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第1章 概要 

本ガイドでは、Edition PriBiz の 申請ユーザーと承認ユーザーの操作について説明します。 

1.1. 申請ユーザー・承認ユーザーとは 

申請ユーザーは、資材の閲覧と発注操作を利用できるアカウントです。 

承認ユーザーは、申請ユーザーの機能に加えて、申請ユーザーが申請した発注を承認する機能と、ギャザリング注文（オ

プション）を実行することができるアカウントです。 

1.2. 申請ユーザーで利用可能な機能 

申請ユーザーでは、下記の機能が利用できます。 

 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 

 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 

1.3. 承認ユーザーで利用可能な機能 

上記申請ユーザーの機能に加えて、下記の機能が利用できます。 

 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 
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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てログインし、

ホーム画面を表示します。 

 

 

2.1.2 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。 

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 

 
・・・ 

マイページ アイコン：マイページ画面を表示します 

アイコン下部には確認が必要な項目の件数が表示されます 

 
・・・ 

カート アイコン：カート画面を表示します 

アイコン下部には、現在カートに追加されている資材の数が表示されます 

 ・・・ メール送信 アイコン：デジタル配信管理画面を表示します 

 ・・・ 設定 アイコン：設定画面を表示します 

 ・・・ 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、資材を探し、発注する為にカートに追加することです。 
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4.1. インフォメーションを確認する 

インフォメーション欄には、運用管理者が登録したニュースが表示されます。 

各ニュースの「＞＞＞続きを表示」リンクをクリ

ックすると、ニュースダイアログが表示され、全

文を確認することができます。 

運用管理ユーザーがニュースにてプファイルを登録している場合、 

全文確認時にダウンロードできます。 

 

ニュースダイアログを閉じるには、[閉じる]ボ

タンまたは[×]ボタンをクリックします。 

 

バナーをクリックすると、そのバナーに設定さ

れているカテゴリ/サブフォルダの資材を表示し

ます。 

  

クリック 
バナー 
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4.2. 資材を閲覧する 

画面中段部に登録されている資材が表示されます。 

 

トップカテゴリを選択すると、そのカテゴリに

登録されているサブフォルダのツリーが表示され

ます。 

 

ツリーからサブフォルダを選択すると、そのトップカ

テゴリ/サブカテゴリに登録されている資材が資材表示

エリアに表示されます。 

 

中央に表示されている資材の属性情報が表示さ

れます。 

 

資材表示エリアは、マウスのホイールまたは資

材表示エリアの左右にある ボタンでスクロー

ルできます。 

 

数量別価格が設定されている資材は、属性情報

の価格欄の「▼数量別」リンクをクリックすると、

数量別価格表ダイアログが表示されます。 

オンデマンド数量別価格も設定されている場合

は、右図のように在庫品数量別価格とオンデマン

ド数量別価格が並んで表示されます。 

 

[閉じる]ボタンまたは[×]ボタンをクリックす

ると、数量別価格表ダイアログを閉じます。  

「▼数量別」リンクを

クリック 

3. 資材表示 
1. トップカテゴリを選択 

2. サブカテゴリを選択 

3. 属性表示 
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4.2.1 資材を検索する 

資材を文字列で検索することができます。 

検索文字入力欄に、検索したい文字列を入力し

ます。 

検索対象： 

・資材型番（部分一致） 

・資材名（部分一致） 

・説明（部分一致） 

 

[カテゴリ内検索]ボタンをクリックすると、表

示中のトップカテゴリ内で検索結果に該当する資

材を表示します。 

 

[全体検索]ボタンをクリックすると、登録され

ている全ての資材から検索結果に該当する資材を

表示します。 

 

検索時のオプションを指定できます。 

「▼Option」リンクをクリックすると、検索オ

プションが表示されます。 

 

検索オプションの オンデマンド チェック

ボックスを On にすると、オンデマンドとして

登録されている資材が検索の対象になります。 

 

