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第1章 概要 

本ガイドでは、Edition PriBizの 運用管理ユーザの操作について説明します。 

1.1. 運用管理ユーザとは 

運用管理ユーザは、拠点別、資材別の発注実績の確認や、在庫状況を確認し、破棄や在庫積増等の在庫調整をするアカウ

ントです。 

また、一般/承認ユーザのホーム画面に表示されるインフォメーションの登録と、ユーザ管理も可能です。 

1.2. 運用管理ユーザで利用可能な機能 

運用管理ユーザでは、下記の機能が利用できます。 

 拠点別発注実績集計 ・・・拠点別の発注実績を集計します 

 資材別発注実績集計 ・・・資材別の発注実績を集計します 

 在庫管理 ・・・資材の在庫一覧を表示します 

 在庫調整指示 ・・・破棄や在庫積増等の在庫調整指示書（データ）を出力します 

 在庫グラフ ・・・資材毎の入庫数、出庫数、在庫数を表示します 

 期間在庫集計 ・・・集計期間内の入庫数、出庫数、在庫数を表示します 

 入庫登録 ・・・配送組織ザへの入庫指示を行います 

 廃棄指示 ・・・配送組織ザへの廃棄指示を行います 

 ニュースマスターメンテナンス ・・・発注申請ユーザ・承認ユーザーの画面に表示されるインフォメーションを登

録します 

 管理者ユーザマスターメンテナンス ・・・管理者ユーザの登録、編集、削除をします 
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第2章 ログイン・ログアウト 

2.1. 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。 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 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。 

2.2. 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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第3章 各画面共通の操作 

3.1. 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 

3.2. 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. 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4章 ホーム画面 

ログインすると、ホーム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、ホーム画面に移動します。 

ホーム画面での主な操作は、拠点別、資材別の実績集計と在庫管理です。 
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4.1. 拠点別発注実績集計 

4.1.1 画面説明 

 

 

図：拠点別発注実績集計画面 

 

ログイン直後のホーム画面には、拠点別発注実績集計が表示されます。 

この画面では、各申請組織の発注時の料金を表示します。 

以下は集計の条件になります。 

 

集計範囲：発注を行った拠点を指定して、集計 

集計基準：発送手続きの状態を指定して、集計 

-「全社」以外の集計範囲を選択した際に、集計範囲に登録されている集計基準が自動で選択される 

集計期間：発注を行った期間を指定して、集計 

1 2 

5 3 4 

8 

6 7 9 
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番号 項目 動作 

 集計範囲 集計を行う組織を選択 

 集計範囲設定 集計範囲設定ダイアログを表示 

 集計基準:出荷ベース 出荷ベースで集計 

 集計基準:最終承認ベース 最終承認ベースで集計 

 集計基準:部署申請ベース 部署申請ベースで集計 

 集計期間:自 入力 集計期間の開始日を入力 

半角数字と半角記号のスラッシュ(/)のみ入力可能 

(YYYY/MM/DD)形式で入力 

カレンダーアイコンをクリックすると、カレンダーダイ

アログが表示 

当月の 1日がデフォルト表示 

 集計期間:至 入力 集計期間の終了日を入力 

半角数字と半角記号のスラッシュ(/)のみ入力可能 

(YYYY/MM/DD)形式で入力 

カレンダーアイコンをクリックすると、カレンダーダイ

アログが表示 

 集計 集計結果の表示 

 CSVダウンロード 集計結果のダウンロード 

 

集計結果には、下記の項目が表示されます。 

 申請組織（会社） ・・・ 発注申請したユーザが所属する組織（会社）名を表示します。 

 申請者 ・・・ 発注申請したユーザを表示します。 

 申請日 ・・・ 発注申請した日を表示します。 

 承認組織（会社） ・・・ 最終承認ユーザが所属する組織（会社）名を表示します。 

 承認日 ・・・ 最終承認ユーザが承認した日を表示します。 

 最終出荷日 ・・・ 出荷ステータスに更新された日を表示します。 

 注文 ID ・・・ 注文 IDを表示します。 

 発注名 ・・・ 発注名を表示します。 

 コスト 1 ・・・ 費用区分の負担組織 1の費用を表示します。 

 コスト 2 ・・・ 費用区分の負担組織 2の費用を表示します。 

 コスト計 ・・・ コスト 1とコスト 2の費用合計に送料を加えた金額を表示します。 

 

4.1.2 操作説明 

1.「集計基準」ラジオボタンで、集計を行う条件を選択します 

8 

6 

7 

9 

1 

2 

3 

5 

4 
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2.「集計範囲」プルダウンで、全社の発注実績を集計する場合は、「全社」を選択します。 

  特定の拠点の発注実績を集計する場合は、集計範囲設定ダイアログで設定した、集計範囲名を選択します。 

3.期間を指定しないで集計する場合は、集計期間：自と至を空欄にします。 

 期間を指定する場合は、集計期間：自と至に任意の日付を指定します。 

4.「集計」ボタンをクリックすると、上記で設定した集計条件に沿って、集計結果が表示されます。 

  



Edition PriBiz 

14 

4.1.3 集計範囲設定ダイアログ 画面説明 

 

図：集計範囲設定ダイアログ 

 

番号 項目 動作 

 集計範囲 集計範囲を選択 

 集計範囲:追加 追加ダイアログが表示 

 集計範囲:編集 編集ダイアログが表示 

 集計範囲:削除 削除ダイアログが表示 

 集計基準:出荷ベース 出荷ベースで集計 

 集計基準:最終承認ベース 最終承認ベースで集計 

 集計基準:部署申請ベース 部署申請ベースで集計 

 集計範囲の組織：追加 追加ダイアログが表示 

 集計範囲の組織：削除 削除ダイアログが表示 

 

  

1 

2 

3 

4 

8 

9 

5 

6 

7 

1 

2 3 4 

5 6 7 

8 

9 
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4.1.4 集計範囲設定ダイアログ 操作説明 

 

【新規登録】 

1.集計範囲：「追加」ボタンをクリックし、追加ダイアログを表示します。 

2.追加ダイアログにて、グループ名称を登録します。 

3.集計範囲設定ダイアログにて、集計範囲の組織：「追加」ボタンをクリックし、追加ダイアログを表示します。 

4.集計基準を選択します。 

5.追加ダイアログにて、集計を行う組織を登録します。 

 

【編集】 

1.編集を行う集計範囲をプルダウンで選択します。 

2.「編集」ボタンをクリックし、編集ダイアログを表示します。 

3.編集ダイアログで、任意のグループ名称を入力します。 

4.「更新」ボタンをクリックすると、グループ名称が編集されます。 

 

【集計範囲削除】 

1.削除を行う集計範囲をプルダウンで選択します。 

2.集計範囲：「削除」ボタンをクリックし、削除ダイアログを表示します。 

3.「OK」ボタンをクリックすると、選択した集計範囲が削除されます。 

 

【集計範囲の組織追加】 

1.組織を追加する集計範囲をプルダウンで選択します。 

2.集計範囲の組織：追加ボタンをクリックし、追加ダイアログを表示します。 

3.追加ダイアログで、組織をプルダウンで選択し、登録ボタンをクリックします。 

 

【集計範囲の組織削除】 

1.組織を削除する集計範囲をプルダウンで、選択します。 

2.集計範囲の組織：削除ボタンをクリックし、削除ダイアログを表示します。 

3.削除ダイアログで、OKボタンをクリックします。 
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4.1.5 拠点別発注実績 CSVファイル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表：拠点別発注実績集計 CSVファイル 

 

