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第1章 概要 

本ガイドでは、Edition PriBiz の 配送組織ユーザの操作について説明します。 

1.1. 配送組織ユーザとは 

配送組織ユーザは、受注した注文の内容を確認し、製造・発送の進捗状況を更新するユーザです。 

また、発送実績と在庫の管理も可能です。 

1.2. 配送組織ユーザで利用可能な機能 

配送組織ユーザでは、下記の機能が利用できます。 

⚫ 注文一覧参照 ・・・注文の一覧を参照します 

⚫ 注文詳細参照 ・・・注文内容の詳細を参照します 

⚫ ピッキングリスト出力 ・・・注文詳細からピッキングリストを出力します 

⚫ POD データ取得 ・・・POD 対象の注文に対応した POD 用データを取得します 

⚫ 出荷リスト出力 ・・・注文毎の出荷先リストを出力します 

⚫ 出荷進捗管理 ・・・製造、発送の進捗を入力します 

⚫ 在庫管理 ・・・資材の在庫一覧を表示し、在庫数をメンテナンスします 
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第2章 各画面共通の操作 

2.1. ヘッダーメニュー 

ヘッダー部分には、各画面へアクセスする為のアイコンが表示されています。 

 

 

・・・ 
ホーム アイコン：ホーム画面を表示します 

アイコン下部には新規注文の件数が表示されます 

 ・・・ 設定 アイコン：管理画面を表示します 

 ・・・ ヘルプ アイコン：ヘルプを表示します 

 ・・・ ログアウト アイコン：ログアウトして、ログイン画面を表示します 

2.2. ページ操作 

一覧表示の表示件数とページ送りを操作します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. ソート 

一覧表示中の項目ソートを操作します。 

ソート可能な項目の右側にある     ボタンをクリックすると昇順、     ボタンをクリックすると降順で

ソート表示します。 

ソート中の項目はボタンの▼▲が水色で表示されます。  

件数表示 

1 ページに表示する件数指定リンク 

先頭ページ 

前ページ 

最終ページ 

次ページ 

表示中のページ 
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第3章 ログイン・ログアウト 

3.1. ログインする 

ブラウザで Edition PriBiz の URL にアクセス

すると、ログイン画面が表示されます。 

 

有効なアカウントの ID とパスワードを入力し

て、[ログイン]ボタンをクリックすると、ログイ

ンして、ホーム画面を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 パスワードを忘れてしまった場合 

パスワードを忘れてしまった場合は、ログイン画

面にある「パスワードを忘れた方はこちら」リン

クをクリックして、パスワードの再設定画面を表

示します。 

 

 

 

 

 

パスワードの再設定画面の ID入力欄に IDを入力

して[次へ]ボタンをクリックすると、アカウント

に登録されているメールアドレス宛てにパスワー

ドの再設定（新規パスワード入力）画面の URL を

メール送信します。 

 

[キャンセル]ボタンをクリックす

ると、ログイン画面に戻ります。 

1. ID を入力 

2. パスワードを入力 

3. [ログイン]ボタンをクリック 

1. クリック 

2. ID を入力 

3. [次へ]ボタンをクリック 
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メールに記載されている URL リンクをクリッ

クすると、パスワードの再設定（新規パスワード

入力）画面が表示されます。 

 

パスワード入力欄に新しいパスワ

ードを入力し、確認のため、パス

ワード（再入力）欄にも同じパス

ワードを入力して[次へ]ボタンを

クリックすると、パスワードが再

設定されます。そのまま自動でロ

グインし、ホーム画面が表示され

ます。 

 

 

3.1.2 ID を忘れてしまった場合 

パスワードを忘れてしまった場合で ID を入力

したが認証されなかった時、右図のメッセージが

表示されます。 

 

 リンクをクリックすると問い合わせ先が表示されます。 

 表示されなかった時はシステム管理者へご連絡ください。 

 

