する画面を表示・非表示の設定をします。 
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 納品指定を“あり”にした場合、発注ユーザーにてログインして発注を行う時、“Carｔ”画面を

進行していくと“納期指定”画面が表示されます。“なし”にした場合、表示されません。 

[基準在庫数] 資材の在庫数調整が必要か否か管理する際に基準とするための数量を登録します。 

在庫数がこの基準在庫数を下回っている場合、在庫調整機能で対象を抽出する事ができます。 

[在庫数] 資材の在庫数を登録します。在庫数は資材の出荷に応じて更新されます。 

[調達担当者]運用管理者を調達担当者として登録します。 

登録した運用管理者のメール受信設定で、「調達担当者への在庫アラート（即時）」、調達担当者

への在庫アラート（日報）」、「調達担当者への入庫廃棄完了メール」が ON になっていると、

登録した運用管理者にメールが届きます。 

[有効期間] 開始日～終了日をカレンダーで登録する事ができます。 

開始日から終了日までは有効状態の資材は選択画面に表示されます。 

それ以外の期間は有効状態の資材であっても選択画面に表示されません。 

[状態]資材の有効状態・無効状態を選択します。 

 

その他、資材属性マスターメンテナンスで追加した属性があれば、以降の項目に表示されます。 

[文字列] 文字列で入力します。 

[整数]  半角数字を入力します。 

[フラグ] チェックボックスを表示します。 

[浮動小数点] 小数点で入力します。 

[タイムスタンプ] 年月日を選択します。 

[選択肢（複数）] 複数のチェックボックスから選択します。 

[選択肢（単一）] プルダウンの選択肢から決定します。 
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8.2.12 資材編集 画面説明  

 

資材編集ダイアログには、「改版登録」ボタンと「コピー」ボタンが表示されます。 

改版ボタンを押すと、すべての内容がコピーされ、バージョン番号だけが１つ繰り上げられた新

規登録画面が表示されます。 

コピーボタンを押すと、型番と資材名以外をコピーして新規登録画面が表示されます。 

 

以下の項目以外の説明は、新規登録時と同じなので、割愛いたします。 

 

 

図 74:資材マスターメンテナンス-編集ダイアログ 
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項目 動作 

「コピー」ボタン 資材情報をコピーする 

「改版登録」ボタン 改版登録ダイアログ表示 

「保存」ボタン 入力した情報を保存する 

 

8.2.13 資材編集 操作説明 

下記以外の操作説明は、新規登録時と同じため、割愛いたします。 

[改版登録]資材のバージョン数を 1 つ増やします。 

  在庫数が削除されますので、任意の在庫数を入力して、登録を行います。 

 改版登録資材登録時に、既に同じ型番とバージョン数の資材がある場合は登録できませ

ん。 

[コピー] 型番と資材名以外の情報をコピーします。コピーボタンをクリックすると、型番と資

材名がクリアされますので、任意の型番と資材名を入力し、登録を行います。 

 登録時に同じ型番の資材がある場合は登録できません。 
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8.2.14 在庫数の編集設定 

システムの設定によりシステム管理者では在庫数の編集を不可能にできます。 

PriBiz 画面上から設定変更はできません。 

編集不可能設定の場合では在庫数の表示はされますが入力はできません。 

 

図 75:資材マスターメンテナンス-編集ダイアログ在庫数編集不可能 
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8.2.15 貸出品新規登録 画面説明 

 

項目 動作 

「貸出品総数」テキストボックス 

貸出品総数を入力 

最大文字数 9 文字 

半角数字のみ入力可能 

入力必須 

 

8.2.16 貸出品新規登録 操作説明 

貸出品の在庫数として、貸出品総数を入力します。 

他の入力項目は在庫品と同じです。 

 

 

  

図 76:資材マスターメンテナンス-貸出品用新規登録ダイアログ 
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8.2.17 貸出品編集 画面説明 

 

項目 動作 

「毀損数」ボタン 毀損数入力ダイアログを表示 

 

8.2.18 貸出品編集 操作説明 

毀損数を登録できます。 

登録した毀損数分、在庫数が減ります。 

他の入力項目は在庫品と同じです。 

  

図 77:資材マスターメンテナンス:貸出品用編集ダイアログ 
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8.2.19 インポート 操作説明 

資材情報のインポートを CSV ファイルで行えます。 

material.csv のフォーマットは[型番,バージョン,資材名,カテゴリ,製造組織管理コード,製造

組織名,オプション,承認不要,予約可能フラグ A,予約可能フラグ B,貸出品指定フラグ,貸出品総

数,毀損数(貸出品返却数),オンデマンド,テンプレート ID,デジタル配信,DM 宛名編集,可変デー

タ差し込み編集,可変データマスター名,面付けテンプレート,説明,プリンタ,用紙,色,内部注記,

単位表記,ロケーション,最小注文数,最小注文数(オンデマンド)ランクA,ランクB,ランクA(オン

デマンド),ランク B(オンデマンド),重量,梱包数量,入数,荷姿,仕入価格,価格,価格表示文字列,価

格(オンデマンド),価格表示文字列(オンデマンド)注文単位,注文単位表示文字列,標準出荷日数,

標準出荷日数表示文字列,標準出荷日数(オンデマンド), 標準出荷日数表示文字列(オンデマン

ド),納期指定,基準在庫数,在庫数,調達担当者管理コード,有効期間 FROM,有効期間 TO,有効]で

す。 

 

 「エクスポート」ボタンからも CSV ファイルのフォーマットを取得できます。 

 

8.2.20 インポート-在庫数の編集設定 

システムの設定でインポートも在庫数の編集を不可能にできます。 

PriBiz 画面上から設定変更はできません。 

CSV ファイルに在庫数を入力してインポートできますが在庫数は登録されません。 

在庫数以外の資材情報はインポート登録できます。 

新規の資材登録では設定に関係なく在庫数を登録できます。 
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8.2.21 エクスポート 操作説明 

 登録されている資材情報を CSV ファイルで出力します。 

 

 このファイルをもとにインポート用の情報を編集することができます。 

 

8.2.22 資材画像一括アップロード 画面説明 

 

項目 動作 

「参照」ボタン ZIP ファイル選択画面表示 

「アップロード」ボタン ZIP ファイルアップロード 

 

 

 

  

図 78:資材画像一括アップロードダイアログ 
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8.2.23 資材画像一括アップロード 操作説明 

1.アップロードする ZIP ファイルを選択します。 

2.アップロードボタンをクリックすると、選択した ZIP ファイルがアップロードされます。 

 

【ZIP ファイル作成方法】 

資材画像一括アップロード用の ZIP ファイルには、サムネイル画像ファイルと資材情報を入

力した CSV ファイルを一緒に圧縮します。 

サムネイル画像ファイルの拡張子は jpg・png・gif が対応しており、容量は 100kb 以下です。 

CSV ファイルには、”資材型番”,”バージョン”,”画像ファイル名”を入力します。 

インポートする CSV ファイル名は、必ず「thumbnail.csv」にします。 

 

例) 

資材型番:MDS001P 

バージョン:1 

画像ファイル名:MDS_1.jpg 

 

上記の内容で画像一括アップロードを行う場合、「thumbnail.csv」に上記の情報を入力しま

す。 

そして、「thumbnail.csv」と画像ファイル：MDS_1.jpg を一緒に圧縮し、アップロードを行

います。 

 

※CSV 例) 

thumbnail.csv のフォーマットは、[商

品型番,バージョン,商品画像ファイル名]

です。 

商品のバージョン管理を PriBiz で行っ

ていない場合は、バージョンはすべて 1 と

してください 

  

thumbnail.csv の例 

 

“資材型番”,”バージョン”,”画像ファイル名“ 

“ABCD-123”,1,”abc.jpg” 

 “DEFG-500”,1,”def.gif” 

 “HIJKLMN350”,1,”350.gif” 
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8.2.24 セット資材欄 画面説明 

追加ボタンをクリックすると、セット資材欄が表示されます。 

図 79:資材マスターメンテナンス-セット資材欄表示 
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項目 動作 

「セット作成」ボタン セット資材用の新規登録ダイアログを表示 

2 つ以上の資材が必要 

「クリア」ボタン セット資材候補を削除して、セット資材欄を 

非表示にする 

「削除」アイコン 選択した資材をセット資材候補から削除する 

 

8.2.25 セット資材欄 画面説明 

1.2 つ以上の任意の資材の追加ボタンをクリックして、セット資材欄に表示します。 

2.セット資材を登録するサブカテゴリを選択します。 

3.セット作成ボタンをクリックすると、セット資材用の新規登録ダイアログが表示されます。 

 

セット品の新規登録ダイアログは在庫品の新規登録ダイアログと同じため、[8.2.9 資材新規作

成 画面説明]と[8.2.10 資材新規作成 操作説明]を参照ください。 
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8.2.26 資材セット追加ダイアログ 画面説明 

 

項目 動作 

「数量」テキストボックス 任意の数量を入力 

「登録」ボタン 入力したデータを登録 

 

8.2.27 資材セット追加ダイアログ 操作説明 

1.任意の数量を入力します。 

2.登録ボタンをクリックすると、入力したデータが追加されます。 

図 80:資材マスターメンテナンス-新規セット追加ダイアログ 
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8.3. 可変データマスターメンテナンス 

可変データ編集資材に登録する可変データの登録・管理をします。 

 

8.3.1 画面説明 

 

項目 動作 

「新規登録」ボタン 新規登録ダイアログを表示 

「編集」アイコン 選択した可変データの編集ダイアログを表示 

「削除」アイコン 可変データの削除ダイアログを表示 

資材の削除 or キャンセルを決定 

 

8.3.2 操作説明 

【新規登録方法】 

「新規登録」ボタンをクリックし、新規登録ダイアログを表示します。 

新規登録ダイアログの操作は「8.3.4 新規登録ダイアログ-操作説明」をご参照ください。 

 

【編集方法】 

編集を行う可変データの「編集」アイコンをクリックし、編集ダイアログを表示します。 

編集ダイアログの操作方法は「8.3.8 編集ダイアログ-操作説明」を参照ください。 

  

図 81：可変データマスターメンテナンス画面 
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8.3.3 新規登録ダイアログ-画面説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 動作 