項目 出力内容 

集計基準 検索時の集計基準を出力 

集計範囲 検索時の集計範囲を出力 

集計期間 検索時の集計期間を出力 

集計期間を設定していなければ、空白 

申請組織 申請組織名を出力 

申請者 申請者名を出力 

申請日 申請日を出力 

承認組織 承認組織名を出力 

承認日 承認日を出力 

最終出荷日 最終出荷日を出力 

注文 ID 注文 IDを出力 

発注名 発注名を出力 

負担組織 1 費用区分で計算された負担組織 1の金額が出力 

負担組織 2 費用区分で計算された負担組織 2の金額が出力 

コスト計 負担組織 1と負担組織 2の合計金額に送料を加えた金

額が出力 

集計条件 

集計基準：,出荷ベース 

集計範囲：,全社 

集計期間：,自 , 至  

 

"申請組織","申請者","申請日","承認組織","承認日","最終出荷日","注文 ID","発注名","負担組織1","負担組織2","コスト

計" 

"札幌支社","村上申請","2016-06-29 16:27:25.635","株式会社レゾロジック

","2016/06/29","2016/06/29","266","No.000266-20160629162725","5,000","5,000","10,090","注文

",,"","","",, 

"札幌支社","村上申請","2016-06-29 16:27:25.635","株式会社レゾロジック

","2016/06/29","2016/06/29","266","No.000266-20160629162725","5,000","5,000","10,090","資材","本社用

名刺 123（納期指定あり）","100","100","10,000",, 

"札幌支社","村上申請","2016-06-29 16:27:25.635","株式会社レゾロジック

","2016/06/29","2016/06/29","266","No.000266-20160629162725","5,000","5,000","10,090","可変","本社用

名刺 123（納期指定あり）","100","100","10,000","村上皓弘","村上納品" 
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集計レベル 行ごとに表示している情報の種類を表示 

注文:注文内容を表示 

資材：資材情報を表示 

可変：可変データ編集による発注情報を表示 

資材名 注文した資材名を出力 

単価 注文した資材の単価を出力 

数量 発注数を出力 

コスト小計 各行ごとの計を出力 

氏名 発注時に選択した氏名を出力 

集計レベルが、「可変」の際に出力 

配送先 発注時に選択した配送先名を出力 

集計レベルが、「可変」の場合に出力 
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4.2. 資材別発注実績集計 

4.2.1 画面説明 

 

 

図：資材別発注実績集計画面 

 

[資材別発注実績集計]ボタンをクリックすると、資材別発注実績集計を表示します。 

この画面では、資材毎の発注情報を集計します。 

以下は集計の条件になります。 

 

集計基準：発送手続きの状態を指定して、集計 

集計範囲：発注された資材が登録されているカテゴリを指定して、集計 

集計期間：発注を行った期間を指定して、集計 

 

集計結果には、下記の項目が表示されます。 

 資材 ID ・・・ 資材 IDを表示します。 

 カテゴリ ・・・ 資材の登録先カテゴリを表示します。 

 資材名称 ・・・ 資材名を表示します。 

 ODP ・・・ オンデマンド資材の場合、※を表示します。 

 発注数 ・・・ 集計条件に該当する発注数を表示します。 

 本体価格 ・・・ 発注資材価格を表示します。 

1 2 3 

4 

5 6 7 8 

9 

10 
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 送料 ・・・発注送料（計算価格）を表示します。 

 合計金額 ・・・本体価格×発注数の金額を表示します。 

 

番号 項目 動作 

 集計範囲:出荷ベース 出荷ベースで集計 

 集計範囲:最終承認ベース 最終承認ベースで集計 

 集計範囲：部署申請ベース 部署申請ベースで集計 

 集計範囲 集計を行うトップカテゴリを選択 

 集計期間:自 入力 集計期間の開始日を入力 

半角数字と半角記号のスラッシュ(/)のみ入力可能 

(YYYY/MM/DD)形式で入力 

 集計期間:自 カレンダー カレンダーダイアログが表示 

 集計期間:至 入力 集計期間の終了日を入力 

半角数字と半角記号のスラッシュ(/)のみ入力可能 

(YYYY/MM/DD)形式で入力 

 集計期間:至 カレンダー カレンダーダイアログが表示 

 集計 集計結果の表示 

 CSVダウンロード 集計結果のダウンロード 
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4.2.2 操作説明 

1.「集計基準」ラジオボタンで、集計を行う条件を選択します 

2.「集計範囲」プルダウンで、全てのカテゴリの資材を集計する場合は、「全て」を選択します。 

特定の資材の発注実績を集計する場合は、資材が登録されているカテゴリを選択します。 

3.期間を指定しないで集計する場合は、集計期間：自と至を空欄にします。 

 期間を指定する場合は、集計期間：自と至に任意の日付を指定します。 

4.「集計」ボタンをクリックすると、上記で設定した集計条件に沿って、集計結果が表示されます。 

 

4.2.3 資材別発注実績 CSVファイル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表：資材別発注実績集計 CSVファイル 

 

項目 出力内容 

集計基準 検索時の集計基準を出力 

集計範囲 検索時の集計範囲を出力 

集計期間 検索時の集計期間を出力 

集計期間を設定していなければ、空白 

資材 ID 資材 IDを出力 

カテゴリ カテゴリ名を出力 

資材名称 資材名を出力 

ODP オンデマンド資材であれば、※を出力 

オンデマンド資材でなければ空白 

発注数 発注数を出力 

本体価格 登録されている価格を出力 

送料 登録されている送料を出力 

合計金額 本体価格×発注数の金額を出力 

集計条件 

集計基準：,出荷ベース 

集計範囲：, 

集計期間：,自 , 至  

 

"資材 ID","カテゴリ","資材名称","ODP","発注数","本体価格","送料","合計金額" 

"0049-EDTN-M0101","タグテスト","Edition素材作成手順 Ver.2","","20","1,000","0","20,000" 

"0049-FLEX-P0101","カタログ","EditionFlexパンフレット","※","1","350","0","350" 

"0049-FLEX-P0101","カタログ","EditionFlexパンフレット","※","10","400","0","4,000" 
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4.3. 在庫管理 

4.3.1 画面説明 

 

図：在庫管理画面 

 

[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。 

また、在庫調整指示書の作成・出力を行えます。 

在庫数が標準在庫数を下回っている場合は在庫数を赤色で表示します。 

サムネイル表示チェックボックスを On にすると、カテゴリ列の左に資材のサムネイルを表示します。 

 

在庫一覧には下記の項目が表示されます。 

 型番 ・・・型番 を表示します。 

 資材名 ・・・ 資材名を表示します。 

 カテゴリ ・・・ 資材が登録されているカテゴリを表示します。 

 停止 ・・・ 利用停止中の資材は、この列に※が表示されます。 

 ODP ・・・ オンデマンドの資材は、この列に※が表示されます。 

 ロケーション ・・・資材のロケーションをリンク表示します。 

  クリックすると、ロケーションの更新ダイアログを表示します。 

 標準在庫数 ・・・ マスターデータで設定されている標準在庫数を表示します。 

1 

2 

8 4 5 

6 7 

9 

10 

11 12 13 
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 在庫数 ・・・ 現在の在庫数を表示します。 

 在庫金額 ・・・ 在庫金額を表示します。 

 更新日 ・・・ 在庫数が更新された日付を表示します。 

 操作 ・・・ 入出庫操作を行うボタンを表示します。 

 

番号 項目 動作 

 配送拠点 集計を行う配送拠点を選択 

 基準在庫数以下を抽出 在庫数が基準在庫数以下の資材のみを表示 

 型番/資材名 型番か資材名を部分一致検索 

 停止資材 停止資材の表示・非表示 

 オンデマンド オンデマンド資材の表示・非表示 

 ツリーを用いる カテゴリツリーの表示・非表示 

 サムネイル表示 サムネイル画像の表示・非表示 

 CSVダウンロード 集計期間の開始日を入力 

半角数字と半角記号のスラッシュ(/)のみ入力可能 

(YYYY/MM/DD)形式で入力 

 カテゴリ名 トップカテゴリ名を部分一致検索 

 カテゴリツリー 表示する資材が登録されているカテゴリを選択 

 操作 入庫 入庫予定登録ダイアログを表示 

 操作 廃棄 廃棄予定登録ダイアログを表示 

 操作 履歴 入出庫履歴ダイアログを表示 
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4.3.2 操作説明 