3.2. ログアウトする 

各画面のヘッダーメニューにある ログアウト アイコンをクリッ

クすると、ログアウトして、ログイン画面を表示します。  

4. パスワードを入力 

6. [次へ]ボタンをクリック 

5. パスワードを再入力 
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3.3. アカウントロック 

ID・パスワードを入力した際に連続で複数回失敗すると、入力した ID のアカウントがロックされて 

ログインできなくなります。 

アカウントロック解除方法は下記になります。 

 

⚫ 運用管理ユーザのアカウントロック解除画面での解除 

⚫ システム管理ユーザの設定マスターメンテナンス画面で設定したアカウントロック期間を超過 

 

 

図:ログイン画面-アカウントロックメッセージ表示 
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第4章 ホーム画面 

4.1. 注文一覧画面 

4.1.1 画面説明 

ログインすると、ホーム画面である注文一覧画面が表示されます。 

他の画面からは、ヘッダーメニューのホーム アイコン をクリックすると、注文一覧画面に移動

します。 

注文一覧画面での主な操作は、注文内容を確認し、製造開始から発送までの進捗を更新することです。 

 

図：注文一覧画面 

 

【画面表示内容】 

⚫ ID・・・発注毎に発行される発注 ID を表示します。 

⚫ 発注日・・・発注申請をした日付を表示します。 

⚫ 発注名・・・発注時につけられた発注名を表示します。 

⚫ 仕向先・・・配送先の数を表示します。 

⚫ オンデマンド・・・オンデマンド資材が含まれる発注であれば、「＊」を表示します。 

オンデマンド資材を含まない発注であれば、空欄になります。 

⚫ 貸出品・・・貸出品を含む発注であれば、「＊」を表示します。 

貸出品を含まない発注であれば、空欄になります。 

⚫ 担当者・・・発注申請者の所属部署名とユーザ名が表示されます。 

所属部署が登録されていなければ、ユーザ名のみ表示されます。 

2 4 5 6 3 

7 

1 

8 
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⚫ 更新日・・・進捗状況が更新された最新日時を表示します。 

⚫ 発注詳細・・・進捗状況をリンクで表示します。 

進捗状況は新規→製造中→発送済→配送済の順に推移します。 

 

 

  

番号 項目 動作 

 配送伝票番号インポートボタン 配送伝票番号をインポート登録 

 受注データ出力ボタン 受注データをダウンロード 

ダウンロードした発注のステータス更新の選択 

 製造指示書出力ボタン 全注文データの製造指示書をダウンロード 

A4 サイズ・A３サイズ選択可能 

 納品書出力ボタン 納品書をダウンロード 

 ピッキングリスト出力ボタン ピッキングリストをダウンロード 

 出荷リスト出力ボタン 出荷リストダウンロード 

 発注名リンク 選択した発注の注文詳細(発注アイテム)画面に遷移 

 発注詳細リンク 選択した発注の注文詳細(進捗状況)画面に遷移 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

2 
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4.1.2 操作説明 

注文一覧画面では、製造開始から発送までの進捗内容を確認しながら進めるほかに、各帳票のダウンロー

ドを行えます。 

 

【受注データ出力】 

発注詳細ステータスが新規の注文のみ抽出して、受注データ出力ボタンをクリックすると、受注データ出

力ダイアログが表示されます。 

受注データダイアログで更新するボタンをクリックすると、抽出した全ての注文の発注詳細を、「製造中」

に更新してから、受注データをダウンロードします。 

受注データダイアログで更新しないボタンをクリックすると、抽出した全ての発注詳細を更新しないで、

受注データをダウンロードします。 

 

発注ステータスが新規以外の注文が抽出されている状態で受注データ出力ボタンをクリックすると、 

新規以外の物が選択されていることを示すエラーメッセージが表示され、受注データをダウンロードでき

ません。 

 

【製造指示書】 

製造指示書出力ボタンをクリックし、A4 サイズか A3 サイズを指定して、製造指示書をダウンロードしま

す。 

出力されるデータは、ダウンロード時に検索結果で表示されている注文情報全てになります。 

製造指示書は全て圧縮をした状態でダウンロードします。 

 