「状態」ラジボタン 有効・無効の切り替え 

「名称」テキストボックス 可変データ名を入力 

必須項目 

「可変データ種別」ラジオボタン 可変データを登録する種別を選択 

「アップロード」ボタン 可変データ CSV ファイルアップロードダイアログを

表示 

必須項目 

「もどす」ボタン クリック不可 

「ダウンロード」ボタン クリック不可 

※「ユーザー別」ラジオボタンか「全ユーザー」ラジオボタン選択時に表示されます。 

  

図 82:新規登録ダイアログ 
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8.3.4 新規登録ダイアログ-操作説明 

 

■データ種別-ユーザー別 

1. 「有効」ラジオボタンを選択します。 

2. 「名称」テキストボックスに可変データ名を入力します。 

3. ユーザー別で可変データを使用する場合：「ユーザー別」ラジオボタンを選択します。 

4. 「アップロード」ボタンをクリックして、可変データテーブル CSV ファイルアップロード

ダイアログにて可変データテーブル CSV ファイルをアップロードします。 

5. 「保存」ボタンをクリックすると可変データテーブルが新規登録されます。 

 

■データ種別-全ユーザー 

1. 「有効」ラジオボタンを選択します。 

2. 「名称」テキストボックスに可変データ名を入力します。 

3. ユーザー別で可変データを使用する場合：「ユーザー別」ラジオボタンを選択します。 

4. 「アップロード」ボタンをクリックして、可変データテーブル CSV ファイルアップロード

ダイアログにて可変データテーブル CSV ファイルをアップロードします。 

5. 「保存」ボタンをクリックすると可変データテーブルが新規登録されます。 
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8.3.5 新規登録ダイアログ(組織別)-画面説明 

 

項目 動作 

「状態」ラジボタン 有効・無効の切り替え 

「名称」テキストボックス 可変データ名を入力 

必須項目 

「可変データ種別」ラジオボタン 可変データを登録する種別を選択 

「アップロード」ボタン 「可変データテーブル CSV ファイルアップロードダ

イアログ」を表示 

必須項目 

「もどす」ボタン クリック不可 

「ダウンロード」ボタン クリック不可 

「追加」ボタン 追加ダイアログを表示 

※「組織別」ラジオボタン選択時に表示されます。 

 

  

図 83：新規登録ダイアログ(組織別) 
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8.3.6 新規登録ダイアログ(組織別)-操作説明 

 

■全組織共通の可変データテーブル登録 

1. 「有効」ラジオボタンを選択します。 

2. 「名称」テキストボックスに可変データ名を入力します。 

3. 「組織別」ラジオボタンを選択します。 

4. 「アップロード」ボタンをクリックして、可変データテーブル CSV ファイルアップロード

ダイアログにて可変データテーブル CSV ファイルをアップロードします。 

5. 「保存」ボタンをクリックすると可変データテーブルが新規登録されます。 

 

■組織毎の可変データテーブル登録 

1. 「有効」ラジオボタンを選択します。 

2. 「名称」テキストボックスに可変データ名を入力します。 

3. 「組織別」ラジオボタンを選択します。 

4. 「アップロード」ボタンをクリックして、可変データテーブル CSV ファイルアップロード

ダイアログにて可変データテーブル CSV ファイルをアップロードします。 

5. 「追加」ボタンをクリックして追加ダイアログを表示します。 

6. 追加ダイアログで発注申請組織を選択して可変データテーブル CSV ファイルをアップロー

ドします。 

7. 「保存」ボタンをクリックしてアップロードした可変テーブル CSV ファイルを保存します。 

8. 「保存」ボタンをクリックすると可変データテーブルが新規登録されます。 
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8.3.7 編集ダイアログ-画面説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 動作 

「状態」ラジボタン 有効・無効の切り替え 

「名称」テキストボックス 可変データ名を入力 

必須項目 

「可変データ種別」ラジオボタン 操作不可 

「アップロード」ボタン 「可変データテーブル CSV ファイルアップロードダ

イアログ」を表示 

必須項目 

「もどす」ボタン ⚫ 更新用テーブル CSV ファイルが未指定の場合:

クリック不可 

⚫ 更新用テーブル CSV ファイルを指定している場

合：指定したテーブル CSV ファイルを取り消し

て、元のテーブル CSV ファイルに戻す 

「ダウンロード」ボタン 登録されている可変データテーブル CSV ファイルを

ダウンロード 

 

8.3.8 編集ダイアログ-操作説明 

1. 「有効」ラジオボタンを選択します。 

2. 「名称」テキストボックスに更新後の可変データ名を入力します。 

3. 「アップロード」ボタンをクリックして、可変データテーブル CSV ファイルアップロード

ダイアログにて更新用可変データテーブル CSV ファイルをアップロードします。 

図 84：編集ダイアログ-ユーザー別・全ユーザー 
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4. 「保存」ボタンをクリックすると可変データテーブルが更新されます。 

8.3.9 編集ダイアログ(組織別)-画面説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 動作 

「状態」ラジボタン 有効・無効の切り替え 

「名称」テキストボックス 可変データ名を入力 

「可変データ種別」ラジオボタン 操作不可 

「アップロード」ボタン 「可変データテーブル CSV ファイルアップロードダ

イアログ」を表示 

必須項目 

「もどす」ボタン ⚫ 更新用テーブル CSV ファイルが未指定の場合:

クリック不可 

⚫ 更新用テーブル CSV ファイルを指定している場

合：指定したテーブル CSV ファイルを取り消し

て、元のテーブル CSV ファイルに戻す 

「ダウンロード」ボタン 登録されている可変データテーブル CSV ファイルを

ダウンロード 

「追加」ボタン 新規登録用追加ダイアログを表示 

「編集」リンク 編集用追加ダイアログを表示 

「削除」リンク 確認ダイアログを表示 

 

図 85：編集ダイアログ-組織別 
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8.3.10 編集ダイアログ(組織別)-操作説明 

 

■全組織共通の可変データテーブル更新 

1. 「有効」ラジオボタンを選択します。 

2. 「名称」テキストボックスに更新後の可変データ名を入力します。 

3. 「アップロード」ボタンをクリックして、可変データテーブル CSV ファイルアップロード

ダイアログにて更新用可変データテーブル CSV ファイルをアップロードします。 

4. 「保存」ボタンをクリックすると可変データテーブルが更新されます。 

 

■組織毎の可変データテーブル登録 

1. 「有効」ラジオボタンを選択します。 

2. 「名称」テキストボックスに更新後の可変データ名を入力します。 

3. 「アップロード」ボタンをクリックして、可変データテーブル CSV ファイルアップロード

ダイアログにて更新用可変データテーブル CSV ファイルをアップロードします。 

4. 「追加」ボタンをクリックして追加ダイアログを表示します。 

5. 追加ダイアログにて更新後の可変データテーブル CSV ファイルをアップロードします。 

6. 「保存」ボタンをクリックしてアップロードした可変テーブル CSV ファイルを保存します。 

7. 「保存」ボタンをクリックすると可変データテーブルが更新されます。 
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8.3.11 追加ダイアログ(新規登録)-画面説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 動作 

「追加する組織：」プルダウン 可変データを登録する発注申請組織を選択 

「アップロード」ボタン 「可変データテーブル CSV ファイルアップロードダ

イアログ」を表示 

「戻す」ボタン クリック不可 

「ダウンロード」ボタン クリック不可 

 

8.3.12 追加ダイアログ(新規登録)-操作説明 

 

1. 「追加する組織：」プルダウンで可変データテーブルを登録する発注申請組織を選択しま

す。 

2. 「アップロード」ボタンをクリックして、可変データテーブル CSV ファイルアップロード

ダイアログにて可変データテーブル CSV ファイルをアップロードします。 

3. 「登録」ボタンをクリックすると、選択した発注申請組織に可変データテーブルが登録さ

れます。 

  

図 86：追加ダイアログ-新規登録 
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8.3.13 追加ダイアログ(更新)-画面説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 動作 

「追加する組織：」プルダウン クリック不可 

「アップロード」ボタン 「可変データテーブル CSV ファイルアップロードダ

イアログ」を表示 

「戻す」ボタン ⚫ 更新用テーブル CSV ファイルが未指定の場合:

クリック不可 

⚫ 更新用テーブル CSV ファイルを指定している場

合：指定したテーブル CSV ファイルを取り消し

て、元のテーブル CSV ファイルに戻す 

「ダウンロード」ボタン 登録されている可変データテーブル CSV ファイルを

ダウンロード 

 

8.3.14 追加ダイアログ(更新)-操作説明 

1. 「アップロード」ボタンをクリックして更新用の可変データテーブル CSV ファイルを指定

します。 

2. 「OK」ボタンをクリックすると指定した可変データテーブル CSV ファイルがアップロード

されて閉じます。 

 

  

図 87：追加ダイアログ-更新 
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8.3.15 可変データテーブル CSV ファイルアップロードダイアログ-画面説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 動作 

「参照」ボタン 可変データテーブル CSV ファイルを選択 

 

8.3.16 可変データテーブル CSV ファイルアップロードダイアログ-操作説明 

1. 「参照」ボタンをクリックして可変データテーブル CSV ファイルを指定します。 

2. 「OK」ボタンをクリックするとアップロードした可変データテーブル CSV ファイルがアッ

プロードされて閉じます。  

図 88：可変データテーブル CSV ファイルアップロードダイアログ 



Edition PriBiz 管理者マニュアル 

187 

 

 

8.4. バナーマスターメンテナンス 

申請・承認ユーザーの Home 画面に表示するバナーを登録します。バナーは資材カテゴリに紐

づけします。１つのカテゴリに複数のバナーを紐づけることも可能です。 

 

8.4.1 画面説明 

 

項目 動作 

「カテゴリ名」テキストボックス カテゴリ名で部分一致検索 

「カテゴリ」ツリー バナーを設定するカテゴリを選択 

「新規登録」ボタン 新規登録ダイアログを表示 

「編集」アイコン 編集ダイアログを表示 

「削除」アイコン 確認ダイアログを表示 

選択したバナーの削除 or キャンセルを決定 

  

図 89:バナーマスターメンテナンス 
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8.4.2 操作説明 

【新規登録方法】 

バナーを登録するカテゴリを選択後、新規登録ボタンをクリックし、新規登録ダイアログを表示

します。 

新規登録ダイアログの操作は「7.3.4 新規登録 操作説明」を参照ください。 

 