 

【資材情報表示】 

1.在庫管理を行う資材が登録されている配送拠点を選択します。 

2.ツリーを用いるチェックボックスにチェックが入っている場合、在庫管理を行う資材が登録されているカテゴリを選択

します。 

 ツリーを用いるチェックボックスにチェックが入っていない場合、全てのカテゴリの資材が表示されます。 

3.停止資材チェックボックスにチェックを付けると、利用停止中のオンデマンド以外の資材が表示されます。 

オンデマンドチェックボックスにチェックを付けると、利用有効なオンデマンド資材が表示されます。 

停止資材チェックボックスとオンデマンドチェックボックスの両方にチェックを付けると、利用停止中のオンデマンド

資材が表示されます。 

 

【基準在庫数以下を抽出】 

1.配送拠点を選択します。 

2.「基準在庫数以下を抽出」ボタンをクリックすると、在庫数が基準在庫数以下の資材が表示されます。 

 

【CSVファイルダウンロード】 

1.CSVファイルに出力したい、資材を表示します。 

2.「CSVダウンロード」リンクをクリックすると、画面上の資材が出力されます。 

 

【入庫予定登録】 

1.入庫予定登録を行う資材の行の「入庫」ボタンをクリックします。 

2.入庫予定登録ダイアログに情報を入力します。 

3.入庫予定登録ダイアログで保存します。 

※入庫予定登録ダイアログについては「4.8.入庫予定登録ダイアログ」をご参照ください 

 

【廃棄指示登録】 

1.廃棄指示登録を行う資材の行の「廃棄」ボタンをクリックします。 

2.廃棄指示登録ダイアログに情報を入力します。 

3.廃棄指示登録ダイアログで保存します。 

※廃棄指示登録ダイアログについては「4.9.廃棄指示登録ダイアログ」をご参照ください 
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4.3.3 入出庫履歴ダイアログ 画面説明 

 

図：入出庫履歴ダイアログ 

 

このダイアログでは、資材に行われた入出庫の履歴を確認できます。 

また、入出庫を取り消すこともできます。 

 

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。 

 入庫予定:数量・・・登録した入庫予定数が表示されます。 

※入庫が行われると、非表示になります。 

 廃棄予定：予定日・・・登録した廃棄予定日が表示されます。 

 廃棄予定：数量・・・登録した廃棄予定数が表示されます。 

-「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。 

-「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

1 
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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 

 取消リンク 確認ダイアログが表示される 

 

4.3.4 入出庫履歴ダイアログ 操作説明 

【取消】 

1.「取消」リンクをクリックします。 

2.確認ダイアログで「はい」ボタンをクリックすると、入出庫が取り消されます。 

-入庫を取り消すと、現在庫数から入庫数分減算されます。 

-出庫を取り消すと、現在庫数に出庫数分加算されます。 

4.3.5 在庫管理 CSVファイル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表：在庫管理 CSVファイル 

 

項目 出力内容 

配送拠点 検索時に選択した配送拠点名を出力 

検索キーワード 検索時の検索キーワードを出力 

未入力であれば、空白 

停止資材 検索時の停止資材チェックボックスの状態を出力 

オンデマンド 検索時のオンデマンドチェックボックスの状態を出力 

集計条件 

配送拠点：,全て 

検索キーワード：, 

停止資材：,チェック オン 

オンデマンド：,チェック オフ 

"資材 ID","カテゴリ","資材名","停止","オンデマンド","基準在庫数","在庫数","在庫金額","更新日","有効期間(開始)","有効期間(終了)" 

"0049-EDTN-M0101","タグテスト","Edition素材作成手順 Ver.2","","","500","407","203,500","2016/04/26","","" 

"invalidMaterial","タグテスト","無効資材","※","","100","200","18,000","2016/04/26","2016/04/30","" 

1 
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型番 型番を出力 

カテゴリ カテゴリ名を出力 

資材名 資材名を出力 

停止 停止資材であれば※を出力 

停止資材でなければ空白 

オンデマンド オンデマンド資材であれば※を出力 

オンデマンド資材でなければ空白 

基準在庫数 登録されている基準在庫数を出力 

在庫数 検索時の在庫数を出力 

在庫金額 検索時の在庫金額を出力 

更新日 更新日を出力 

有効期間(開始) 登録されている有効期間(開始)日を出力 

登録されていなければ空白 

有効期間(終了) 登録されている有効期間(終了)日を出力 

登録されていなければ空白 

 

  



Edition PriBiz 

27 

4.4. 在庫グラフ管理 

4.4.1 画面説明 

 

図：在庫グラフ一覧 

 

 [在庫グラフ]ボタンをクリックすると、在庫グラフ一覧画面が表示されます。 

指定した集計期間内の資材毎の入庫数、出庫数、在庫数を確認します。 

 

下記の項目が表示されます。 

 日付・・・入出庫が行われた日付を表示します。 

 カテゴリ名・・・入出庫が行われた資材が登録されているカテゴリを表示します。 

 入庫数・・・入庫数の合計を表示します。 

 出庫数・・・出庫数の合計を表示します。 

 在庫数・・・入出庫後の在庫数を表示します。 
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番号 項目 動作 

 集計期間：自 入力 集計期間の開始日を入力 

半角数字と半角記号のスラッシュ(/)のみ入力可 

入力必須 

(YYYY/MM/DD)形式で入力 

 集計期間：自 カレンダー カレンダーダイアログが表示され、集計期間の開始日を選択 

入力必須 

 集計期間：至 入力 集計期間の終了日を入力 

半角数字と半角記号のスラッシュ(/)のみ入力可 

入力必須 

(YYYY/MM/DD)形式で入力 

 集計期間：至 カレンダー カレンダーダイアログが表示され、集計期間の終了日を選択 

入力必須 

 グラフ表示 表示されている資材の入出庫遷移をグラフ表示 

 CSVダウンロード 「在庫グラフ」CSVファイルをダウンロード 

 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 

 全て表示 集計期間内の全カテゴリの情報を表示 

集計期間を設定していない場合、エラー 

 カテゴリツリー 集計期間内の選択したカテゴリの情報を表示 

集計期間を設定していない場合、エラー 
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4.4.2 操作説明 

 

【全カテゴリ表示】 

1.集計期間：自、至を設定します。 

2.「全て表示」ボタンをクリックします。 

3.全カテゴリに登録されている集計期間内の入出庫情報が表示されます。 

 

【カテゴリ表示】 

1.集計期間：自、至を設定します。 

2.表示するカテゴリをカテゴリツリーにてクリックします。 

3.選択したカテゴリ内の集計期間内の入出庫情報が表示されます。 

 

【グラフ表示】 

1.グラフ表示したい情報を表示します。 

2.「グラフ表示」リンクをクリックすると、画面上の情報を別ウィンドウでグラフ表示します。 

 

【CSVファイル出力】 

1.CSVファイルに出力する情報を表示します。 

2.「CSVダウンロード」リンクをクリックすると、表示されている情報を CSVファイルに出力します。 
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4.4.3 在庫グラフ CSVファイル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表：在庫グラフ CSVファイル 

 

項目 出力内容 

集計期間 検索時の集計期間を出力 

日付 日付を出力 

カテゴリ(カテゴリ別出力) 最下層までのカテゴリを出力 

「全カテゴリを表示」ボタンをクリックしている場合、

全カテゴリの情報を出力 

カテゴリを選択している場合、選択したカテゴリの情報

を出力 

入庫数 集計期間内の入庫数を出力 

出庫数 集計期間内の出庫数を出力 

在庫数 集計期間内の在庫数を出力 

 

  

集計条件 

集計期間：,自 2016/05/01, 至 2016/06/01 

 