検索オプションの 登録日(From) 入力欄を

クリックして、カレンダーを表示し、検索対象

の資材の登録日（自）を指定することができます。 

 

検索オプションの 登録日(To) 入力欄をクリックして、カレンダーを表示し、検索対象の資材の登録日（至）を指定す

ることができます。 

 

「▲Option」リンクまたは[×]ボタンをクリックすると検索オプションを非表示にします。 

  

1. 検索文字列を入力 

1. 「▼Option」リンクをクリック 

登録日はカレンダーから選択 

オンデマンドのみを 

検索対象にする場合 

はチェック On 
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4.2.2 資材をソートする 

資材をソートして表示することができま

す。 

ボタンをクリックすると、そのソート

項目のリストと昇順・降順ラジオボタンが表

示されます。 

 

 リストより、調べたい並び順の優先項目を

選択し、ラジオボタンより昇順・降順を線選

択できます。 

ソート項目の表示・非表示はシステム管理者に

よって設定されます 

 

登録日を指定して資材

を抽出して表示できます。 

[新着資材一覧]ボタンを

クリックすると、登録期間

を選択するリストが表示

されます。 

 

登録期間を選択すると、その期間内に登録された資材のみを抽出して表示します。 

 

  

新着資材一覧ボタン 

ソートボタン 

昇順・降順ラジオボタン 

ソートリスト 
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4.3. オンデマンド資材と通常資材のコストを比較する 

 オンデマンド資材で在庫数量別価格とオ

ンデマンド数量別価格が設定されていると、

在庫価格とオンデマンド価格の比較ができ

ます。 

[電卓]ボタンをクリックすることで表示さ

れるコスト比較電卓ダイアログから比較を

行えます。 

比較結果は、発注を想定した数量を入力する

ことで、表上での確認とグラフによる確認が

できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.[電卓]ボタンをクリック 

2.発注数量を入力 

3.[コスト比較]ボタンをクリックする 

3.[グラフ表示]リンクをクリック 
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コスト比較表では、入力した発注数量が最小発注数未満の場合に、最小発注数が赤字で表示されます。 

また、入力した発注数量が最大発注数より上の場合、最大発注数が赤字で表示されます。 

コスト比較グラフの横軸は数量、縦軸は価格になります。 
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4.4. 資材をカートに追加する 

発注申請する資材をカートに追加します。 

カートに追加する資材を資材表示エリアの中央

に表示して、サムネイルをクリックするか、[カー

トに入れる]ボタンをクリックして、確認ダイアロ

グを表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認ダイアログの[追加]ボタンをクリックする

と、カートに追加されます。 

 

確認ダイアログの[キャンセル]ボタンをクリッ

クすると、カートに追加せずにダイアログを閉じ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘッダーメニューの カート アイコン下部に追

加された資材数が表示されます。 

  

1. サムネイルをクリック 

1. [カートに入れる] 

ボタンをクリック 

2. [追加]ボタンをクリック 

ヘッダーメニュー カート アイコン 
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4.5. 自由編集可能・ウィザード編集可能オンデマンド資材をカートに追加する 

自由編集可能オンデマンド資材とウィザード編集

可能オンデマンド資材は、編集を行ってオンデマン

ド資材をカートに追加します。貸出品と DM 編集可

能オンデマンド資材以外の資材も同時にカートに

追加できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

システム管理者ユーザーが「自由編集」で登録した場合、[自由編集]ボタンのみ表示します。 

「ウィザード編集」で登録した場合、[ウィザード編集]ボタンのみ表示します。 

「自由編集・ウィザード編集」で登録した場合、[自由編集]ボタンと[ウィザード編集]ボタンを両方共表示します。 

 

サムネイルをクリック 

[編集]ボタンをクリック 
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4.6. DM編集可能オンデマンド資材をカートに追加する 