【編集方法】 

編集を行うバナーの編集アイコンをクリックし、編集ダイアログを表示します。 

編集ダイアログの操作方法は「7.3.6 編集 操作説明」を参照ください。 

【削除方法】 

削除を行うバナーの削除アイコンをクリックし、確認ダイアログを表示します。 

確認ダイアログの操作方法は「8.3.7 削除 操作説明」を参照ください。 
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8.4.3 新規登録 画面説明 

 

項目 動作 

「アップロード」ボタン 画像ファイルアップロードダイアログが表示される 

対応ファイルは jpg・png・gif 

「クリア」ボタン アップロードした画像ファイルを取り消す 

「alt 文字列」テキストボックス バナーを識別するための文字列 

任意の文字列を半角文字・全角文字で入力 

「保存」ボタン ダイアログを閉じ、入力したデータを保存 

 

8.4.4 新規登録 操作説明 

1.バナーファイル登録欄にて、バナーファイルをアップロードします。 

2.任意の alt 文字列を入力します。 

3.保存ボタンをクリックし、入力した情報が登録します。 

  

図 90:バナーマスターメンテナンス-新規登録ダイアログ 
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8.4.5 編集 画面説明 

 

項目 動作 

「アップロード」ボタン 画像ファイルアップロードダイアログが表示される 

対応ファイルは jpg,png,gif 

「もどす」ボタン アップロードを取り消す 

「alt 文字列」テキストボックス 任意の文字列を入力 

「状態」ラジオボタン バナーの表示・非表示の切り替え 

「保存」ボタン ダイアログを閉じ、入力したデータを保存 

 

8.4.6 編集 操作説明 

1.バナーファイル登録欄にて、バナーファイルをアップロードします。 

2.任意の alt 文字列を入力します。 

3.保存ボタンをクリックし、入力した情報で変更されます。 

 

8.4.7 削除 操作説明 

1.バナーを削除する資材があるカテゴリを選択します。  

2.資材の削除アイコンをクリックし、確認ダイアログを表示します。 

3.削除ボタンをクリックすると、選択したバナーが削除されます。  

  

図 91:バナーマスターメンテナンス-編集ダイアログ 
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8.5. 資材関連ファイルメンテナンス 

資材に関連するファイルを登録します。 

登録したファイルは、管理用の情報として登録するものになり、この画面でダウンロードできま

す。 

一般ユーザーがダウンロードする目的の機能ではありません。 

 

8.5.1 画面説明 

 

項目 動作 

「カテゴリ」ツリー 資材が登録されているカテゴリを選択 

「検索」テキストボックス 型番・資材名出部分一致検索 

「追加」ボタン 関連ファイルダイアログを表示 

「表示」ボタン 関連ファイル欄の表示・非表示 

「新規登録」ボタン 関連ファイルダイアログを表示 

「ファイル名」リンク 登録されている関連ファイルのダウンロード 

「更新」ボタン 関連ファイル編集ダイアログを表示 

「削除」ボタン 関連ファイルの削除ダイアログを表示 

関連ファイルの削除 or キャンセルを決定 

  

図 92:資材関連ファイルメンテナンス 
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8.5.2 操作説明 

【新規登録方法】 

関連ファイルを登録する資材の追加ボタンをクリックし、新規登録ダイアログを表示します。 

新規登録ダイアログの操作方法は、「8.4.4 新規登録 操作説明」を参照ください。 

 

【編集方法】 

関連ファイルを編集する資材の編集アイコンをクリックし、編集ダイアログを表示します。編集

ダイアログの操作方法は、新規登録ダイアログと同じため、「8.4.4 新規登録 操作説明」を参

照ください。 

 

【削除方法】 

関連ファイルを削除する資材の削除アイコンをクリックし、確認ダイアログを表示します。 

確認ダイアログで削除ボタンをクリックすると、選択した関連ファイルを削除します。 
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8.5.3 新規登録 画面説明 

 

項目 動作 

「説明」テキストエリア 資材関連ファイルの説明文を入力 

「参照」ボタン アップロードファイル選択画面の表示 

必須入力 

「登録」ボタン ダイアログが閉じ、入力したデータを登録 

 

 

8.5.4 新規登録 操作説明 

1.「参照」ボタンにて、関連ファイルをアップロードします。 

2.「登録」ボタンをクリックし、入力した情報が登録されます。 

 

編集ダイアログも新規登録ダイアログと同じ操作方法のため、説明を割愛させていただきます。 

  

図 93:資材関連ファイルメンテナンス-新規登録ダイアログ 
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8.6. 関連資材マスターメンテナンス 

資材に他の資材を関連付けます。 

資材を発注する際に関連付けた資材が同時に表示されます。 

 

8.6.1 画面説明 

 

項目 動作 

「カテゴリ検索」テキストボックス トップカテゴリを部分一致検索 

「カテゴリ」ツリー 選択したカテゴリに登録されている資材を表示 

「資材検索」テキストボックス 型番・資材名で部分一致検索 

「選択」ボタン 登録先資材欄・関連資材欄を表示 

  

図 94:関連資材メンテナンス 
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8.6.2 操作説明 

【新規登録方法】 

関連資材を登録する資材の選択ボタンをクリックし、登録先資材欄を表示します。 

登録先資材欄の操作方法は「8.5.4 新規登録・削除 操作説明」を参照ください。 

 

【削除方法】 

削除する関連資材が登録されている資材の選択ボタンをクリックし、登録先資材欄・関連資材欄

を表示します。 

登録先資材欄・関連資材欄の操作方法は「8.5.4 新規登録・削除 操作説明」を参照ください。 
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8.6.3 新規登録・削除 画面説明 

 

項目 動作 

「保存」ボタン 関連資材を登録 

「キャンセル」ボタン 関連資材を登録せずに、登録先資材欄・関連資材欄

を非表示 

「解除」ボタン 選択した関連資材を削除 

「登録先」ボタン 登録先資材として選択していることを表示 

「登録済」ボタン 関連資材として選択していることを表示 

「登録」ボタン 関連資材として選択 

 

  

図 95:関連資材メンテナンス-登録・削除 
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8.6.4 新規登録・削除 操作説明 

【新規登録方法】 

1.登録ボタンをクリックすると、関連資材欄に表示されます。 

2.登録先資材欄の保存ボタンをクリックすると、関連資材欄の資材が登録されます。 

 登録先資材欄のキャンセルボタンをクリックすると、関連資材の登録は行われません。 

 

【削除方法】 

1.関連資材欄で、解除ボタンをクリックします。 

2.登録先資材欄で保存ボタンをクリックすると、選択した関連資材が削除されます。 

 登録先資材欄で、キャンセルボタンをクリックすると、削除されません。 
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8.7. 数量別価格マスターメンテナンス 

資材の数量別価格（スライドテーブル）を登録します。 

選択したカテゴリに属する資材の一覧（型番、資材名、単価）が表示されますので、追加ボタン

をクリックし、数量と価格が登録されます。数量は、その価格が適用される最大の数量を入力し

ます。 

 

8.7.1 画面説明 

  

図 96:数量別価格マスターメンテナンス 
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項目 動作 

「カテゴリ名」テキストボックス トップカテゴリ名で部分一致検索 

「カテゴリ」ツリー 資材が登録されているカテゴリを選択する 

「型番/資材名」テキストボックス 型番か資材名で部分一致検索 

「エクスポート」ボタン CSV ファイルを出力 

「インポート」ボタン CSV ファイルから入力 

「在庫・オンデマンド」ラジオボタン 通常資材とオンデマンド資材のどちらに 

数量別価格を登録するかを選択 

オンデマンド資材の場合に表示される 

「表示」ボタン 登録した数量別価格の件数が表示されている 

オンデマンド資材の場合、通常資材とオンデマンド資

材両方の数量別価格件数も表示される 

「新規登録」ボタン 新規登録ダイアログが表示される 
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8.7.2 操作説明 

【通常資材数量別価格新規登録方法】 

１．数量別価格を登録する資材の表示ボタンをクリックします 

２．数量別価格欄で、新規登録ボタンをクリックします 

３．新規登録ダイアログで、情報を入力して保存します 

新規登録ダイアログの操作方法は、「8.6.3 新規登録 操作説明」を参照ください。 

 

【オンデマンド資材数量別価格新規登録方法】 

１．在庫数量別価格を登録する場合は、[在庫]ラジオボタンをクリックします 

オンデマンド数量別価格を登録する場合は、[オンデマンド]ラジオボタンをクリックします 

２．数量別価格を登録する資材の表示ボタンをクリックします 

３．数量別価格欄で、[新規登録]ボタンをクリックします 

４．新規登録ダイアログで、情報を入力して保存します 

新規登録ダイアログの操作方法は、「8.6.3 新規登録 操作説明」を参照ください。 

 

【通常資材数量別価格編集方法】 

１．数量別価格を編集する資材の表示ボタンをクリックします 

２．数量別価格欄で、編集する数量別価格の編集アイコンをクリックします 

３．編集ダイアログで、情報を入力して保存します 

編集ダイアログの操作方法は、新規登録ダイアログと同じため、「8.6.3 新規登録 操作説明」

を参照ください。 
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【オンデマンド資材数量別価格編集方法】 

１．在庫数量別価格を編集する場合は、[在庫]ラジオボタンをクリックします 

オンデマンド数量別価格を編集する場合は、[オンデマンド]ラジオボタンをクリックします 

２．数量別価格を登録する資材の表示ボタンをクリックします 

３．数量別価格欄で、編集する数量別価格の行の[編集]アイコンをクリックします 

４．新規登録ダイアログで、情報を入力して保存します 

編集ダイアログの操作方法は、新規登録ダイアログと同じため、「8.6.3 新規登録 操作説明」

を参照ください。 

 

【削除方法】 

削除する数量別価格の行の削除アイコンをクリックし、確認ダイアログを表示します。 

確認ダイアログで削除ボタンをクリックすると、選択した行の数量別価格が削除されます。 

オンデマンド資材の場合は、[在庫]ラジオボタンと[オンデマンド]ラジオボタンで在庫数量別価格とオン

デマンド数量別価格を切り替えてから、削除を行います。 
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8.7.3 新規登録 画面説明 

 

項目 動作 

「数量」テキストボックス 資材関連ファイルの説明文を入力 

「価格」テキストボックス アップロードファイル選択画面の表示 

必須入力 

「保存」ボタン ダイアログが閉じ、入力したデータを登録 

 