"日付","カテゴリ（カテゴリ別出力）","入庫数","出庫数","在庫数" 

"2016/05/09","その他/事務用品/ファニュチャー","1,200","0","1,200" 

"2016/05/11","POD対応/名刺/編集社","0","1,000","-1,000" 

"2016/05/11","POD対応/名刺/本社","0","800","-800" 
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4.5. 期間在庫集計 

4.5.1 画面説明 

 

図：期間在庫集計画面 

 

[期間在庫集計]ボタンをクリックすると、期間在庫集計一覧画面が表示されます。 

指定した期間内の各資材の期初在庫数、期末在庫数、入出庫数を表示します。 

 

期間在庫集計一覧には下記の項目が表示されます。 

型番・・・型番を表示します。 

期初在庫・・・指定した集計期間:自以降の期間の在庫数を表示します。 

出荷数・・・指定した集計期間内の出荷数を表示します。 

出荷仕掛数・・・指定した集計期間内の注文済み出荷前の数量を表示します。 

入荷数・・・指定した集計期間内の入荷数を表示します。 

廃棄数・・・指定した集計期間内の廃棄数を表示します。 

基準在庫数・・・資材マスターに登録されている基準在庫数を表示します。 

期末在庫・・・指定した集計期間:至までの在庫数を表示します。 

 

番号 項目 動作 

 型番テキストボックス 型番で部分一致検索 

 集計期間：自 入力 集計期間の開始日を入力 

1 

2 

1 

2 4 

6 

7 
3 5 
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半角数字と半角記号のスラッシュ(/)のみ入力可 

(YYYY/MM/DD)形式で入力 

 集計期間：自 カレンダー カレンダーダイアログが表示され、集計期間の開始日を選択 

4 集計期間：至 入力 集計期間の終了日を入力 

半角数字と半角記号のスラッシュ(/)のみ入力可 

(YYYY/MM/DD)形式で入力 

 集計期間：至 カレンダー カレンダーダイアログが表示され、集計期間の終了日を選択 

 集計 集計結果の表示 

 CSVダウンロード 集計内容を CSV出力 

 

  

4.5.2 操作説明 

1.型番で集計資材を絞り込みたい場合は、検索テキストボックスに型番の一部もしくは全部を入力します。 

2.期間を指定しないで集計する場合は、集計期間：自と至を空欄にします。 

 期間を指定する場合は、集計期間：自と至に任意の日付を指定します。 

3.「集計」ボタンをクリックすると、上記で設定した集計条件に沿って、集計結果が表示されます。 

  

3 

6 

4 

5 
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4.6. 入庫登録 

4.6.1 画面説明 

 

図：入庫登録画面 

 

「入庫登録」ボタンをクリックすると、入庫登録画面に遷移します。 

入庫登録画面では、資材が登録されている配送拠点へ、資材の入庫数を指示できます。 

入庫予定一覧には、入庫予定登録済で、入庫前の資材が一覧表示されます。 

新規入庫予定登録は在庫管理画面でも登録可能です。 

この画面では入庫数は反映されず、在庫数は増加しません。 

 

入庫登録一覧には下記の項目が表示されます。 

 入庫指示日・・・入庫予定を登録した日付を表示します。 

 型番・・・資材の型番を表示します。 

 資材名・・・資材名を表示します。 

 担当者・・・入庫予定登録者名を表示します。 

 入庫予定数・・・登録した入庫予定数を表示します。 

1 

2 
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4 
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 入庫予定日・・・登録した入庫予定日を表示します。 

 

番号 項目 動作 

 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 

 担当者 入庫予定登録担当者を指定 

 制作会社 資材の制作会社を指定 

 入庫予定日 検索する入庫予定日を入力 

半角数字と半角記号のスラッシュ(/)のみ入力可 

(YYYY/MM/DD)形式で入力 

クリックでカレンダーダイアログが表示される 

 入庫指示日 検索する入庫指示日を入力 

半角数字と半角記号のスラッシュ(/)のみ入力可 

(YYYY/MM/DD)形式で入力 

クリックでカレンダーダイアログが表示される 

 検索ボタン 指定した条件で入庫予定を検索 

 型番 新規入庫予定登録する資材の型番を入力する 

（完全一致） 

 新規入庫予定登録ボタン 型番で指定した資材の新規入庫予定登録ダイアログを表

示する 

型番を入力していなければ、エラーが発生する 

貸出品の型番を入力していると、エラーが発生する 

 CSVダウンロード 検索した入庫予定一覧をダウンロード 

 型番リンク 当該資材の入庫予定編集ダイアログを表示する 

 

 

4.6.2 操作説明 

[新規登録] 

1.新規入庫予定登録をする資材の型番を入力します。 

2. 新規入庫予定登録ボタンをクリックします。 

3.入庫予定登録ダイアログで、入庫予定数を登録します。 

 

[編集] 

1.入庫予定編集をする資材の型番をクリックします。 

2.入庫予定登録ダイアログで、入庫予定数を登録します。 
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4.6.3 入庫登録 CAVファイル 

 

 

 

 

 

表：入庫登録 CSVファイル 

 

項目 出力内容 

入庫指示日 入庫指示日を出力 

型番 型番を出力 

資材名 資材名を出力 

担当者 入庫担当者を出力 

入庫指示数 登録した入庫指示数を出力 

入庫予定日 入庫予定日を出力 

 

  

"入庫指示日","型番","資材名","担当者","入庫指示数","入庫予定日" 

"2016/08/30","0049-EDYN-M013","Edition作成手順書 Ver.3","村上運用","100","2016/08/30" 

"2016/08/30","0049-EDYN-M013","Edition作成手順書 Ver.3","村上運用","100","2016/08/30" 

"2016/08/30","0049-EDYN-M013","Edition作成手順書 Ver.3","村上運用","100","2016/08/30" 
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4.7. 廃棄指示 

4.7.1 画面説明 

 

図：廃棄指示画面 

 

「廃棄指示」ボタンをクリックすると、廃棄指示画面に遷移します。 

廃棄指示画面では、資材が登録されている配送拠点へ、資材の廃棄数を指示できます。 

この画面では廃棄数は反映されず、在庫数は減少しません。 
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廃棄指示一覧には下記の項目が表示されます。 

 型番・・・資材の型番を表示します。 

 資材名・・・資材毎の資材名を表示します。 

 廃棄予定日・・・登録した廃棄予定日を表示します。 

➢ 登録されていなければ、空欄になります。 

 廃棄区分・・・登録した廃棄区分を表示します。 

➢ 登録されていなければ、空欄になります。 

 在庫数・・・現在の在庫数を表示します。 

 廃棄予定数・・・登録された廃棄予定数を表示します。 

➢ 登録されていなければ、空欄になります。 

※在庫数が 0あるいは、無効設定になっている資材は表示されません。 

 

番号 項目 動作 

 型番/資材名 型番か資材名を部分一致検索 

 受注状況 X日間受注のない資材を検索 

 有効期限  資材の有効期限が指定日までの資材を検索 

半角数字と半角記号のスラッシュ(/)のみ入力可 

(YYYY/MM/DD)形式で入力 

クリックでカレンダーダイアログが表示される 

 検索 指定した条件で、資材を検索 

 CSVダウンロード 検索した資材を CSVファイルに出力 

 型番 廃棄予定日と廃棄区分、廃棄予定数が表示されている場

合は、廃棄指示の編集ダイアログを表示し、空欄の場合

は廃棄指示の新規登録ダイアログを表示 

4.7.2 操作説明 

[新規登録] 

1.項目の廃棄予定日・廃棄区分・在庫数・廃棄予定異数が空欄の型番をクリックして、廃棄指示登録ダイアログを表示し

ます。 

[更新] 

1.項目の廃棄予定日・廃棄区分・在庫数・廃棄予定異数が登録されている型番をクリックして、廃棄指示登録ダイアログ

を表示します。 
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4.7.3 廃棄指示 ＣＳＶファイル 

 