【納品書】 

納品書出力ボタンをクリックし、納品書のダウンロードを行えます。 

出力されるデータは、ダウンロード時に検索結果で表示されている注文情報全てになります。 

納品書は全て圧縮をした状態でダウンロードします。 

 

【ピッキングリスト】 

ピッキングリスト出力ボタンをクリックし、ピッキングリストを出力します。 

出力されるデータは、ダウンロード時に検索結果で表示されているデータ全てになります。 

情報は全て１つの CSV ファイルに出力されます。 

 

【出荷リスト】 

出荷リスト出力ボタンをクリックし、出荷リストを出力します。 

出力されるデータは、ダウンロード時に検索結果で表示されているデータ全てになります。 

情報は全て１つの CSV ファイルに出力されます。 



Edition PriBiz 

11 

※配送伝票番号インポートで使用する“配送先 ID“はこのリストに出力されます。 

 配送伝票インポートに入力して下さい。 

 

【発注名】 

発注名リンクをクリックすると、選択した資材の情報を表示する注文詳細(発注アイテム)画面に遷移しま

す。 

 

【発注詳細】 

発注詳細リンクをクリックすると、選択した資材の情報を表示する注文詳細(進捗状況)画面に遷移します。 
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【配送伝票番号インポート】 

CSV ファイルをインポートして複数の発注情報に配送伝票番号を登録できます。 

登録できる発注情報はステータスが「製造中」～「発送済」の発注情報になります。 

インポートで配送伝票番号を登録した発注情報は、ステータスが「発送済」に変更になります。 

 

インポートに必要な項目は以下になります。 

なお、項目名はヘッダとして１行目に入力して下さい。 

 

【CSV 記述例】 

  

項目 入力内容 

発注 ID 発注 ID 

注文一覧画面の ID 欄にて確認 

配送先 ID 配送先 ID 

「出荷リスト出力」から得られた CSV ファイルから

のみ番号を取得できます。 

トラッキング ID トラッキング ID（配送伝票番号） 

トラッキングサイトに対応する ID を入力 

 

 

発注 ID,配送先 ID,トラッキング ID 

“57”,”177”,”12345678911” 

“56”,”178”,”12345678912” 
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4.2. 注文詳細(進捗状況) 

4.2.1 画面説明(進捗状況:新規) 

注文情報の進捗状況を更新します。 

各進捗状況にて、機能が重複しているものがあります。 

 

 

図：注文詳細(進捗状況) 新規 

 

4.2.2 操作説明(進捗状況:新規) 

 

【出荷リスト】 

「出荷リスト出力」ボタンをクリックすると、出荷リストをダウンロードします。 

出力するデータは、現在表示している注文情報のデータになります。 

 

【製造開始】 

“製造開始“リンクをクリックすると、進捗状況を”製造中”に変更する確認ダイアログを表示します。 

確認メッセージで「OK」ボタンをクリックすると、“ステータス”が消え“進捗状況”が“製造中“になります。  

番号 項目 動作 

 出荷リスト出力ボタン 出荷リストをダウンロード 

 製造開始リンク 進捗状況を製造中に更新 

1 

1 

2 

2 
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4.2.3 画面説明(進捗状況:製造中) 

 

図：注文詳細(進捗状況) 製造中 

 

 

  

番号 項目 動作 

 全数出荷完了リンク 全ての納品先の進捗状況を発送済に更新 

 出荷完了リンク 選択した納品先の進捗状況を発送済に更新 

1 

2 

2 

1 
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4.2.4 操作説明(進捗状況:製造中) 

 

【全数出荷完了】 

複数配送先があるとき、クリックするとまとめて進捗状況を更新できます。 

クリックすると、“進捗状況“を”発送済“に更新する確認ダイアログを表示します。 

「OK」をクリックすると、“メール編集“ダイアログを表示します。メール編集ダイアログにて、「キャ

ンセル」ボタン・「送信」ボタンのどちらをクリックしても、進捗状況が”発送済”になります。また、“全

数出荷完了”がすべて“全数配送完了”に表示が移行され“配送完了”と表示します。 

“配送伝票番号“列には”入力“リンクが表示されます。 

 