8.7.4 新規登録 操作説明 

1.任意の数量と価格を入力します。 

2.保存ボタンをクリックすると、入力した情報が登録されます。 

  

図 97:数量別価格マスターメンテナンス-新規登録ダイアログ 
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8.8. 数量別送料マスターメンテナンス 

資材の送料を都道府県別かつ数量別で登録します。 

 

8.8.1 画面説明 

 

項目 動作 

「配送組織」プルダウン 数量別送料を登録する配送組織を選択 

「エクスポート」ボタン CSV ファイルをダウンロード 

「インポート」ボタン CSV ファイルをアップロード 

「表示」ボタン 資材の数量別送料欄を表示・非表示する 

「新規登録」ボタン 新規登録ダイアログを表示 

「編集」アイコン 編集ダイアログを表示 

「削除」アイコン 削除ダイアログを表示 

 

  

図 98:数量別送料マスターメンテナンス 
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8.8.2 操作説明 

【新規登録方法】 

1.[配送組織]プルダウンで、数量別送料を登録する資材を登録している配送組織を選択します。 

2.数量別送料を登録する資材の[表示]ボタンをクリックすると、数量別送料欄が表示されます。 

3 数量別送料欄の[新規登録]ボタンをクリックすると、新規登録ダイアログが表示されます。 

新規登録ダイアログの操作方法は「8.7.4 新規登録 操作説明」を参照ください。 

 

【編集方法】 

1.[配送組織]プルダウンで、数量別送料を編集する資材を登録している配送組織を選択します。 

2.数量別送料を編集する資材の[表示]ボタンをクリックすると、数量別送料欄が表示されます。 

3.編集する数量別送料の[編集]アイコンをクリックすると、編集ダイアログが表示されます。 

編集ダイアログの操作方法は新規登録ダイアログと同じため、「8.7.4 新規登録 操作説明」を

参照ください。 

 

【削除方法】 

1.[配送組織]プルダウンで、数量別送料を削除する資材を登録している配送組織を選択します。 

2.数量別送料を削除する資材の[表示]ボタンをクリックすると、数量別送料欄が表示されます。 

3.削除する数量別送料の[削除]アイコンをクリックすると、削除ダイアログが表示されます。 

削除ダイアログで、【削除】ボタンをクリックすると、選択した数量別送料が削除されます。 
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8.8.3 新規登録 画面説明 

 

項目 動作 

「数量」テキストボックス 数量を入力 

「全国一律入力」ボタン 全国一律入力ダイアログを表示 

「送料(標準)」テキストボックス 標準納期用の送料を入力 

「送料(特急)」テキストボックス 特急納期用の送料を入力 

「保存」ボタン 入力した情報を保存 

 

 

 

  

図 99:数量別送料マスターメンテナンス-新規登録ダイアログ 
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8.8.4 新規登録 操作説明 

【個別登録】 

1.「数量」テキストボックスに任意の数量を入力します。 

2.都道府県ごとのテキストボックスに送料を入力します。 

3.「保存」ボタンをクリックすると、新規登録ダイアログが閉じ、入力した数量と送料が保存さ

れます。 

 

【一律登録】 

1. 「数量」テキストボックスに任意の数量を入力します。 

2.「全国一律入力」ボタンをクリックして、全国一律入力ダイアログを表示します。 

3.全国一律入力ダイアログで、標準納期用送料と特急納期用送料を入力し、「OK」ボタンをクリ

ックします。 

4.全国一律入力ダイアログが閉じ、入力した送料が全都道府県のテキストボックスに自動で入力

されます。 

5.「保存」ボタンをクリックすると、新規登録ダイアログが閉じ、入力した数量と送料が登録さ

れます。 
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8.8.5 全国一律入力ダイアログ 画面説明 

数量別送料を全国一律で入力する際に使用するダイアログです。 

 

 

項目 動作 

「送料(標準)」テキストボックス 標準納期用の送料を入力 

「送料(特急)」テキストボックス 特急納期用の送料を入力 

「OK」ボタン 入力した情報を保存 

 

8.8.6 全国一律入力ダイアログ 操作説明 

【全国一律入力】 

1.「送料(標準)」テキストボックスと「送料(特急)」テキストボックスに送料を入力する 

2.「OK」ボタンをクリックする 

3.全国一律入力ダイアログが閉じ、入力した送料が全ての都道府県のテキストボックスに自動で

入力される 

  

図 100:数量別送料マスターメンテナンス-全国一律入力ダイアログ 
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8.8.1 CSV 項目説明 

項目 出力内容 

配送組織管理コード 重量別送料を登録する配送組織の管理コードを入力 

存在しない管理コードは入力不可 

配送組織 配送組織名を入力 

型番 資材の型番を入力 

資材 ID 資材 ID を入力 

資材名 資材名を入力 

送料 ID 送料 ID を入力 

都道府県 都道府県名を入力 

送料(標準) 標準送料を入力 

送料(特急) 特急送料を入力 

 

8.8.2 CSV 操作説明 

【新規作成・インポート】 

1.項目「配送組織管理コード」に送料を登録する配送組織の管理コードを入力。 

2.項目「型番」に送料を適用する資材の型番を入力。 

3.項目「数量」に送料を適用する数量を入力。 

4.項目「送料 ID」を空欄にする。 

5.項目「都道府県」に送料を登録する都道府県名を入力。 

6.項目「送料(標準)」に標準送料を入力。 

7.項目「送料(特急)」に特急送料を入力。 

8.上記の CSV ファイルをインポートすると、数量別送料が登録されます。 

 

【編集・インポート】 

1.項目「配送組織管理コード」に送料を登録する配送組織の管理コードを入力。 

2.項目「型番」に送料を適用する資材の型番を入力。 

3.項目「数量」に送料を適用する数量を入力。 

4.項目「送料 ID」に送料を更新する送料 ID を入力。 

5.項目「都道府県」に送料を登録する都道府県名を入力。 

6.項目「送料(標準)」に標準送料を入力。 

7.項目「送料(特急)」に特急送料を入力。 

8.上記の CSV ファイルをインポートすると、数量別送料が編集されます。 
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8.9. 重量別送料マスターメンテナンス 

資材の送料を都道府県別かつ重量別で登録します。 

 

8.9.1 画面説明 

 

項目 動作 

「配送組織」プルダウン 重量別送料を登録する配送組織を選択 

「エクスポート」ボタン CSV ファイルをダウンロード 

「インポート」ボタン CSV ファイルをアップロード 

「新規登録」ボタン 新規登録ダイアログを表示 

「編集」アイコン 編集ダイアログを表示 

 

 

 

  

図 101:重量別送料マスターメンテナンス 
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8.9.2 操作説明 

 

【新規登録方法】  

1.[配送組織]プルダウンで、重量別送料を登録する配送組織を選択します。 

2.数量別送料欄の[新規登録]ボタンをクリックすると、新規登録ダイアログが表示されます。 

新規登録ダイアログの操作方法は「8.8.3 新規登録 操作説明」を参照ください。 

 

【編集方法】 

1.[配送組織]プルダウンで、編集する重量別送料を登録している配送組織を選択します。 

2.編集する数量別送料の[編集]アイコンをクリックすると、編集ダイアログが表示されます。 

編集ダイアログの操作方法は新規登録ダイアログと同じため、「8.8.3 新規登録 操作説明」を

参照ください。 

 

【削除方法】 

1.[配送組織]プルダウンで、削除する重量別送料を登録している配送組織を選択します。 

2.削除する数量別送料の[削除]アイコンをクリックすると、削除ダイアログが表示されます。 

削除ダイアログで、【削除】ボタンをクリックすると、選択した重量別送料が削除されます。 
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8.9.3 新規登録 画面説明 

 

項目 動作 

「重量」テキストボックス 重量を入力 

「全国一律入力」ボタン 全国一律入力ダイアログを表示 

「送料(標準)」テキストボックス 標準納期用の送料を入力 

「送料(特急)」テキストボックス 特急納期用の送料を入力 

「保存」ボタン 入力した情報を保存 

「重量」テキストボックス 重量を入力 

 

  

図 102:重量別送料マスターメンテナンス-新規登録ダイアログ 
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8.9.4 新規登録 操作説明 

 

【個別登録】 

1.「重量」テキストボックスに任意の重量を入力します。 

2.都道府県ごとのテキストボックスに送料を入力します。 

3.「保存」ボタンをクリックすると、新規登録ダイアログが閉じ、入力した重量と送料が保存さ

れます。 

 

【一律登録】 

1. 「重量」テキストボックスに任意の重量を入力します。 

2.「全国一律入力」ボタンをクリックして、全国一律入力ダイアログを表示します。 

3.全国一律入力ダイアログで、標準納期用送料と特急納期用送料を入力し、「OK」ボタンをクリ

ックします。 

4.全国一律入力ダイアログが閉じ、入力した送料が全都道府県のテキストボックスに自動で入力

されます。 

5.「保存」ボタンをクリックすると、新規登録ダイアログが閉じ、入力した重量と送料が登録さ

れます。 
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8.9.5 全国一律入力ダイアログ 画面説明 

数量別送料を全国一律で入力する際に使用するダイアログです。 

 

 

項目 動作 

「送料(標準)」テキストボックス 標準納期用の送料を入力 

「送料(特急)」テキストボックス 特急納期用の送料を入力 

「OK」ボタン 入力した情報を保存 

 

8.9.6 全国一律入力ダイアログ 操作説明 

 

【全国一律入力】 

1.「送料(標準)」テキストボックスと「送料(特急)」テキストボックスに送料を入力します。 

2.「OK」ボタンをクリックします。 

3.全国一律入力ダイアログが閉じ、入力した送料が全ての都道府県のテキストボックスに自動で

入力されます。 

  

図 103:重量別送料マスターメンテナンス-全国一律入力ダイアログ 
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8.9.7 CSV 項目説明 

項目 出力内容 

配送組織管理コード 重量別送料を登録する配送組織の管理コードを入力 

必須入力 

未登録の管理コードは入力不可 

配送組織 配送組織名を出力 

重量 重量を入力 

送料 ID 送料 ID を入力 

都道府県 都道府県名を入力 

送料(標準) 標準送料を入力 

送料(特急) 特急送料を入力 

 