 DM 編集可能オンデマンド資材も編集を行

ったオンデマンド資材をカートに追加します。 

カートに追加する DM 宛名編集資材を資材表

示エリアの中央に表示して、サムネイルをク

リックするか、[編集]ボタンをクリックして、

確認ダイアログを表示します。 

確認ダイアログで、[DM 編集]ボタンをクリ

ックすると、編集画面に移動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集画面で任意の編集を行った後に、[宛名編集に進

む]ボタンをクリックすると、宛名編集画面に移動しま

す。 

宛名編集画面で、宛名部分のレイアウトを決定し、宛

名情報を入力するとカートに登録されます。 

DM 宛名編集オンデマンド資材は、他の資材は同時に

カートに追加できません。他の資材をカートに追加する場合は、商品確認画面にて DM 宛名編集オンデマンド資材を削除

した後、新たに資材を追加します。 

  

サムネイルをクリック 

 [編集]ボタンをクリック 



Edition PriBiz 

18 

4.7. 資材にコメントを記入する 

個々の資材にコメントと評価を登録することができます。 

他のユーザーのコメントと評価を確認することができます。 

コメントを登録する資材を資材表示エリアの

中央に表示して、「コメント」リンクをクリック

し、評価・コメントダイアログを表示します。 

 

 

 

 

 

評価・コメントダイアログには、（登録があれば）

他のユーザーが登録した評価・コメントが表示さ

れています。 

 

まだコメントを登録していない場合は、[新規登

録]ボタンが表示されます。 

[新規登録]ボタンをクリックして評価・コメン

ト編集ダイアログを表示します。 

＊コメントは 1 つの資材に対して、アカウント毎

に 1 件のみ登録可能です。 

 

 

☆マークをクリックして 5段階で評価を登録でき

ます。 

コメントを入力します。 

 

[登録]ボタンをクリックすると、評価・コメン

ト編集ダイアログを閉じ、評価とコメントダイア

ログに評価とコメントが登録されます。 

  

1. 「コメント」リンクをクリック 

2. [新規登録]ボタンをクリック 

3. ☆マークをクリックして 5 段階評価 

  コメントを入力 

4. [登録]ボタンをクリック 
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評価・コメントダイアログを閉じるには、[閉じ

る]ボタンをクリックします。 

 

 

すでに登録してあるコメントを編集するには、 

[更新]ボタンをクリックして評価・コメント編集ダ

イアログを表示します。 

 

コメントを削除するには、評価・コメント編集ダ

イアログの[削除]ボタンをクリックします。 

 

  

評価・コメントの編集は 

[更新]ボタンをクリック 

5. [閉じる]ボタンをクリック 
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4.8. メール配信する 

システム管理者によって許可されている資材のデジタル配信・電子カタログ配信、社内の Edition PriBiz 利用ユーザー

に資材情報通知の URL を配信することができます。 

4.8.1 URL 連絡をする 

他の発注申請ユーザー・承認ユーザーに、資材の URL を通知します。 

URL 連絡をする資材を資材表示エリアの中央に表示 

して、[メール配信する]ボタンをクリックすると、 

配信内容のメニューが表示されます。 

メニューから「URL 連絡」をクリックすると、メー

ル配信ダイアログを表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「アドレスを参照」リンクをクリックして、メール配

信先の選択ダイアログを表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

メールアドレス一覧の、選択ラジオボタンをクリッ

クして、配信先を選択します。 

 

[選択]ボタンをクリックして、メール配信先の選択

ダイアログを閉じます。 

  

1. [メールを配信する]ボタンを 

クリックし、メニューから 

「URL 連絡」をクリック 

2. 「アドレスを参照」リンクをクリック 

3. 配信先のラジオボタンをクリック 

4. [選択]ボタンをクリック 
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メール配信ダイアログに配信先メールアドレス

が設定されます。 

 

必要に応じて、配信元名欄、タイトル欄、本文欄を修正

します。 

 

通知した URL の使用期限を設定する場合は、期限欄に使

用期限を入力します。 

 

メール配信時には、本文中の 「{URL}」が資材を閲覧で

きる URL に置き換わるので、本文には必ず 「{URL} 」の文字列を記入します。 

 