 

 

 

 

 

表：廃棄指示 CSVファイル 

 

項目 出力内容 

型番 型番を出力 

資材名 資材名を出力 

廃棄予定日 登録した廃棄予定日を出力 

新規登録用のデータでは空欄 

廃棄区分 登録した廃棄区分を出力 

新規登録用のデータでは空欄 

在庫数 在庫数を出力 

廃棄予定数 登録した廃棄予定数を出力 

新規登録用のデータでは空欄 

 

  

"型番","資材名","廃棄予定日","廃棄区分","在庫数","廃棄予定数" 

"0049-EDYN-M013","Edition作成手順書 Ver.3","2016/08/29","全数","110","110" 

"0049-EDYN-M013","Edition作成手順書 Ver.3","2016/08/30","一部","110","10" 

"0049-EDYN-M013","Edition作成手順書 Ver.3","2016/08/30","残数","110","100" 

"0049-EDYN-M013","Edition作成手順書 Ver.3","",,"110", 
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4.8. 予約一覧 

 予約発注が行われた際に、発注情報が表示されます。この画面からも入庫予定登録を行えます。 

4.8.1 画面説明 

 

図：予約一覧画面 

 

予約一覧には下記の項目が表示されます。 

 発注 ID・・・発注 IDを表示します。 

 発注詳細 ID・・・発注詳細 IDを表示します。 

 配送先・・・配送先名を表示します。 

 資材コード・・・発注した資材の型番を表示します。 

 資材名・・・発注した資材名を表示します。 

 予約数量・・・発注時に指定した予約数量を表示します。 

 出荷予定日・・・出荷予定日を表示します。 

 申請日・・・申請日を表示します。 

 ステータス・・・予約発注のステータスを表示します。 

予約一覧画面の操作日が出荷予定日以降の場合、上記のように赤字で表示されます。 

操作日が出荷予定日より前の場合、黒字で表示されます。 

 

ステータス内容は以下になります 

ステータス 内容 動作 

予約 入庫指示が行われていない状態 入庫予定登録ダイアログが表示される 

入庫待ち 入庫指示が行われ、入庫が行われてい クリック不可 

1 
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ない状態 

 

 

番号 項目 動作 

 予約 入庫予定登録ダイアログを表示 

 

  

1 
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4.8.2 操作説明 

「予約」リンクをクリックすると、入庫予定ダイアログが表示されます。 

入庫予定ダイアログで入庫予定登録を行うと、「予約」リンクが入庫待ちになります。 
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4.9. 入庫予定登録ダイアログ・廃棄指示登録ダイアログ 

入庫予定登録ダイアログは、「4.3.在庫管理」と「4.6.入庫登録」で使用するダイアログになります。 

両画面での操作は共通なので、この項目でまとめて記載します。 

4.9.1 入庫予定ダイアログ新規登録時 画面説明 

 

図：入庫予定登録ダイアログ 新規登録時 

 

番号 項目 動作 

 型番 選択した資材の型番を表示 

 バージョン 選択した資材のバージョン数を表示 

 資材名 選択した資材の資材名を表示 

 制作会社 登録した製作会社名を表示 

登録されていなければ、空欄 

 入庫予定日 廃棄予定を入力 

半角数字と半角記号のスラッシュ(/)のみ入力可 

(YYYY/MM/DD)形式で入力 

クリックでカレンダーダイアログが表示される 

操作日より過去の日付は指定不可 

入力必須 

 入庫予定数テキストボックス 入庫予定異数を入力する 

半角数字のみ 
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 現在庫数 現在の在庫数を表示 

 入庫区分ラジオボタン 入庫区分を選択する 

 調達担当者 登録した調達担当者名が表示される 

登録してなければ、空欄 

 キャンセルボタン 登録をキャンセルする 

 保存ボタン 入力したデータを保存する 

 

4.9.2 入庫予定ダイアログ新規登録時 操作説明 

1. 入庫予定日を入力します。 

2. 入庫予定数を入力します。 

3. 入庫区分を選択します。 

4.「保存」ボタンをクリックすると、入庫予定登録が行われます。 

 

4.9.3 入庫予定ダイアログ編集時 画面説明 

 

図：入庫予定登録ダイアログ 編集時 

番号 項目 動作 

 型番 選択した資材の型番を表示 

 バージョン 選択した資材のバージョン数を表示 

 資材名  選択した資材の資材名を表示 

 制作会社 登録した製作会社名を表示 
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登録されていなければ、空欄 

 入庫予定日 廃棄予定を入力 

半角数字と半角記号のスラッシュ(/)のみ入力可 

(YYYY/MM/DD)形式で入力 

クリックでカレンダーダイアログが表示される 

操作日より過去の日付は指定不可 

入力必須 

 入庫予定数テキストボックス 入庫予定異数を入力する 

半角数字のみ 

 現在庫数 現在の在庫数を表示 

 入庫区分ラジオボタン 入庫区分を選択する 

 調達担当者 登録した調達担当者名が表示される 

登録してなければ、空欄 

 キャンセルボタン 登録をキャンセルする 

 保存ボタン 入力したデータを保存する 
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4.9.4 入庫予定ダイアログ編集時 操作説明 

1. 入庫予定日を入力します。 

2. 入庫予定数を入力します。 

3. 入庫区分を選択します。 

4.「保存」ボタンをクリックすると、入庫予定登録情報が編集されます。 

 

4.10. 廃棄指示登録ダイアログ 

廃棄指示登録ダイアログは、「4.3.在庫管理」と「4.6.入庫登録」で使用するダイアログになります。 

両画面での操作は共通なので、この項目でまとめて記載します。 

4.10.1 廃棄指示登録ダイアログ新規登録時 画面説明 

 

図：廃棄指示登録ダイアログ 新規登録時 

 

項目の廃棄予定日・廃棄区分・在庫数・廃棄予定数が空欄の型番をクリックしたときに表示されます。 

 

番号 項目 動作 

 型番 選択した資材の型番を表示 

 バージョン 選択した資材のバージョン数を表示 

 資材名  選択した資材の資材名を表示 

 廃棄予定日 廃棄予定日を入力 

半角数字と半角記号のスラッシュ(/)のみ入力可 

(YYYY/MM/DD)形式で入力 

クリックでカレンダーダイアログが表示される 
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操作日より過去の日付は指定不可 

入力必須 

 全数 全数廃棄 

 現在庫数 現在の在庫数を表示 

 一部 ラジオボタン 一部廃棄 

 一部 テキストボックス 一部 ラジオボタンを選択時に入力可能 

整数のみ 

半角数字 9桁まで 

 残数 ラジオボタン 残数以外廃棄 

 残数 テキストボックス 残数 ラジオボタンを選択時に入力可能 

整数のみ 

半角数字 9桁まで 

 調達担当者 登録されている調達担当者名を表示 

登録されていなければ、空欄 

 保存 入力した情報を保存し、廃棄指示登録ダイアログを閉じ

る 

 

4.10.2 廃棄指示登録ダイアログ新規登録時 操作説明 

[全数廃棄] 

1.廃棄予定日を入力します。 

2.「全数」ラジオボタンを選択します。 

3.「保存」ボタンをクリックします。 

4.廃棄指示登録ダイアログが閉じ、廃棄指示画面が表示されます。 

5.項目の廃棄予定日・廃棄区分・在庫数・廃棄予定数に情報が表示されます。 

-項目:廃棄予定数には廃棄指示登録ダイアログの現在庫数と同じ値が表示されます。 

 

[一部廃棄] 

1.廃棄予定日を入力します。 

2.「一部」ラジオボタンを選択します。 

3.「一部」テキストボックスに廃棄する値を入力します。 

4.「保存」ボタンをクリックします。 

5.廃棄指示登録ダイアログが閉じ、廃棄指示画面が表示されます。 

6.項目の廃棄予定日・廃棄区分・在庫数・廃棄予定数に情報が表示されます。 

-項目：廃棄予定数には「一部」テキストボックスに入力した廃棄数が表示されます。 

 