【出荷完了】 

納品先ごとに進捗管理できます。 

クリックすると、“進捗状況“を”発送済“に更新する確認ダイアログを表示します。 

ダイアログで、「OK」ボタンをクリックすると、“出荷完了”ダイアログが表示されます。 

「キャンセル」ボタンをクリックすると、確認メッセージが閉じて、“進捗状況“は変更されません。 

 

“配送伝票番号：”を入力し、「登録」ボタンをクリックすると“メール編集“ダイアログを表示します。メ

ール編集ダイアログにて、「キャンセル」ボタン・「送信」ボタンのどちらをクリックしても、進捗状況が”

発送済”になります。また、“全数出荷完了”が“全数配送完了”に表示が移行され“配送完了”と表示されます。 

“配送伝票番号”列には「参照」ボタンと伝票番号のリンクを表示します。伝票番号が入力されてないと

きには“入力”と表示します。 
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4.2.5 画面説明(進捗状況:発送済) 

 

図：注文詳細(進捗状況) 発送済 

 

 

  

番号 項目 動作 

 全数配送完了リンク 全ての納品先の進捗状況を配送完了に更新 

 配送完了リンク 選択した納品先の進捗状況を配送完了に更新 

 入力リンク 出荷完了ダイアログを表示 

1 

2 

1 

2 3 

3 
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4.2.6 操作説明(進捗状況：発送済) 

【全数配送完了】 

クリックすると、“進捗状況”を“納品済“に更新する確認ダイアログを表示します。 

ダイアログで「OK」ボタンをクリックすると、“進捗状況”は“配送済”になります。また、“全数配送完了”

列にある全ての納品先“に完了したタイムスタンプを表示します。 

 

【配送完了】 

納品先ごとに進捗管理できます。 

クリックすると、“進捗状況”を“納品済”に更新する確認ダイアログを表示します。 

ダイアログで、「OK」ボタンをクリックすると、“進捗状況”は“配送済”になります。 

「キャンセル」ボタンをクリックすると、確認メッセージが閉じて、ステータスは変更されません。 

 

【配送伝票番号】 

 “配送伝票番号“列の”入力”（もしくは伝票番号）リンクをクリックすると”出荷完了“ダイアログが表示さ

れます。このダイアログで伝票番号を「登録」もしくは「編集」ができます。 

 

 番号が入力されているときには「参照」ボタンが表示されており、システム管理者の設定などにより陸

運会社サイトにアクセスします。 
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4.2.7 画面説明(進捗状況:配送済) 

 

図：注文詳細(進捗状況) 配送済 

 

 

  

番号 項目 動作 

 参照ボタン 陸運会社の問い合わせサイトに遷移する 

 配送伝票番号（数字）リンク 出荷完了ダイアログを表示 

 入力リンク 出荷完了ダイアログを表示 

1 

1 

2 

3 

2 

3 
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4.2.8 操作説明(進捗状況) 配送済 

【参照】 

配送伝票番号が登録されていると表示されます。 

「参照」ボタンをクリックすると、配送伝票番号に対応した陸運会社の「問い合わせ」サイトに遷移しま

す。サイトにアクセスすると、配送伝票番号が問い合わせの番号を入力するテキストボックスに表示され

ます。 

 

【配送伝票番号】 

配送伝票番号を登録していると表示されます。 

“配送伝票番号”の数字リンクをクリックすると、配送伝票番号が入力された出荷完了ダイアログを表示し

ます。このダイアログで、配送伝票番号の編集と追加登録ができます。 

 

【入力】 

配送伝票番号を登録していない場合に表示されます。 

“入力“リンクをクリックすると、空欄の”出荷完了“ダイアログを表示します。 

“出荷完了“ダイアログで、”配送伝票番号”を新規登録できます。 
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4.2.9 出荷完了ダイアログ 

 “配送伝票番号“列に表示されている”入力“もしくは数字のリンクをクリックすると表示されます。 

図：配送伝票番号 

1. 画面説明 

 