8.9.8 CSV 操作説明 

【新規作成・インポート】 

1.項目「配送組織管理コード」に送料を登録する配送組織の管理コードを入力。 

2.項目「重量」に送料を適用する重量を入力。 

3.項目「送料 ID」を空欄にする。 

4.項目「都道府県」に送料を登録する都道府県名を入力。 

5.項目「送料(標準)」に標準送料を入力。 

6.項目「送料(特急)」に特急送料を入力。 

7.上記の CSV ファイルをインポートすると、重量別送料が登録されます。 

 

【編集・インポート】 

1.項目「配送組織管理コード」に送料を登録する配送組織の管理コードを入力。 

2.項目「重量」に送料を適用する重量を入力。 

3. 項目「送料 ID」に更新する送料の送料 ID を入力する 

4.項目「都道府県」に送料を登録する都道府県名を入力。 

5.項目「送料(標準)」に標準送料を入力。 

6.項目「送料(特急)」に特急送料を入力。 

7.上記の CSV ファイルをインポートすると、重量別送料が編集されます。 
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8.10. 出庫リミットマスターメンテナンス 

8.10.1 画面説明 

各配送業者の各日毎に出庫できる最大量を設定します。 

設定した数量以上の発注が行われた場合、発送日が翌営業日にずれます。 

  

図 104:出庫リミットマスターメンテナンス 
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項目 動作 

「配送組織」プルダウン 登録する配送組織を選択 

「エクスポート」ボタン CSV ファイルをダウンロード 

「インポート」ボタン CSV ファイルをアップロード 

「年」プルダウン カレンダーの年を選択 

「月」プルダウン カレンダーの月を選択 

「一律設定」ボタン 一律設定ダイアログを表示 

「更新」ボタン 入力した情報で更新 

「出庫リミット(標準)」テキストボックス 標準納期用の出庫リミットを入力 

「出庫リミット(特急)」テキストボックス 特急納期用の出庫リミットを入力 
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8.10.2 操作説明 

【リミット一律登録】 

1.[配送組織]プルダウンにて、出庫リミット数を登録する配送組織を選択します。 

2.[年]プルダウン及び[月]プルダウンで、出庫リミット数を登録する年・月を選択します。 

3.「一律設定」ボタンをクリックして、一律設定ダイアログを表示します。 

4.一律設定ダイアログで保存すると、入力した情報で標準出庫リミットと特急出庫リミットが一

律で登録されます。 

 

【標準出庫リミット個別登録】 

1.[配送組織]プルダウンにて、出庫リミット数を登録する配送組織を選択します。 

2.[年]プルダウン及び[月]プルダウンで、出庫リミット数を登録する年・月を選択します。 

3.任意の日付の[出庫リミット(標準)]テキストボックスに、任意のリミット数を半角数字で入力

します。 

4.「更新」ボタンをクリックすると、個別に入力した標準出庫リミットが登録されます。 

 

【特急出庫リミット個別登録】 

1.[配送組織]プルダウンにて、出庫リミット数を登録する配送組織を選択します。 

2.[年]プルダウン及び[月]プルダウンで、出庫リミット数を登録する年・月を選択します。 

3.任意の日付の[出庫リミット(特急)]テキストボックスに、任意のリミット数を半角数字で入力

します。 

4.「更新」ボタンをクリックすると、個別に入力した特急出庫リミットが登録されます。 

 

【リミット数登録・インポート】 

1.配送組織プルダウンにて、出庫リミット数を登録する配送組織を選択します。 

2.年プルダウン及び月プルダウンで、出庫リミット数を登録する年・月を選択します。 

3.エクスポートボタンをクリックし、CSV ファイルをダウンロードします。 

3.CSV ファイルのリミット数を登録する営業日の出庫リミット(標準)・出庫リミット(特急)欄に

任意のリミット数を入力します。 

4.インポートボタンをクリックして、編集した CSV ファイルをインポートすると、入力したリ

ミット数が登録されます。 
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8.10.3 一律設定ダイアログ 画面説明 

標準納期と特急納期の出庫リミットを一律設定するダイアログです。 

 

項目 入力内容 

「曜日」チェックボックス 一律で登録する曜日を設定 

「出庫リミット(標準)」テキストボックス 標準納期用の出庫リミットを入力 

「出庫リミット(特急)」テキストボックス 特急納期用の出庫リミットを入力 

「OK」ボタン 入力した情報で一律設定 

  

図 105:出庫リミットマスターメンテナンス-一律設定ダイアロ

グ 
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8.10.4 一律設定ダイアログ 操作説明 

【一律設定操作】 

1.[配送組織]プルダウンにて、出庫リミット数を登録する配送組織を選択します。 

2.[年]プルダウン及び[月]プルダウンで、出庫リミット数を登録する年・月を選択します。 

3.[一律設定]ボタンをクリックして、一律設定ダイアログを表示します。 

4.一律設定を行う曜日のチェックボックスにチェックを付けます。 

5.[ 出庫リミット(標準)]テキストボックスと[出庫リミット(特急)]テキストボックスにそれぞれ標準納期

用と特急納期用の出庫リミット数を入力します。 

6.[OK]ボタンをクリックすると、一律設定ダイアログが閉じ、チェックを付けた曜日に標準納期用と特急

納期用のリミット数が登録されます。 

 

8.10.5 CSV 項目説明 

項目 出力内容 

配送組織 ID DB 上の配送組織 ID を出力 

配送組織 配送組織名を出力 

営業日 登録されている営業日を出力 

出庫リミット(標準) 登録されている標準納期用出庫リミットを出力 

出庫リミット(特急) 登録されている特急納期用出庫リミットを出力 

 

8.10.6 CSV 操作説明 

【新規作成・インポート】 

1.項目「配送組織 ID」に出庫リミットを登録する配送組織 ID を入力。 

2.項目「営業日」に出庫リミットを登録する営業日をカレンダー形式(YYYY/mm/dd)で入力。 

3.項目「出庫リミット（標準）」、「出庫リミット（特急）」に出庫リミットを入力。 

4. 上記の CSV ファイルをインポートすると、入力した出庫リミットが登録されます。 

 

【編集・インポート】 

1.項目「配送組織 ID」に出庫リミットを編集する配送組織 ID を入力。 

2.項目「営業日」に出庫リミットを編集する営業日をカレンダー形式(YYYY/mm/dd)で入力。 

3.項目「出庫リミット（標準）」、「出庫リミット（特急）」に出庫リミットを入力。 

4. 上記の CSV ファイルをインポートすると、入力した出庫リミットで編集されます。 
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8.11. 面付けテンプレートメンテナンス 

8.11.1 画面説明 

 

オンデマンド資材で使用するための、面付け用のテンプレートを登録します。 

 

項目 動作 

「新規登録」ボタン 新規登録ダイアログを表示 

「編集」アイコン 編集ダイアログを表示 

「削除」アイコン 確認ダイアログを表示 

 

8.11.2 操作説明 

 

【新規登録方法】 

新規登録ボタンをクリックし、新規登録ダイアログを表示します。 

新規登録ダイアログの操作方法は、「8.9.4 新規登録 操作説明」を参照ください。 

 

【編集方法】 

編集したい面付けテンプレートの編集アイコンをクリックし、編集ダイアログを表示します。 

編集ダイアログの操作方法は、「8.9.6 編集 操作説明」を参照ください。 

 

【削除方法】 

削除を行う面付けテンプレートの削除アイコンをクリックし、確認ダイアログを表示します。 

確認ダイアログの操作方法は、「8.9.7 削除 操作説明」を参照ください。 

  

図 106:面付けテンプレートメンテナンス 
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8.11.3 新規登録 画面説明 

 

項目 動作 

「名称」テキストボックス 面付けテンプレート名称を入力 

「テンプレート ID」テキストボックス 面付けテンプレートのトラッキング ID を入力 

「データステップ数」テキストボックス データステップ数を入力 

半角数字 1~1000 までの範囲 

「保存」ボタン 入力した情報を保存 

 

8.11.4 新規登録 操作説明 

1.「名称」テキストボックスに任意の名称を入力します。 

2.「テンプレート ID」テキストボックスに Edition CMS に登録されているテンプレート ID を

入力します。 

3.「データステップ数」テキストボックスにデータステップ数を入力します。 

4.「保存」ボタンをクリックすると、入力したデータで登録されます。 

  

図 107:面付けテンプレートメンテナンス-新規登録ダイアログ 
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8.11.5 編集 画面説明 

 

項目 動作 

「名称」テキストボックス 面付けテンプレート名称を入力 

「テンプレート ID」テキストボックス 面付けテンプレートのトラッキング ID を入力 

「データステップ数」テキストボックス データステップ数を入力 

「状態」チェックボックス 有効・無効を選択 

「保存」ボタン 入力した情報を保存 

 

8.11.6 編集 操作説明 

1.「名称」テキストボックスに任意の名称を入力します。 

2.「テンプレート ID」テキストボックスに Edition CMS に登録されているテンプレート ID を

入力します。 

3.「データステップ数」テキストボックスにデータステップ数を入力します。 

4.「保存」ボタンをクリックすると、入力したデータで編集されます。 

 

8.11.7 削除 操作説明 

1.削除ボタンをクリックすると、選択した面付けテンプレートが削除されます。 

  

図 108:面付けテンプレートメンテナンス-編集ダイアログ 
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8.12. オプション品マスターメンテナンス 

8.12.1 画面説明 

袋詰めや封筒詰めなど、紙ものに指定するオプション品を登録します。 

 

項目 動作 

「エクスポート」ボタン CSV ファイルをダウンロードする 

「インポート」ボタン CSV ファイルをアップロードする 

「新規登録」ボタン 新規登録ダイアログを表示 

「編集」アイコン 編集ダイアログを表示 

「削除」アイコン 確認ダイアログを表示 

オプション品の削除 or キャンセルを決定 

「エクスポート」ボタン CSV ファイルをダウンロードする 

  

図 109:オプション品マスターメンテナンス 
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8.12.2 操作説明 

【新規登録方法】 

新規登録ボタンをクリックすると、新規登録ダイアログが表示されます。 

新規登録ダイアログの操作方法は、「7.10.4 新規登録 操作説明」を参照ください。 

 

【編集方法】 

編集を行うオプション品の編集アイコンをクリックすると、編集ダイアログが表示されます。 

編集ダイアログの操作方法は、新規登録ダイアログと同じなので、「7.10.4 新規登録 操作説明」

を参照ください。 

 

【削除方法】 

削除を行うオプション品の削除アイコンをクリックすると、確認ダイアログが表示されます。 

確認ダイアログで削除ボタンをクリックすると、選択したオプション品の情報が削除されます。 

 