[残数廃棄] 
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1.廃棄予定日を入力します。 

2.「残数」ラジオボタンを選択します。 

3.「残数」テキストボックスに残す値を入力します。 

4.「保存」ボタンをクリックします。 

5.廃棄指示登録ダイアログが閉じ、廃棄指示画面が表示されます。 

6.項目の廃棄予定日・廃棄区分・在庫数・廃棄予定数に情報が表示されます。 

-項目：廃棄予定数には現在庫数から、「残数」テキストボックスに入力した残数を引いた値が表示されます。 

例：現在庫数 100の資材を選択して、「残数」テキストボックスに 40と入力している場合、 

100-40=60となり、廃棄予定数には、60と表示されます。 

 

 

4.10.3 廃棄指示登録ダイアログ編集時 画面説明 

 

図：廃棄指示登録ダイアログ 

 

項目の廃棄予定日・廃棄区分・在庫数・廃棄予定数に情報が表示されている型番をクリックしたときに表示されます。 

 

番号 項目 動作 

 型番 選択した資材の型番を表示 

 バージョン 選択した資材のバージョン数を表示 

 資材名  選択した資材の資材名を表示 

 廃棄予定日 廃棄予定を入力 

半角数字と半角記号のスラッシュ(/)のみ入力可 

(YYYY/MM/DD)形式で入力 
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クリックでカレンダーダイアログが表示される 

操作日より過去の日付は指定不可 

入力必須 

 全数ラジオボタン 全数廃棄指示予定の場合に選択 

 現在庫数 現在の在庫数を表示 

 一部ラジオボタン 一部廃棄指示予定の場合に選択 

 一部 テキストボックス 一部 ラジオボタンを選択時に入力可能 

整数のみ 

半角数字 9桁まで 

 残数ラジオボタン 残数以外廃棄指示予定の場合に選択 

 残数テキストボックス 残数 ラジオボタンを選択時に入力可能 

整数のみ 

半角数字 9桁まで 

 調達担当者 登録されている調達担当者名を表示 

登録されていなければ、空欄 

 保存 入力した情報を保存し、廃棄指示登録ダイアログを閉じ

る 
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4.10.4 廃棄指示登録ダイアログ編集時 操作説明 

[全数廃棄] 

1.廃棄予定日を入力します。 

2.「全数」ラジオボタンを選択します。 

3.「保存」ボタンをクリックします。 

4.廃棄指示登録ダイアログが閉じ、廃棄指示画面が表示されます。 

5.項目の廃棄予定日・廃棄区分・在庫数・廃棄予定数の情報が編集されます。 

-項目:廃棄予定数には廃棄指示登録ダイアログの現在庫数と同じ値が表示されます。 

 

[一部廃棄] 

1.廃棄予定日を入力します。 

2.「一部」ラジオボタンを選択します。 

3.「一部」テキストボックスに廃棄する値を入力します。 

4.「保存」ボタンをクリックします。 

5.廃棄指示登録ダイアログが閉じ、廃棄指示画面が表示されます。 

6.項目の廃棄予定日・廃棄区分・在庫数・廃棄予定数の情報が編集されます。 

-項目：廃棄予定数には「一部」テキストボックスに入力した廃棄数が表示されます。 

 

[残数廃棄] 

1.廃棄予定日を入力します。 

2.「残数」ラジオボタンを選択します。 

3.「残数」テキストボックスに残す値を入力します。 

4.「保存」ボタンをクリックします。 

5.廃棄指示登録ダイアログが閉じ、廃棄指示画面が表示されます。 

6.項目の廃棄予定日・廃棄区分・在庫数・廃棄予定数の情報が編集されます。 

-項目：廃棄予定数には現在庫数から、「残数」テキストボックスに入力した残数を引いた値が表示されます。 

例：現在庫数 100の資材を選択して、「残数」テキストボックスに 40と入力している場合、 

100-40=60となり、廃棄予定数には、60と表示されます。 
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第5章 メンテナンス画面 

ヘッダーメニューの Settings アイコンをクリックすると、メンテナンス TOP画面に移動します。 

メンテナンス TOP画面からは、4種類のメンテナンス画面と代理操作画面、電子カタログアクセス集計を利用できます。 
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5.1. ニュースマスターメンテナンス 

5.1.1 画面説明 

 

図：ニュースマスターメンテナンス 

 

申請・承認ユーザの Home画面上部、information欄に表示するニュースを登録・編集します。 

掲載日・公開設定・所有トップ組織を設定することにより、公開期間や公開相手を指定できます。 

連絡事項欄には簡単な htmlタグ形式を利用し、リンクの設定やフォントを設定することができます。 

 

表示される項目は下記になります。 

 掲載日・・・登録した掲載日が表示されます。 

 連絡事項・・・登録した連絡事項が表示されます。 

 公開・・・公開ラジオボタンを選択して登録していると、「公開」と表示されます。 

 非公開ラジオボタンを選択して登録していると、「非公開」と表示されます。 

 所有トップ組織・・・なしを選択していると、「なし」と表示されます。 

➢ 所有トップ組織を選択していると、選択した所有トップ組織名が表示されます。 

 

番号 項目 動作 

 連絡事項 

テキストボックス 

連絡事項での部分一致検索 

 新規登録ボタン 連絡事項の新規登録編集ダイアログを表示 

 連絡事項ボタン 連絡事項の編集ダイアログを表示 

 削除ボタン 連絡事項の削除ダイアログを表示 

連絡事項の削除 orキャンセルの決定 

 

  

2 

3 

1 

4 

1 

2 

3 4 
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5.1.2 操作説明 

【新規登録】 

1.「新規登録」ボタンをクリックし、連絡事項の新規登録編集ダイアログを表示します。 

2.連絡事項の新規登録編集ダイアログで情報を入力すると、登録できます。 

 連絡事項の新規登録編集ダイアログの操作方法は「5.1.4 連絡事項の新規登録編集 操作説明」を参照ください 

 

【編集】 

1.情報を編集するニュースの行の「編集」アイコンをクリックし、連絡事項の編集ダイアログを表示します。 

2.連絡事項の編集ダイアログで、情報を入力すると編集できます。 

 連絡事項の編集ダイアログの操作方法は「5.1.6 連絡事項の編集 操作説明」を参照ください。 

 

【削除】 

1.削除するニュースの行の「削除」削除をクリックし、連絡事項の削除ダイアログを表示します。 

2.連絡事項の削除ダイアログで、削除を行うと選択したニュースが削除されます。 

 連絡事項の削除ダイアログの操作方法は「5.1.7 連絡事項の削除 操作説明」を参照ください。 
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5.1.3 新規登録ダイアログ 画面説明 

 

 

番号 項目 動作 

 掲載日テキストボックス 掲載日を入力 

半角数字と半角記号のスラッシュ(/)のみ入力可 

(YYYY/MM/DD)形式で入力 

クリックでカレンダーダイアログが表示される 

操作日より過去の日付は指定不可 

入力必須 

 連絡事項テキストボックス 連絡事項を登録 

入力必須 

 画像 アップロードボタン 画像ファイルをアップロード 

JPG,PIN,GIF 

1 

2 

3 

5 6 

7 

1 

2 

3 

4 

8 

9 10 
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 画像クリアボタン アップロードした画像ファイルを取り消す 

 添付資料アップロードボタン 添付資料をアップロード 

 添付資料クリアボタン アップロードした添付資料ファイルを取り消す 

 公開ラジオボタン 公開・非公開の選択 

 所有トップ組織 ニュースを公開する組織の選択 

 キャンセルボタン 登録をキャンセルする 

 保存ボタン 入力した情報を保存する 

 