 

 

2. 操作説明 

 半角数字で配送伝票番号を入力し「登録」ボタンを押すと配送伝票番号が登録されます。 

 番号は各行に入力できます。  

 

  

番号 項目 動作 

 配送伝票番号 テキストボックス 半角数字で入力 

 登録 ボタン 番号を登録 2 

1 

1 

2 
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4.3. 注文詳細(発注アイテム) 

4.3.1 画面説明 

注文時の資材に関する情報を確認できます。 

 

図：注文詳細(発注アイテム)画面 

 

 

4.3.2 操作説明 

【製造指示書】 

「製造指示書出力」ボタンをクリックし、A4 サイズか A3 サイズを指定して、製造指示書をダウンロード

します。 

出力されるデータは、ダウンロード時にこの画面に表示している注文の情報になります。 

番号 項目 動作 

 製造指示書出力ボタン 製造指示書をダウンロード 

A4 サイズ・A3 サイズ選択可能 

 納品書出力ボタン 納品書をダウンロード 

 ピッキングリスト出力ボタン ピッキングリストをダウンロード 

2 

3 

1 

1 2 3 
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【納品書】 

「納品書出力」ボタンをクリックすると、納品書をダウンロードします。 

出力されるデータはダウンロード時にこの画面に表示している注文の情報になります。 

 

【ピッキングリスト】 

「ピッキングリスト出力」ボタンをクリックすると、ピッキングリストを出力します。 

出力されるデータは、ダウンロード時にこの画面に表示している注文の情報になります。 

 

4.4. 注文詳細(配送条件) 

発注時の配送条件を確認できます。 

表示される情報は発注申請者が、配送条件指定画面で入力した情報になります。 

 

4.4.1 画面説明 

 

図：注文詳細(配送条件)画面 

 

 

1 2 3 

4 
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製造オプション指定・・・発注申請者が設定した製造オプション指定の情報を表示します。 

配送オプション指定・・・発注申請者が設定した配送オプション指定の情報を表示します。 

発注者からの指示・・・発注申請者が入力した指示の表示。 

発注者が登録した添付ファイルのダウンロードを行います。 

指示が入力されていない場合と添付ファイルが登録されていない場合では空欄に

なります。 

 

4.4.2 操作説明 

「発注者からの指示」リンクをクリックすると、発注申請者が登録した添付ファイルをダウンロードでき

ます。 

  

番号 項目 動作 

 進捗状況タブ 注文詳細(進捗状況)画面に遷移 

 発注アイテムタブ 注文詳細(発注アイテム)画面に遷移 

 配送条件タブ 再読み込み 

 発注者からの指示リンク 発注申請の添付ファイルをダウンロード 

1 

2 

3 

4 
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第5章 管理画面 

ヘッダーメニューの “Settings”  アイコンをクリックすると、管理画面に移動します。 

管理画面では、在庫管理と発送実績集計ができます。 
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5.1. 在庫管理 

ヘッダーメニューの 設定 アイコン をクリックすると、管理画面で在庫一覧が表示されます。 

発送実績集計画面を表示している場合は、[在庫管理]ボタンをクリックすると、在庫一覧を表示します。 

 

5.1.1 在庫管理 画面説明 

 

図：在庫管理画面 

 

下記の項目が表示されます。 

型番・・・資材の型番が表示されます。 

ロケ―ション・・・資材に登録されているロケーションがリンクで表示されます。 

資材名・・・資材名が表示されます。 

停止・・・停止資材であれば、※が表示されます。 

停止資材でなければ、空欄になります。 

オンデマンド・・・オンデマンド資材であれば、※が表示されます。 

オンデマンド資材でなければ、空欄になります。 

1 2 

3 

4 5 

6 

7 

8 

9 10 

12 13 

14 

11 
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基準在庫数・・・登録されている基準在庫数を表示します。 

オンデマンド資材であれば、空欄になります。 

過少発生・・・注文時に在庫数が基準在庫数を下回った日付を表示します。 

在庫数・・・現在庫数を表示します。 

オンデマンド資材であれば、空欄になります。 

 