【CSV ファイル新規登録方法】 

エクスポートボタンをクリックすると、CSV ファイルをダウンロードします。 

CSV ファイルに新規登録するオプション品の情報を記入して、インポートボタンをクリックし

て、CSV ファイルをアップロードします。 

項目の内容は「7.10.5 CSV ファイル 操作説明」を参照ください。 

 

【CSV ファイル更新方法】 

エクスポートボタンをクリックすると、CSV ファイルをダウンロードします。 

CSV ファイルで、オプション品の情報を変更して、インポートボタンをクリックして、CSV フ

ァイルをアップロードします。 

項目の内容は「7.10.6 CSV ファイル 操作説明」を参照ください。 
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8.12.3 新規登録 画面説明 

 

 

項目 動作 

「名称」テキストボックス オプション品名称を入力 

「価格」テキストボックス オプション品の価格を入力 

「状態」ラジオボタン オプションの有効・無効を選択 

「保存」ボタン 入力したデータを保存する 

 

8.12.4 新規登録 操作説明 

1.任意の名称と価格を入力します。 

2.有効にするには、「有効」ラジオボタンを選択します。 

 無効にするには、「無効」ラジオボタンを選択します。 

3.保存ボタンをクリックし、入力した情報が登録されます。 

 

  

図 110:オプション品マスターメンテナンス-新規登録ダイアログ 
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8.12.5 CSV ファイル 操作説明 

 

【新規登録・インポート】 

1.CSV ファイルのオプション ID 欄を空欄にします。 

2.オプション品名称欄・価格欄・有効フラグ欄を入力します。 

3.インポートボタンをクリックし、編集した CSV ファイルをアップロードして、オプション ID

が空欄の情報の新規登録が行われます。 

 

【編集・インポート】 

1.CSV ファイルのオプション ID は編集しません。 

2.編集するオプション品のオプション品名称欄・価格欄・有効フラグ欄を変更します。 

3.インポートボタンをクリックし、編集した CSV ファイルをアップロードして、オプション ID

が入力されている情報の変更が行われます。 
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8.13. 費用区分マスターメンテナンス 

8.13.1 画面説明 

費用の納品先負担額の割合を登録します。 

この画面で設定した費用区分は、申請・承認ユーザーでの発注時に、関係する組織の負担金額の

計算に使用されます。 

 

項目 動作 

「新規登録」ボタン 新規登録ダイアログを表示 

「デフォルト」ラジオボタン デフォルトの費用区分を選択 

発注時に費用区分を選択できない場合に、適用 

「編集」アイコン 編集ダイアログを表示 

「削除」アイコン 確認ダイアログを表示 

費用区分の削除 or キャンセルを決定 

「新規登録」ボタン 新規登録ダイアログを表示 

「デフォルト」ラジオボタン デフォルトの費用区分を選択 

発注時に費用区分を選択できない場合に、適用 

  

図 111:費用区分マスターメンテナンス 
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8.13.2 操作説明 

 

【新規登録方法】 

「新規登録」ボタンをクリックし、新規登録ダイアログを表示します。 

新規登録ダイアログの操作方法は「7.11.3 新規登録 操作説明」を参照ください。 

 

【編集方法】 

編集する費用区分の「編集」アイコンをクリックし、編集ダイアログを表示します。 

編集ダイアログの操作方法は、新規登録ダイアログと同じなので、「7.11.3 新規登録 操作説明」

を参照ください。 

 

【削除方法】 

削除する費用区分の「削除」アイコンをクリックし、確認ダイアログを表示します。 

確認ダイアログで削除ボタンをクリックすると、選択した費用区分が削除されます。 
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8.13.3 新規登録 画面説明 

 

項目 動作 

「費用区分名称」テキストボックス 費用区分名称を入力 

「負担組織 1」テキストボックス 負担組織 1 名称を入力 

「負担組織 2」テキストボックス 負担組織 2 名称を入力 

「負担組織 1 の負担割合」テキストボックス 負担組織 1 の負担割合を入力 

入力できる範囲は半角数字で、1～100 

「保存」ボタン 入力したデータを保存 

「費用区分名称」テキストボックス 費用区分名称を入力 

 

8.13.4 新規登録 操作説明 

1.任意の費用区分名称・負担組織 1 名称・負担組織 2 名称を入力します。 

2.任意の負担割合を入力します。 

3.保存ボタンをクリックし、入力した情報が登録されます。 

  

図 112:費用区分マスターメンテナンス-新規登録ダイアログ 
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第9章 CSV 項目管理 

9.1. CSV 入出力項目メンテナンス 

各画面の CSV ファイルへの出力・非出力の項目を指定します。 

 

9.1.1 画面説明 

 

図 113:CSV 入出力項目メンテナンス 
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項目 入力内容 

「組織マスターメンテナンス」リンク 組織マスターメンテナンス CSV 

管理画面を表示 

「共有配送先」リンク 共有配送先 CSV 

管理画面を表示 

「ユーザーマスターメンテナンス」リンク ユーザーマスターメンテナンス CSV 

管理画面を表示 

「オプション品マスターメンテナンス」リンク オプション品マスターメンテナンス CSV 

管理画面を表示 

「資材マスターメンテナンス」リンク 資材マスターメンテナンス CSV 

管理画面を表示 

「数量別価格マスターメンテナンス」リンク 数量別価格マスターメンテナンス CSV 

管理画面を表示 

「数量別送料マスターメンテナンス」リンク 数量別送料マスターメンテナンス CSV 

管理画面を表示 

「重量別送料マステ―メンテナンス」リンク 重量別送料マスターメンテナンス CSV 

管理画面を表示 

「配送業者非営業日マスターメンテナンス」リンク 配送業者非営業日マスターメンテナンス CSV 

管理画面を表示 

「配送日数マスターメンテナンス」リンク 配送日数マスターメンテナンス CSV 

管理画面を表示 

「出庫リミットマスターメンテナンス」リンク 出庫リミットマスターメンテナンス CSV 

管理画面を表示 

 

9.1.2 操作説明 

リンクをクリックすると、各 CSV 管理画面を表示します。 
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9.1.3 マスターメンテナンス 

1. 組織マスターメンテナンス CSV 管理画面 

 

項目 動作 

「全て追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内の項目を全て「選択した項目」欄に移動 

「追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内で選択した項目を「選択した項目」欄に移動 

「削除」ボタン 「選択した項目」欄で選択した項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「全て」削除ボタン 「選択した項目」欄内の全ての項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「上に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ上の項目と入れ替える 

「下に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ下の項目と入れ替える 

「初期設定に戻す」ボタン 変更した設定を全て、取り消す 

「保存」ボタン 変更した設定を全て保存し、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

「キャンセル」ボタン 設定を保存せずに、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

 

  

図 114:組織マスターメンテナンス CSV 管理画面 



Edition PriBiz 管理者マニュアル 

234 

 

 

2. 共有配送先 CSV 管理画面 

 

項目 動作 

「全て追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内の項目を全て「選択した項目」欄に移動 

「追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内で選択した項目を「選択した項目」欄に移動 

「削除」ボタン 「選択した項目」欄で選択した項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「全て」削除ボタン 「選択した項目」欄内の全ての項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「上に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ上の項目と入れ替える 

「下に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ下の項目と入れ替える 

「初期設定に戻す」ボタン 変更した設定を全て、取り消す 

「保存」ボタン 変更した設定を全て保存し、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

「キャンセル」ボタン 設定を保存せずに、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

 

  

図 115:共有配送先 CSV 管理画面 
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3. ユーザーマスターメンテナンス CSV 管理画面 

 

項目 動作 

「全て追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内の項目を全て「選択した項目」欄に移動 

「追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内で選択した項目を「選択した項目」欄に移動 

「削除」ボタン 「選択した項目」欄で選択した項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「全て」削除ボタン 「選択した項目」欄内の全ての項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「上に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ上の項目と入れ替える 

「下に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ下の項目と入れ替える 

「初期設定に戻す」ボタン 変更した設定を全て、取り消す 

「保存」ボタン 変更した設定を全て保存し、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

「キャンセル」ボタン 設定を保存せずに、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

 

 

図 116:ユーザーマスターメンテナンス CSV 管理画面 
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4. オプション品マスターメンテナンス CSV 管理画面 

 

項目 動作 

「全て追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内の項目を全て「選択した項目」欄に移動 

「追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内で選択した項目を「選択した項目」欄に移動 

「削除」ボタン 「選択した項目」欄で選択した項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「全て」削除ボタン 「選択した項目」欄内の全ての項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「上に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ上の項目と入れ替える 

「下に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ下の項目と入れ替える 

「初期設定に戻す」ボタン 変更した設定を全て、取り消す 

「保存」ボタン 変更した設定を全て保存し、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

「キャンセル」ボタン 設定を保存せずに、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

 

  

図 117:オプション品マスターメンテナンス CSV 管理画面 
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5. 資材マスターメンテナンス CSV 管理画面 

 

項目 動作 

「全て追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内の項目を全て「選択した項目」欄に移動 

「追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内で選択した項目を「選択した項目」欄に移動 

「削除」ボタン 「選択した項目」欄で選択した項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「全て」削除ボタン 「選択した項目」欄内の全ての項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「上に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ上の項目と入れ替える 

「下に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ下の項目と入れ替える 

「初期設定に戻す」ボタン 変更した設定を全て、取り消す 

「保存」ボタン 変更した設定を全て保存し、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

「キャンセル」ボタン 設定を保存せずに、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

 

  

図 118:資材マスターメンテナンス CSV 管理画面 
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6. 数量別価格マスターメンテナンス CSV 管理画面 

 

項目 動作 

「全て追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内の項目を全て「選択した項目」欄に移動 

「追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内で選択した項目を「選択した項目」欄に移動 

「削除」ボタン 「選択した項目」欄で選択した項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「全て」削除ボタン 「選択した項目」欄内の全ての項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「上に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ上の項目と入れ替える 

「下に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ下の項目と入れ替える 

「初期設定に戻す」ボタン 変更した設定を全て、取り消す 

「保存」ボタン 変更した設定を全て保存し、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

「キャンセル」ボタン 設定を保存せずに、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

 

  

図 119:数量別価格マスターメンテナンス CSV 管理画面 
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7. 数量別送料マスターメンテナンス CSV 管理画面 

 