タイトル、本文のデフォルトの内容は、デジタ

ル配信管理画面で設定可能です。（第 8 章 デジタ

ル配信管理画面 参照） 

 

期限欄をクリックして、表示されたカレンダーから期限を設定します。 

 

[配信]ボタンをクリックすると、メールが配信されます。 

 

[キャンセル]ボタンをクリックすると、メール配信を中止して、メール配信ダイアログを閉じます。 

 

メールを受信したユーザーは、メール本文中の URL にアクセスすると、URL 連絡した資材が表示された状態で、Edition 

PriBiz を開きます。 

  

6. [配信]ボタンをクリック 

5. 必要に応じてタイトル、

本文、期限を入力 
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4.8.2 デジタル配信をする 

システム管理者がデジタル配信可能として登録している資材に登録しているデジタルファイルの、ダウンロード URL

を、指定したメールアドレスに通知します。 

デジタル配信をする資材を資材表示エリ

アの中央に表示して、[メール配信する]ボタ

ンをクリックすると配信内容のメニューが

表示されます。 

メニューから「デジタル配信」をクリック

すると、メール配信ダイアログを表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

「アドレスを参照」リンクをクリックして、メール

配信先の選択ダイアログを表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

デジタル配信はメール配信先を「社内」、「社外」

の 2 種類のリストから選択できます。 

「社内」、「社外」タブのうち、配信したいメー

ルアドレスが登録されているタブ

をクリックします。 

 

メールアドレス一覧の、選択ラジ

オボタンをクリックして、配信先を

選択します。 

 

[選択]ボタンをクリックして、メール配信先の

選択ダイアログを閉じます。 

1. [メール配信する]ボタンを 

クリックし、メニューから 

「デジタル配信」をクリック 

4. 配信先のラジオボタンをクリック 

5. [選択]ボタンをクリック 

3. 配信先が登録されている 

タブをクリック 

2. 「アドレスを参照」リンクをクリック 
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メール配信ダイアログに配信先メールアドレス

が設定されます。 

 

必要に応じて、タイトル欄、本文欄を修正します。 

 

自分に CC チェックボックスを On にすると、同じ内

容のメールを自分宛てにも配信します。 

 

メール配信時には、本文中の {URL} の部分が実際

の URL に置き換わりますので、本文には必ず {URL} 

の文字列を記入します。 

 

タイトル、本文のデフォルトの内容は、デジタ

ル配信管理画面で設定可能です。（第 9 章 デジタ

ル配信管理画面 参照） 

 

期限を設定する場合は、期限欄をクリックして、カレンダーを表示し、期限を設定します。 

 

パスワードの有無欄のラジオボタンで、ダウンロードページのパスワードの有無を設定することができます。 

 

[配信]ボタンをクリックすると、メール配信ダイアログを閉じて、メールが配信されます。 

パスワードを「あり」に設定した場合は、別途パスワード通知のメールが配信されます。 

 

[キャンセル]ボタンをクリックすると、メール配信を中止して、メール配信ダイアログを閉じます。 

 

メールを受信したユーザーは、メール本文中の URL リンクをクリックすると、ブラウザでダウンロードページを開き

ます。 

パスワードを「あり」に設定した場合は、パスワード入力欄が表示されます。 

  

8. [配信]ボタンをクリック 

6. 必要に応じて配信元名、 

タイトル、本文、期限を入力 

7. パスワードのあり/なしを 

ラジオボタンで指定 
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4.8.3 電子カタログを配信する 

システム管理者が登録した電子カタログ資材の、

電子カタログダウンロード URL を、指定したメー

ルアドレスに通知します。 

電子カタログを配信する資材を資材表示エリア

の中央に表示して、[メール配信する]ボタンをクリ

ックすると配信内容のメニューが表示されます。 

メニューから「電子カタログ」をクリックすると、

メール配信ダイアログを表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

「アドレスを参照」リンクをクリックして、メール配

信先の選択ダイアログを表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

電子カタログはメール配信先を「社内」、「社外」

の 2 種類のリストから選択できます。 

「社内」、「社外」タブのうち、配信したいメー

ルアドレスが登録されているタブ

をクリックします。 

 