 

入庫予定:予定日・・・登録した入庫予定日を表示します。 

入庫予定：数量・・・登録した入庫予定数量を表示します。 

廃棄予定:予定日・・・登録した廃棄予定日を表示します。 

廃棄予定：数量・・・登録した廃棄予定数量を表示します。 

在庫管理・・・入庫予定か廃棄予定が登録されている場合は、編集リンクが表示されます。 

入庫予定も廃棄予定も登録されていない場合は、空欄になります。 

運用管理権限で入庫予定登録・廃棄予定登録が行われている場合も表示されます。 

 

基準在庫数を下回っている場合、赤字で表示されます。 

番号 項目 動作 

 在庫管理 ボタン 再読み込みする 

 発送実績集計 ボタン 発送実績集計画面を表示 

 型番/資材名テキストボック

ス 

型番か資材名を入力 

 検索ボタン 型番か資材名で部分一致検索 

 過少在庫一覧ボタン 型番か資材名で、過少発生している資材を部分一致検索 

 入荷予定一覧ボタン 型番か資材名で、入荷予定登録している資材を部分一致検索 

 廃棄指示一覧ボタン 型番か資材名で、廃棄予定登録している資材を部分一致検索 

 CSV エクスポートボタン 抽出した情報を CSV 出力 

 停止資材チェックボックス 停止資材を表示 

 オンデマンドチェックボッ

クス 

オンデマンド資材を表示 

 ロケーションリンク ロケーションの更新ダイアログを表示 

ロケーションを入力して、更新ボタンをクリックすると、ロケーション

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

11 

9 

10 
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5.1.2 在庫管理 操作説明 

【入庫予定登録】 

１．入庫予定登録を行う資材の入庫リンクをクリック 

２．入庫予定ダイアログに情報を入力して保存する 

 

【廃棄予定登録】 

１．廃棄予定登録を行う資材の廃棄リンクをクリック 

２．廃棄指示ダイアログに情報を入力して保存する 

5.1.3 入出庫管理ダイアログ 画面説明 

 

図：入出庫管理ダイアログ 入庫時 

  

更新 

 入庫リンク 入庫予定登録ダイアログを表示 

貸出品の場合、表示されない 

 廃棄リンク 廃棄指示登録ダイアログを表示 

貸出品の場合、表示されない 

 編集リンク 
入出庫管理ダイアログを表示 

12 

13 

14 

1 2 3 

4 

5 

6 
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図：入出庫管理ダイアログ 廃棄時 

 

以下の項目が表示されます。 

入庫時・廃棄時共通になります。 

 

⚫ 型番・・・資材の型番が表示されます。 

⚫ ロケーション・・・登録したロケ―ションが表示されます。 

ロケーションが登録されていなければ、空欄になります。 

⚫ 資材名・・・資材名が表示されます。 

⚫ 基準在庫数・・・登録した基準在庫数が表示されます。 

⚫ 過少発生・・・在庫数が基準在庫数を下回った発注日が表示されます 

⚫ 在庫数・・・現在庫数が表示されます。 

⚫ 入庫予定:予定日・・・登録した入庫予定日が表示されます。 

廃棄時の場合は空欄になります。 

⚫ 入庫予定:数量・・・登録した入庫予定数が表示されます。 

廃棄時の場合は空欄になります。 

⚫ 廃棄予定：予定日・・・登録した廃棄予定日が表示されます。 

廃棄時の場合は空欄になります。 

⚫ 廃棄予定：数量・・・登録した廃棄予定数が表示されます。 

廃棄時の場合は空欄になります。 

-「全数」表示されている場合：廃棄区分を「全数」で登録しています。 

-数量のみが表示されている場合:廃棄区分を「一部」で登録しており、その時に入力した廃棄予定数が表

示されています。 

7 
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-「残○○」と○に数量が表示されている場合：廃棄区分を「残数」で登録しており、その時に入力した廃

棄予定数が表示されています。 

※廃棄が行われると、非表示になります。 

 