項目 動作 

「全て追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内の項目を全て「選択した項目」欄に移動 

「追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内で選択した項目を「選択した項目」欄に移動 

「削除」ボタン 「選択した項目」欄で選択した項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「全て」削除ボタン 「選択した項目」欄内の全ての項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「上に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ上の項目と入れ替える 

「下に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ下の項目と入れ替える 

「初期設定に戻す」ボタン 変更した設定を全て、取り消す 

「保存」ボタン 変更した設定を全て保存し、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

「キャンセル」ボタン 設定を保存せずに、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

 

  

図 120:数量別送料マスターメンテナンス CSV 管理画面 
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8. 重量別送料マスターメンテナンス CSV 管理画面 

 

項目 動作 

「全て追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内の項目を全て「選択した項目」欄に移動 

「追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内で選択した項目を「選択した項目」欄に移動 

「削除」ボタン 「選択した項目」欄で選択した項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「全て」削除ボタン 「選択した項目」欄内の全ての項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「上に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ上の項目と入れ替える 

「下に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ下の項目と入れ替える 

「初期設定に戻す」ボタン 変更した設定を全て、取り消す 

「保存」ボタン 変更した設定を全て保存し、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

「キャンセル」ボタン 設定を保存せずに、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

 

  

図 121:重量別送料マスターメンテナンス CSV 管理画面 
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9. 配送業者非営業日マスターメンテナンス CSV 管理画面 

 

項目 動作 

「全て追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内の項目を全て「選択した項目」欄に移動 

「追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内で選択した項目を「選択した項目」欄に移動 

「削除」ボタン 「選択した項目」欄で選択した項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「全て」削除ボタン 「選択した項目」欄内の全ての項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「上に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ上の項目と入れ替える 

「下に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ下の項目と入れ替える 

「初期設定に戻す」ボタン 変更した設定を全て、取り消す 

「保存」ボタン 変更した設定を全て保存し、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

「キャンセル」ボタン 設定を保存せずに、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

 

  

図 122:配送業者非営業日マスターメンテナンス CSV 管理画面 
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10. 配送日数マスターメンテナンス CSV 管理画面 

 

項目 動作 

「全て追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内の項目を全て「選択した項目」欄に移動 

「追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内で選択した項目を「選択した項目」欄に移動 

「削除」ボタン 「選択した項目」欄で選択した項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「全て」削除ボタン 「選択した項目」欄内の全ての項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「上に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ上の項目と入れ替える 

「下に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ下の項目と入れ替える 

「初期設定に戻す」ボタン 変更した設定を全て、取り消す 

「保存」ボタン 変更した設定を全て保存し、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

「キャンセル」ボタン 設定を保存せずに、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

 

図 123:配送日数マスターメンテナンス CSV 管理画面 
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11. 出庫リミットマスターメンテナンス CSV 管理画面 

 

項目 動作 

「全て追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内の項目を全て「選択した項目」欄に移動 

「追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内で選択した項目を「選択した項目」欄に移動 

「削除」ボタン 「選択した項目」欄で選択した項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「全て」削除ボタン 「選択した項目」欄内の全ての項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「上に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ上の項目と入れ替える 

「下に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ下の項目と入れ替える 

「初期設定に戻す」ボタン 変更した設定を全て、取り消す 

「保存」ボタン 変更した設定を全て保存し、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

「キャンセル」ボタン 設定を保存せずに、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

 

  

図 124:出庫リミットマスターメンテナンス CSV 管理画面 
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9.1.4 配送組織 

1. 受注データ CSV 管理画面 

 

項目 動作 

「全て追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内の項目を全て「選択した項目」欄に移動 

「追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内で選択した項目を「選択した項目」欄に移動 

「削除」ボタン 「選択した項目」欄で選択した項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「全て」削除ボタン 「選択した項目」欄内の全ての項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「上に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ上の項目と入れ替える 

「下に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ下の項目と入れ替える 

「初期設定に戻す」ボタン 変更した設定を全て、取り消す 

「保存」ボタン 変更した設定を全て保存し、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

「キャンセル」ボタン 設定を保存せずに、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

 

図 125:受注データ CSV 管理画面 
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2. 出荷リスト CSV 管理画面 

 

項目 動作 

「全て追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内の項目を全て「選択した項目」欄に移動 

「追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内で選択した項目を「選択した項目」欄に移動 

「削除」ボタン 「選択した項目」欄で選択した項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「全て」削除ボタン 「選択した項目」欄内の全ての項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「上に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ上の項目と入れ替える 

「下に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ下の項目と入れ替える 

「初期設定に戻す」ボタン 変更した設定を全て、取り消す 

「保存」ボタン 変更した設定を全て保存し、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

「キャンセル」ボタン 設定を保存せずに、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

 

図 126:出荷リスト CSV 管理画面 
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3. 在庫管理 CSV 管理画面 

 

項目 動作 

「全て追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内の項目を全て「選択した項目」欄に移動 

「追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内で選択した項目を「選択した項目」欄に移動 

「削除」ボタン 「選択した項目」欄で選択した項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「全て」削除ボタン 「選択した項目」欄内の全ての項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「上に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ上の項目と入れ替える 

「下に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ下の項目と入れ替える 

「初期設定に戻す」ボタン 変更した設定を全て、取り消す 

「保存」ボタン 変更した設定を全て保存し、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

「キャンセル」ボタン 設定を保存せずに、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

 

図 127:在庫管理 CSV 管理画面 
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4. 発送実績集計管理 CSV 管理画面 

 

項目 動作 

「全て追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内の項目を全て「選択した項目」欄に移動 

「追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内で選択した項目を「選択した項目」欄に移動 

「削除」ボタン 「選択した項目」欄で選択した項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「全て」削除ボタン 「選択した項目」欄内の全ての項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「上に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ上の項目と入れ替える 

「下に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ下の項目と入れ替える 

「初期設定に戻す」ボタン 変更した設定を全て、取り消す 

「保存」ボタン 変更した設定を全て保存し、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

「キャンセル」ボタン 設定を保存せずに、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

  

図 128:発送実績集計管理 CSV 管理画面 
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9.1.5 運用管理者 

1. 在庫管理 CSV 管理画面 

 

項目 動作 

「全て追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内の項目を全て「選択した項目」欄に移動 

「追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内で選択した項目を「選択した項目」欄に移動 

「削除」ボタン 「選択した項目」欄で選択した項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「全て」削除ボタン 「選択した項目」欄内の全ての項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「上に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ上の項目と入れ替える 

「下に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ下の項目と入れ替える 

「初期設定に戻す」ボタン 変更した設定を全て、取り消す 

「保存」ボタン 変更した設定を全て保存し、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

「キャンセル」ボタン 設定を保存せずに、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

 

  

図 129:在庫管理 CSV 管理画面 
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2. 在庫グラフ CSV 管理画面 

 

項目 動作 

「全て追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内の項目を全て「選択した項目」欄に移動 

「追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内で選択した項目を「選択した項目」欄に移動 

「削除」ボタン 「選択した項目」欄で選択した項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「全て」削除ボタン 「選択した項目」欄内の全ての項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「上に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ上の項目と入れ替える 

「下に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ下の項目と入れ替える 

「初期設定に戻す」ボタン 変更した設定を全て、取り消す 

「保存」ボタン 変更した設定を全て保存し、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

「キャンセル」ボタン 設定を保存せずに、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

 

  

図 130:在庫グラフ CSV 管理画面 
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3. 拠点別発注実績集計 CSV 管理画面 

 

項目 動作 

「全て追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内の項目を全て「選択した項目」欄に移動 

「追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内で選択した項目を「選択した項目」欄に移動 

「削除」ボタン 「選択した項目」欄で選択した項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「全て」削除ボタン 「選択した項目」欄内の全ての項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「上に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ上の項目と入れ替える 

「下に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ下の項目と入れ替える 

「初期設定に戻す」ボタン 変更した設定を全て、取り消す 

「保存」ボタン 変更した設定を全て保存し、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

「キャンセル」ボタン 設定を保存せずに、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

  

図 131:拠点別発注実績集計 CSV 管理画面 
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4. 資材別発注実績集計 CSV 管理画面 

 

項目 動作 

「全て追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内の項目を全て「選択した項目」欄に移動 

「追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内で選択した項目を「選択した項目」欄に移動 

「削除」ボタン 「選択した項目」欄で選択した項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「全て」削除ボタン 「選択した項目」欄内の全ての項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「上に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ上の項目と入れ替える 

「下に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ下の項目と入れ替える 

「初期設定に戻す」ボタン 変更した設定を全て、取り消す 

「保存」ボタン 変更した設定を全て保存し、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

「キャンセル」ボタン 設定を保存せずに、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

 

  

図 132:資材別発注実績 CSV 管理画面 
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5. 利用実績集計 CSV 管理画面 

 

項目 動作 

「全て追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内の項目を全て「選択した項目」欄に移動 

「追加」ボタン 「選択可能な項目」欄内で選択した項目を「選択した項目」欄に移動 

「削除」ボタン 「選択した項目」欄で選択した項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「全て」削除ボタン 「選択した項目」欄内の全ての項目を「選択可能な項目」欄に移動 

「上に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ上の項目と入れ替える 

「下に移動」ボタン 「選択した項目」欄内で、選択した項目を１つ下の項目と入れ替える 

「初期設定に戻す」ボタン 変更した設定を全て、取り消す 

「保存」ボタン 変更した設定を全て保存し、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

「キャンセル」ボタン 設定を保存せずに、CSV 入出力項目メンテナンス画面に移動 

 

  

図 133:利用実績集計 CSV 管理画面 
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第10章 マスターメンテナンス 

トップメニュー画面の下部に、各種マスターメンテナンス画面を表示するリンクがあります。 

 

10.1. 組織属性マスターメンテナンス 

10.1.1 画面説明 

システム規定の組織属性以外に、組織属性を追加したい場合にその属性を登録します。組織種別

単位で属性を追加します。ここで登録した属性は、発注申請組織マスターメンテナンスと配送組

織マスターメンテナンスに追加され、組織属性として登録できます。 

 

 

項目 動作 

「組織種別」プルダウン 登録する組織種別を選択 

選択できる組織は、発注申請組織・配送組織 

「新規登録」ボタン 新規登録ダイアログを表示 

「編集」アイコン 編集ダイアログを表示 

「削除」アイコン 確認ダイアログを表示 

組織(会社)属性の削除 or キャンセルを決定 

  

図 134:組織属性マスターメンテナンス 
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10.1.2 操作説明 