5.1.4 規登録ダイアログ 操作説明 

1.掲載日テキストボックスをクリックし、カレンダーダイアログで掲載日を指定します。 

2.連絡事項を入力します。 

3.画像を表示する場合は、画像アップロードボタンより画像ファイルをアップロードします。 

4.資料を添付する場合は、添付資料アップロードボタンより添付資料ファイルをアップロードします。 

5.公開ラジオボタンで公開・非公開を選択します。 

6.全ての組織に公開する場合は所有トップ組織で、「なし」を選択します。 

 特定の組織に公開する場合は、所有トップ組織で公開する組織を選択します。 

7.登録ボタンをクリックし、情報を登録します。 

 

5 

7 

8 

10 

6 

4 

9 
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5.1.5 編集ダイアログ 画面説明 

 

図：編集ダイアログ 

番号 項目 動作 

 掲載日テキストボックス 掲載日を入力 

半角数字と半角記号のスラッシュ(/)のみ入力可 

(YYYY/MM/DD)形式で入力 

クリックでカレンダーダイアログが表示される 

操作日より過去の日付は指定不可 

入力必須 

 連絡事項テキストボックス 連絡事項を登録 

入力必須 

 画像アップロードボタン 画像ファイルをアップロード 

JPG,PIN,GIF 

1 

2 

3 

5 6 

7 

4 

8 

9 10 

1 

2 

3 
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 画像クリアボタン アップロードした画像ファイルを取り消す 

 添付資料アップロードボタン 添付資料をアップロード 

 添付資料 クリアボタン アップロードした添付資料ファイルを取り消す 

 公開ラジオボタン 公開・非公開の選択 

 所有トップ組織 ニュースを公開する組織の選択 

 キャンセルボタン 登録をキャンセルする 

 保存ボタン 入力した情報を保存する 

 

 

5.1.6 編集ダイアログ操作説明 

1.掲載日テキストボックスをクリックし、カレンダーダイアログで掲載日を指定します。 

2.連絡事項を入力します。 

3.画像を表示する場合は、画像アップロードボタンより画像ファイルをアップロードします。 

4.資料を添付する場合は、添付資料アップロードボタンより添付資料ファイルをアップロードします。 

5.公開ラジオボタンで公開・非公開を選択します。 

6.全ての組織に公開する場合は所有トップ組織で、「なし」を選択します。 

 特定の組織に公開する場合は、所有トップ組織で公開する組織を選択します。 

7.登録ボタンをクリックすると、情報が編集されます。 

 

5.1.7 連絡事項の削除 操作説明 

削除ボタンをクリックすると、選択した連絡事項を削除します。 

  

5 

7 
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5.2. 管理者ユーザマスターメンテナンス 

管理者ユーザマスターメンテナンスはシステム管理ユーザの管理者ユーザマスターメンテナンスと同じ、画面・操作のた

め割愛させていただきます。 

システム管理ユーザーマニュアルの管理者ユーザマスターメンテナンスの項目をご参照ください。 
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5.3. メールマスターメンテナンス 

5.3.1 画面説明 

 

 

図：メールマスターメンテナンス 

 

番号 項目 動作 

 Thanksメール Thanksメール編集ダイアログの表示 

 承認者への注文申請(承認依頼)メ

ール 

承認者への注文申請(承認依頼)メール編集ダイアログの表示 

 運用管理者への注文申請(承認依

頼)メール 

運用管理者への注文申請(承認依頼)メール編集ダイアログの

表示 

 申請ユーザへの注文受付メール 申請ユーザへの注文受付メール編集ダイアログの表示 

 承認者への注文受付メール 承認者への注文受付メール編集ダイアログの表示 

 運用管理者への注文受付メール 運用管理者への注文受付メール編集ダイアログの表示 

 申請ユーザへの却下メール 申請ユーザへの却下メール編集ダイアログの表示 

1 

2 

3 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

15 

16 

17 

12 

13 

14 

4 

5 

6 

18 

19 

20 

21 

22 
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 承認者への却下メール 承認者への却下メール編集ダイアログの表示 

 運用管理者への却下メール 運用管理者への却下メール編集ダイアログの表示 

 申請ユーザへの資材発送済メール 申請ユーザへの資材発送済メール編集ダイアログの表示 

 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編集ダイアログの表示 

 運用管理者への資材発送済メール 運用管理者への資材発送済メール編集ダイアログの表示 

 申請ユーザへの注文キャンセルメ

ール 

申請ユーザへの注文キャンセルメール編集ダイアログの表

示 

 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編集ダイアログの表示 

 運用管理者への注文キャンセルメ

ール 

運用管理者への注文キャンセルメール編集ダイアログの表

示 

 資材の在庫アラートメール(即時) 資材の在庫アラートメール(即時)編集ダイアログの表示 

 資材の在庫アラートメール(日報) 資材の在庫アラートメール(日報)編集ダイアログの表示 

 運用管理者への予約注文受付メー

ル 

運用管理者への予約注文受付メールダイアログの表示 

 配送担当者への入庫登録メール 配送担当者への入庫登録メールダイアログの表示 

 配送担当者への廃棄登録メール 配送担当者への廃棄登録メールダイアログの表示 

 配送担当者・調達担当者への入庫

完了メール 

配送担当者・調達担当者への入庫完了メールダイアログの表

示 

 配送担当者・調達担当者への廃棄

完了メール 

配送担当者・調達担当者への廃棄完了メールダイアログの表

示 

 

5.3.2 操作説明 

リンクをクリックすると、各メールの編集ダイアログが表示されます。 

ユーザにメールが配信される条件は、システム管理権限のユーザーマスターメンテナンスでユーザ情報を登録する際に、

メール受信設定欄のチェックボックスにチェックを付けたメールが配信されます。 
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5.3.3 編集ダイアログ 画面説明 

 

 

図：メール編集ダイアログ 

 

番号 項目 動作 

 タイトル タイトルを入力 

 本文 1 本文 1の文面を入力 

 本文 2 本文 2の文面を入力 

 署名 署名の文面を入力 

 メール差出人アドレス メール差出人アドレスを入力 

 更新 入力した情報を登録 

 

編集ダイアログのメール種類欄には、各メールの種類名が表示されます。 

メール種類欄以外の表示と機能には違いがないため、ここでは Thanksメール編集ダイアログを例として、画像を記載い

2 

3 

4 
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6 

1 
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たします。 

 

5.3.4 編集ダイアログ 操作説明 

各入力欄にて、メールの文章などを登録できます。 

本文 1・本文 2に以下の変換文字列を入力し、情報をメールに表示できます。 

 

{CUSTOMER}:組織(会社)名称 

{USER}：ユーザ名 

{YMD}：年月日(YYYY/MM/DD) 

{COMMENT}：申請コメント 

{TRACKING}：配送伝票番号 （申請ユーザーへの資材発送済みメール、承認者への資材発送済みメール、運用管理

 者への資材発送済みメールのみ対応） 
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5.4. CSV 入出力項目メンテナンス 

CSV入出力項目メンテナンスはシステム管理ユーザの CSV入出力項目メンテナンスと同じ、画面・操作のため割愛させ

ていただきます。 

システム管理ユーザーマニュアルの CSV入出力項目メンテナンスの項目をご参照ください。 
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5.5. 代理操作 

5.5.1 画面説明 

メンテナンス Top 画面の「代理操作」リンクをクリックし、代理操作画面（ユーザ一覧）を表示します。 

代理操作画面（ユーザ一覧）には、テナント毎に登録されている発注組織（会社）の全ユーザが表示されています。 

ログイン後は、権限や所属する組織に合わせて、申請・承認ユーザの操作を行えます。 

操作としては以下の内容になります。 

 