メールアドレス一覧の、選択ラジ

オボタンをクリックして、配信先を

選択します。 

 

[選択]ボタンをクリックして、メール配信先の

選択ダイアログを閉じます。 

4. 配信先のラジオボタンをクリック 

5. [選択]ボタンをクリック 

3. 配信先が登録されている 

タブをクリック 

1. [メール配信する]ボタンを 

クリックし、メニューから 

「電子カタログ」をクリック 

2. 「アドレスを参照」リンクをクリック 
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メール配信ダイアログに配信先メールアドレス

が設定されます。 

 

必要に応じて、タイトル欄、本文欄を修正します。 

 

メール配信時には、本文中の {URL} の部分が実際の URL

に置き換わりますので、本文には必ず {URL} の文字列を記

入します。 

 

タイトル、本文のデフォルトの内容は、デジタ

ル配信管理画面で設定可能です。（第 9 章 デジタ

ル配信管理画面 参照） 

 

期限を設定する場合は、期限欄をクリックして、カレンダーを表示し、期限を設定します。 

 

パスワードの有無欄のラジオボタンで、ダウンロードページのパスワードの有無を設定することができます。 

 

初回リマインダーメールを送信する場合は、「初回アクセス」チェックボックスにチェックを入れます。 

アクセス時間でのリマインダーメールを送信する場合は、テキストボックスの左にあるチェックボックスにチェックを

入れて、テキストボックスに半角数字を入力します。 

 

[配信]ボタンをクリックすると、メール配信ダイアログを閉じて、メールが配信されます。 

パスワードを「あり」に設定した場合は、別途パスワード通知のメールが配信されます。 

 

[キャンセル]ボタンをクリックすると、メール配信を中止して、メール配信ダイアログを閉じます。 

 

メールを受信したユーザーは、メール本文中の URL リンクをクリックすると、ブラウザでダウンロードページを開き

ます。 

パスワードを「あり」に設定した場合は、パスワード入力欄が表示されます。 

  

9. [配信]ボタンをクリック 

6. 必要に応じて配信元名、 

タイトル、本文、期限を入力 

7. パスワードのあり/なしを 

ラジオボタンで指定 

8.リマインダーメールを 

チェックボックスで指定 
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4.9. マイページに登録する 

よく利用する資材などをマイページに登録しておくことができます。 

マイページに追加する資材を資材表示エリア

の中央に表示して、[My Page に入れる]ボタンを

クリックして、確認ダイアログを表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認ダイアログの[追加]ボタンをクリックする

とマイページに追加されます。 

 

確認ダイアログの[キャンセル]ボタンをクリッ

クすると、マイページに追加せずにダイアログを

閉じます。 

 

追加した資材はマイページ画面の「My Page 

Item」タブに一覧表示されます。（第 7 章 マイペ

ージ画面 参照） 

  

1. [My Page に入れる] 

ボタンをクリック 

2. [追加]ボタンをクリック 
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4.10. 関連アイテムを参照する 

関連アイテム欄には、資材表示エリアの中央に表示されている資材と一緒に発注申請されたことのある資材が表示され

ます。ログイン中のユーザー以外のユーザーが発注申請したものも含まれます。 

ここから資材の属性情報を確認したり、カートに追加することができます。 

「OFF」/「ON」リンクをクリックすることで、

関連アイテムの表示/非表示を切り替えることが

できます。 

 

関連アイテム欄が複数ページある場合は、 

表示中のページ / 全ページ数が表示されま

す。 

 

ページの切り替えには、 ボタンをクリ

ックします。 

 

サムネイル、または資材名をクリックすると、

資材情報ダイアログが表示されます。 

 

資材情報ダイアログには資材の画像と、主な属

性情報が表示されます。 

 