【新規登録方法】 

追加属性を登録する組織種別を組織種別プルダウンで選択して、新規登録ボタンをクリックする

と、新規登録ダイアログが表示されます。 

新規登録ダイアログの操作方法は「10.1.4 新規登録 操作説明」を参照ください。 

 

【編集方法】 

編集を行う追加属性の編集アイコンをクリックすると、編集ダイアログが表示されます。 

編集ダイアログの操作方法は、新規登録ダイアログと同じなので、「10.1.4 新規登録 操作説明」

を参照ください。 

 

【削除方法】 

削除を行う追加属性の削除アイコンをクリックすると、確認ダイアログが表示されます。 

確認ダイアログで削除ボタンをクリックすると、選択した追加属性が削除されます。 
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10.1.3 新規登録 画面説明 

 

項目 動作 

「名称」テキストボックス 組織属性名を入力 

「データ型」プルダウン 組織(会社)追加属性のデータ型を選択 

選択できるデータ型は、整数・文字列・フラグ・浮動小数点・ 

タイムスタンプ 

「属性名表示」ラジオボタン 表示ラジオボタンを選択・・・属性名を表示 

非表示ラジオボタンを選択・・・属性名を非表示 

「必須項目」ラジオボタン 必須ラジオボタンを選択・・・必須項目として登録 

任意ラジオボタンを選択・・・任意項目として登録 

「保存」ボタン 入力した情報を保存 

  

図 135:組織属性マスターメンテナンス-新規登録ダイアログ 
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10.1.4 新規登録 操作説明 

1.任意の名称を入力します。 

2.任意のデータ型を選択します。 

3.登録を必須にするのであれば、必須ラジオボタンを選択します。 

 登録を任意にするのであれば、任意ラジオボタンを選択します。 

4.保存ボタンをクリックし、入力した情報が登録されます。 
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10.2. ユーザ属性マスターメンテナンス 

10.2.1 画面説明 

システム規定のユーザー属性以外に、ユーザー属性を追加したい場合にその属性を登録します。

ここで登録した属性は、発注申請組織ユーザーマスターメンテナンス・配送組織ユーザーマスタ

ーメンテナンス・管理者ユーザーマスターメンテナンスに追加され、ユーザー属性として登録で

きます。 

 

 

項目 動作 

「新規登録」ボタン 登録ダイアログを表示 

「編集」アイコン 編集ダイアログを表示 

「削除」アイコン 確認ダイアログを表示 

ユーザー属性の削除 or キャンセルを決定 

 

10.2.2 操作説明 

【新規登録方法】 

新規登録ボタンをクリックすると、新規登録ダイアログが表示されます。 

新規登録ダイアログの操作方法は、「10.2.4 新規登録 操作説明」を参照ください。 

 

【編集方法】 

情報を編集したい追加属性の編集アイコンをクリックし、編集ダイアログを表示します。 

編集ダイアログの操作方法は、「10.2.6 編集 操作説明」を参照ください 

 

【削除方法】 

削除する追加属性の削除アイコンをクリックし、確認ダイアログを表示します。 

確認ダイアログの操作方法は、「10.2.7 削除 操作説明」を参照ください。 

  

図 136:ユーザー属性マスターメンテナンス 



Edition PriBiz 管理者マニュアル 

258 

 

 

10.2.3 新規登録 画面説明 

 

 

項目 動作 

「名称」テキストボックス ユーザー追加属性名を入力 

入力文字数 80 文字 

「データタイプ」プルダウン ユーザー追加属性のデータタイプを選択 

選択できるデータタイプは整数・文字列・フラグ 

「必須項目」ラジオボタン 必須ラジオボタンを選択・・・必須項目として登録 

任意ラジオボタンを選択・・・任意項目として登録 

「保存」ボタン ダイアログが閉じ、入力したデータを保存 

 

10.2.4 新規登録 操作説明 

1.任意の名称を名称欄に入力します。 

2.任意のデータタイプを選択します。 

3.登録を必須にするのであれば、必須ラジオボタンを選択します。 

 登録を任意にするのであれば、任意ラジオボタンを選択します。 

4.保存ボタンをクリックし、入力した情報が登録されます。 

  

図 137:ユーザー属性マスターメンテナンス-新規登録ダイアログ 
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10.3. 資材属性マスターメンテナンス 

10.3.1 画面説明 

システム規定以外の資材属性を登録します。ここで登録した属性は、資材マスターメンテナンス

に追加され、資材属性として登録できます。登録はトップカテゴリに行われ、配下のカテゴリす

べてが同じ追加属性を使用できます。 

 

項目 動作 

「共有表示」ボタン 全体の資材属性を表示する 

「カテゴリ」ツリー 選択したトップカテゴリの資材属性を表示する 

「新規登録」ボタン 新規登録ダイアログを表示 

「編集」アイコン 編集ダイアログを表示 

「削除」アイコン 削除ダイアログを表示 

  

図 138:資材属性マスターメンテナンス 
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10.3.2 操作説明 

【新規登録・選択肢以外】 

追加属性を設定するカテゴリを選択して、新規登録ボタンをクリックし、新規登録ダイアログを

表示します。 

新規登録ダイアログの操作方法は、「10.3.4 新規登録・選択肢以外 操作説明」を参照ください。 

 

【新規登録・選択肢】 

追加属性を設定するカテゴリを選択して、新規登録ボタンをクリックし、新規登録ダイアログを

表示します。 

新規登録ダイアログ内で、新規登録ボタンをクリックし、新規登録ダイアログを表示します。 

操作方法は、「10.3.6 新規登録・選択肢 操作説明」および「10.3.8 新規登録・選択肢内容 操

作説明」を参照ください。 

  

【編集・選択肢以外】 

編集を行う追加資材の編集アイコンをクリックし、編集ダイアログを表示します。 

編集ダイアログの操作方法は、新規登録ダイアログと同じため、「10.3.4 新規登録・選択肢以

外 操作説明」を参照ください。 

 

【編集・選択肢】 

編集を行う追加資材の編集アイコンをクリックし、編集ダイアログを表示します。 

編集ダイアログ内の新規登録ボタンをクリックし、編集ダイアログを表示します。 

操作方法は、新規登録ダイアログと同じため「10.3.6 新規登録・選択肢 操作説明」および

「10.3.8 新規登録・選択肢内容 操作説明」を参照ください。 

 

【削除】 

削除を行う追加属性の削除アイコンをクリックし、確認ダイアログを表示します。 

確認ダイアログで削除ボタンをクリックすると、選択した追加属性が削除されます。 
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10.3.3 新規登録・選択肢以外 画面説明 

 

 

項目 動作 

「名称」テキストボックス 資材追加属性名を入力 

「データタイプ」プルダウン ユーザー追加属性のデータタイプを選択 

選択できるデータタイプは整数・文字列・フラグ・ 

浮動小数点・タイムスタンプ・選択肢 

「属性名表示」ラジオボタン 表示ラジオボタンを選択・・・属性名を表示 

非表示ラジオボタンを選択・・・属性名を非表示 

「必須項目」ラジオボタン 必須ラジオボタンを選択・・・必須項目として登録 

任意ラジオボタンを選択・・・任意項目として登録 

「保存」ボタン ダイアログが閉じ、入力したデータが保存 

  

図 139:資材属性マスターメンテナンス-新規登録ダイアログ 
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10.3.4 新規登録・選択肢以外 操作説明 

1.任意の名称を名称欄に入力します。 

2.任意のデータタイプを選択します。 

3.登録を必須にするのであれば、必須ラジオボタンを選択します。 

 登録を任意にするのであれば、任意ラジオボタンを選択します。 

4.保存ボタンをクリックし、入力した情報が登録されます。 

 

資材マスターメンテナンスで入力できる内容は、以下の内容です。 

 

項目 入力内容 

文字列型追加属性 文字列を入力 

整数型追加属性 

半角数字のみ入力可 

小数点不可 

最大文字数９文字 

フラグ型追加属性 チェックボックス 

浮動小数型追加属性 

半角数字のみ 

小数点入力可能 

最大文字数９文字 

タイムスタンプ型追加属性 

半角数字とスラッシュ(/)のみ入力可能 

クリックするとカレンダーダイアログが表示され、 

日付選択可能 

文字列型追加属性 文字列を入力 
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10.3.5 新規登録・選択肢 画面説明 

 

項目 動作 

「名称」テキストボックス ユーザー追加属性名を入力 

「データタイプ」プルダウン データタイプを選択 

選択できるデータタイプは整数・文字列・フラグ・ 

浮動小数点・タイムスタンプ・選択肢 

「選択肢タイプ」ラジオボタン 表示する選択肢のタイプを選択 

選択できる選択肢タイプは単一選択・複数選択 

「新規登録」ボタン 選択肢新規登録ダイアログを表示する 

「属性名表示」チェックボックス 属性名の表示・非表示を選択 

「保存」ボタン ダイアログが閉じ、情報を登録 

 

 

  

図 140:資材属性マスターメンテナンス-新規登録ダイアログ・選択肢 
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10.3.6 新規登録・選択肢 操作説明 

こちらで入力した情報が、資材マスターメンテナンスに、入力欄として表示されます。 

 

1.任意の名称を名称欄に入力します。 

2.データタイプの選択肢を選択します。 

3.選択肢タイプで任意の選択肢を選択します。 

4.新規登録ボタンをクリックし、新規登録ダイアログを表示します。 

5.属性名の表示・非表示を選択します。 

6.保存ボタンをクリックし、入力した情報が登録されます。 

 

資材マスターメンテナンスで入力できる内容は、以下の内容です。 

 

項目 動作 

選択肢型追加属性（複数） 
チェックボックス 

複数の選択肢を選択可能 

選択肢型追加属性（単一） 
プルダウン 

単一の選択肢のみ選択可能 
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10.3.7 新規登録・選択肢内容 画面説明 

 

項目 動作 

「表示文字列」テキストボックス 表示文字列を入力 

「値」テキストボックス 値を入力 

「保存」ボタン 入力したデータを保存し、新規登録ダイアログを表示 

 

10.3.8 新規登録・選択肢内容 操作説明 

1.任意の表示文字列・値を入力します。 

2.保存ボタンをクリックすると、入力したデータが保存されてダイアログが閉じ、新規登録ダイ

アログが表示されます。 

 

図 141:資材属性マスターメンテナンス-新規登録ダイアログ・選択肢内容 
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