 資材の検索 ・・・資材を検索して仕様を参照 

 資材の発注申請 ・・・資材をカートに入れ、数量、配送先、条件を指定して申請 

 手配状況の参照 ・・・申請資材の承認状況、発送状況を参照 

 発注実績の参照 ・・・発注（申請）実績を参照する。承認者は部署全体で参照 

 配送先管理 ・・・配送先の管理（そのユーザの個人管理配送先） 

 資材のメール配信 ・・・許可された資材をメール配信 

 取得状況参照 ・・・メール配信データの取得状況の参照 

 申請情報の参照 ・・・申請一覧や申請内容を参照 

 申請の承認 ・・・申請を承認（同時に上位に申請） 

 ギャザリング注文 ・・・選択した資材に対して発注希望拠点を募り、一括で発注 

 

 

図：代理操作 

 

番号 項目 動作 

 ユーザ名 選択したユーザでログイン 

5.5.2 操作説明 

代理操作を行うユーザ名のリンクをクリックすると、そのユーザでログインします。 

ID・パスワードの入力はありません。 

 

1 

1 
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5.5.3 ログイン後 画面説明 

 

ログイン時は、選択したユーザの Home画面にログインします。 

全てのページに『東京申請として代理操作中です。』というインジケータが表示され代理操作中であることを認識できる

ようになっています。 

 

図：代理操作 Home 

 

番号 項目 動作 

 ログアウト ログアウトし、代理操作画面に移動 

 インジケータ ログインしたユーザ名が表示 

 

1 

2 

1 

2 
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5.5.4 ログイン後 操作説明 

代理操作先のユーザの権限や所属する組織に適した操作を行えます。 

ヘッダーのログアウトアイコンをクリックすると、ログアウトして代理操作画面に移動します。 
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5.6. 電子カタログアクセス集計 

運用管理者のヘッダーメニュー

の Settings アイコンをクリッ

クして、メンテナンス Top画面

に移動します。 

 

 

 

 

 

 

 

[電子カタログアクセス集計]リン

クをクリックして、電子カタログ

アクセス集計画面に移動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．[電子カタログアクセス集計]リンクをクリック 
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5.6.1 電子カタログアクセス集計 

 

電子カタログアクセス集計一覧には下記の項目が表示されます。 

 

 資材 ID   ・・・資材 IDを表示します。 

 名称   ・・・資材名称をリンク表示します。 

 頁数   ・・・頁数を表示します。 

 配信元数   ・・・配信元数を表示します。 

 配信先数   ・・・配信先数を表示します。 

 アクセス数  ・・・アクセス数を表示します。 

 延参照時間  ・・・集計期間のトータルの延参照時間を表示します。 

 平均参照時間  ・・・平均参照時間を表示します。 

 平均参照時間／頁 ・・・頁あたりの平均参照時間を表示します。 

 明細   ・・・参照をリンク表示します。 
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5.6.2 電子カタログの閲覧履歴を集計する 

集計期間を選択し、[集計]ボタンを

クリックすると、集計期間に該当

する電子カタログの閲覧履歴を集

計表示します。 

 

 

 

期間指定を選択した場合、日付

を指定することができます。 

日付はカレンダーで指定します。 

 

 

 

 

5.6.3 複数カタログのアクセスデ

ータを出力する 

出力したカタログのチェックボックスをチ

ェックして[複数カタログのアクセスデー

タを出力する]リンクをクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. 集計期間を選択 

2. [集計]ボタンをクリック 

集計期間指定 

[期間指定]を選択 

1. 出力対象を選択 

2.ボタンをクリック 

資材 ID,資材名称,頁数,2016/03,,,2016/04,,,2016/05,,,2016/06,,,延参照時間,平均参照時

間,平均参照時間/頁 

,,,配信,アクセス数,アクセス時間,配信,アクセス数,アクセス時間,配信,アクセス数,アクセ

ス時間,配信,アクセス数,アクセス時間,,, 

NEW-0001,EC-VIEW-OLD マニュアル

用,12,0,0,0:00:00,0,0,0:00:00,0,0,0:00:00,3,6,2:15:35,2:15:35,0:22:35,0:11:17 
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5.6.4 電子カタログの個別集計を表示する 

表示する電子カタログの[参照]リンクをクリック

すると、目次別アクセス集計一覧が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子カタログアクセス集計には下記の項目が表示さ

れます。 

 配信資材名 ・・・配信資材名をリンク表示し

ます。クリックで電子カタログをビューワーで

表示します。 

 配信元数 ・・・配信元数を表示します。 

 配信先数 ・・・配信先数を表示します。 

 

 

 

 

  

1.リンクをクリック 
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[電子カタログアクセス集計操作共通] 

電子カタログを閲覧します。 

[資材名]リンクをクリックすると、該当

の電子カタログがビューワーに表示され

ます。 

 

 

 

 

アクセスデータを出力します。 

い[アクセスデータ出力]リンクをクリッ

クすると、アクセスデータを CSV形式の

ファイルとしてダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「資材名」リンクをクリック 

「アクセスデータ出力」リンクをクリック 

 

URL, 

http://52.69.90.8/pribiz168/ebook/e-catalogue.php?ecatalog_deliver_id=-1&material_id=75

&admin=admin 

集計期間, 期間指定（2016/03/10 ～ 2016/06/10） 

初回アクセス日, 2016/06/09 17:38 

最終アクセス日, 2016/06/10 13:40 

配信元数, 2 

配信先数, 3 

 

, 1, 30 分 

, 2, 0 分 

, 3, 0 分 

, 4, 15 分 

, 5, 15 分 

, 6, 15 分 

, 7, 15 分 

, 8, 0 分 

, 9, 0 分 

, 10, 22 分 

, 11, 22 分 

, 12, 0 分 
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5.6.5 電子カタログアクセス集計（目次別一覧） 

 

目次別一覧は、目次別電子カタログアクセス状況を表示します。 

 

目次別ラジオボタンで遷移した場合、初回アクセスから最終アクセスまでの全期間でのページ単位の延べ参照時間を色コ

マと数値で表示します。 

 

月別の延参照時間リンクから遷移した場合は、その月のページ単位の情報、日別の延参照時間リンクから遷移した場合は、

その日のページ単位の情報を表示します。 

 

[一覧表示切替]ラジオボタン：月別をクリックで、電子カタログアクセス集計（月別一覧）を表示します。 

 

[一覧表示切替]ラジオボタン：日別をクリックで、電子カタログアクセス集計（日別一覧）を表示します。 
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5.6.6 電子カタログアクセス集計（日別一覧） 

 

日別一覧は、集計実行日を基準に１ヶ月分の日別の延べ参照時間を色コマと数値で表示します。 

 

[一覧表示切替]ラジオボタン：月別をクリックで、アクセス履歴（月別一覧）を表示します。 

 

[一覧表示切替]ラジオボタン：目次別をクリックで、アクセス履歴（目次別一覧）を表示します。 

 

   クリックで、初回アクセス月にページ移動します。 

 

   クリックで、前月にページ移動します。 

 

   クリックで、次ページにページ移動します。 

 

   クリックで、最終アクセス月にページ移動します。 

 

[延べ参照時間]リンクをクリックすると、目次別一覧を表示します。 

 

 

  

クリックで月別一覧に移動 

クリックで目次別一覧に移動 

[述べ参照時間]リンク 

クリックで目次別一覧に移動 
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5.6.7 電子カタログアクセス集計（月別一覧） 

 

月別一覧は、集計実行月を基準に３ヶ月分の月別の延べ参照時間を色コマと数値で表示します。 

 

[一覧表示切替]ラジオボタン：日別をクリックで、アクセス履歴（日別一覧）を表示します。 

 

[一覧表示切替]ラジオボタン：目次別をクリックで、アクセス履歴（目次別一覧）を表示します。 

 

   クリックで、初回アクセス月にページ移動します。 

 

   クリックで、前月にページ移動します。 

 

   クリックで、次ページにページ移動します。 

 

   クリックで、最終アクセス月にページ移動します。 

 

[延べ参照時間]リンクをクリックすると、目次別一覧を表示します。 
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