⚫ 発生日・・・入出庫が行われた日付を表示します。 

⚫ 入庫・・・入庫登録数が表示されます。 

⚫ 引取・・・注文による出庫合計数が最終行に表示されます。 

⚫ 出庫・・・廃棄登録数が表示されます。 

⚫ 理由・・・入庫登録数量・出庫登録数量を表示します。 

 

 

  

番号 項目 動作 

 入庫プルダウン 入庫区分を選択する 

 数量テキストボックス 数量を入力する 

 ロケーションテキストボッ

クス 

ロケ―ションを入力する 

 パレット数 パレット数を入力する 

 更新ボタン 入力した情報で更新する 

 取消リンク 確認ダイアログが表示される 

確認ダイアログで OK ボタンをクリックすると、入出庫を取り

消す 

 廃棄プルダウン 廃棄区分を選択する 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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5.1.4 入出庫管理ダイアログ 操作説明 

【入庫登録」 

１．入庫プルダウンで、入庫区分を選択する 

２．入庫する数量を入力する 

３．ロケーションを更新する場合、任意のロケーションを入力する 

４．更新ボタンをクリックすると、入力した情報で入庫される 

５．在庫管理画面から編集リンクの行が非表示になる 

 

【廃棄登録】 

１．廃棄プルダウンで、廃棄区分を選択する 

２．廃棄する数量を入力する 

３．ロケーションを更新する場合、任意のロケーションを入力する 

４．更新ボタンをクリックすると、入力した情報で廃棄される 

５．在庫管理画面から編集リンクの行が非表示になる 
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5.2. 発送実績集計 

5.2.1 発送実績集計 画面説明 

 

図：発送実績集計画面 

 

指定した資材カテゴリ、集計期間を集計して発送実績を表示します。 

[発送実績集計]ボタンをクリックして、発送実績集計画面を表示します。 

 

 

 

 

番号 項目 動作 

 資材カテゴリプルダウン 資材カテゴリを選択する 

 集計期間:自 集計期間の開始日をカレンダーダイアログから指定 

 集計期間:至 集計期間の終了日をカレンダーダイアログから指定 

 集計ボタン 指定した情報で集計する 

1 

2 

3 

4 

1 

2 3 4 
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集計結果には、下記の項目が表示されます。 

⚫ 注文 ID ・・・ 注文 ID を表示します。 

⚫ 部署 ・・・発注したアカウントが所属する部署名を表示します。 

⚫ ご担当 ・・・発注したアカウントのユーザ名を表示します。 

⚫ ご承認 ・・・最終承認したアカウントのユーザ名を表示します。 

⚫ 発注名 ・・・ 発注名を表示します。 

⚫ 発送日 ・・・ 仕向け先毎の最終出荷日を表示します。 

⚫ 仕向先 ・・・ 発送先の名称を表示します。 

⚫ 資材カテゴリ ・・・ 資材が登録されているカテゴリー名を表示します。 

⚫ 資材 ID ・・・資材 ID を表示します。 

⚫ 数量 ・・・発注数量を表示します。 

5.2.2 発送実績集計 操作説明 

１．資材カテゴリプルダウンで、検索する資材が登録されているカテゴリを選択します。 

全カテゴリから検索する場合は、「全て」を選択します。 

２．検索する発注が行われた期間を指定します。 

３．集計ボタンをクリックします。 
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「CSV ダウンロード」リンクをクリックすると、表示中の発送実績を CSV 形式のデータとしてダウンロ

ードすることができます。 

 

  

集計期間,2016/8/6～2016/9/6 

"注文 ID","部署","ご担当","ご承認","発注名","発送日","仕向先","資材カテゴリ","資材

名称","資材 ID","数量","オプション" 

"380","第二事業部","村上承認","村上承認","No.000380-20160905195858","2016/9/5","テ

スト","確認テスト","貸出品確認６","kasidasi6","1","" 

"381","第二事業部","村上承認","村上承認","No.000381-20160906090136","2016/9/6","テ

スト","確認テスト","#11122 確認","#11122","1","" 

" 
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