資材情報ダイアログの[追加]ボタンをクリック

すると、表示中の資材をカートに追加します。 

 

[閉じる]ボタンをクリックすると、資材情報ダ

イアログを閉じます。 

  

サムネイルまたは 

資材名をクリック 

表示 / 非表示 切替 

ページ表示 
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第5章 カート画面と発注申請 

ヘッダーメニューの カート アイコンをクリックすると、カート画面に移動します。 

カート画面での主な操作は、発注資材の確認、配送先・数量を指定して、発注申請をすることです。 
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5.1. カート内資材の発注を詳細設定する 

5.1.1 資材の追加と削除 

資材をカートに追加するには、[アイテム

追加]ボタンをクリック、または、ヘッダー

メニューの ホーム アイコンをクリック

してホーム画面に戻ります。 

 

カートから資材を削除するには、削除し

たい資材の右側にある削除ボタンをクリックしま

す。 

 

5.1.2 同梱指定をする 

配送業者が同じ資材は同梱の指定が可能です。 

カート画面に表示されている資材のうち、同梱可

能な資材には右側の同梱品欄に「指定」リンクが

表示されます。 

同梱品：「指定」リンクをクリックして、同梱品

指定ダイアログを表示します。 

 

“同梱品・封入順設定“ダイアログには、同梱可

能な資材がリスト表示されます。 

 

同梱する資材をフォーカスして、[追加]ボタン

をクリックすると、リストが“同梱資材”の枠へ移

動します。 

“同梱資材”に移ったリストにフォーカスを当て

て[削除]ボタンをクリックすると“同梱可能な資

材”の枠へ移動します。 

“同梱資材”の枠に複数のリストを追加した時

[上に移動][下に移動]ボタンをクリックして優先

順位を決めます。 

最後に[OK]ボタンをクリックするとダイアロ

グが閉じ、同梱品欄は同梱指定した資材の型番の

リンク表示に変わります。 

同梱指定を変更する場合は、このリンクをクリ

ックします。  

[アイテム追加]ボタン 

をクリックすると 

ホーム画面に戻ります 

[削除]ボタンをクリックすると 

資材をカートから削除します 

1. 同梱品欄の「指定」リンクをクリック 

2. 同梱する資材にカーソルを合わせる 

3. [追加] [削除]ボタンをクリック 

４. 同梱資材の 

優先順位を 

並び替える 

3. [上に移動] [下に移動] 

ボタンをクリック 

3. [OK]ボタンをクリック 
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5.1.3 オプションを設定する 

オプションの設定が可能な資材は右側のオプシ

ョン欄に「指定」リンクが表示されます。 

 

オプション：「指定」リンクをクリックして、オ

プション選択ダイアログを表示します。 

 

 

指定したいオプションのラジオボタンを On に

して、[OK]ボタンをクリックすると、ダイアログ

が閉じ、オプション欄は指定したオプションのリ

ンク表示に変わります。 

オプションを変更する場合は、このリンクをク

リックします。 

  

2. 指定するオプションの 

ラジオボタンを On 

1. オプション欄の「指定」リンクをクリック 

3. [OK]ボタンをクリック 
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5.2. 配送先を指定する 

配送先を指定します。 

[配送先指定]ボタンをクリックして、

配送先指定画面を表示します。 

 

 

 

 

配送先リストを表示します。 

「個人管理」タブまたは「共通管理」タブから、

選択したい配送先が登録されているタブをクリッ

クします。 

 

配送先グループをプルダウンリストで選択すると、

配送先グループツリーが表示されます。 

 

配送先グループツリーのフォルダをクリックして、

配送先リストを表示します。 

配送先リストで名称をクリックするか、 

拡張アイコンをクリックすると、選択中の配送先

の属性情報が表示されます。 

 

配送先を選択するには、配送先リストの“選択“列

のチェックボックスを On にします。 

 

表示されている全ての配送先を選択するには[全選択]ボタンをクリックします。 

表示されている全ての配送先の選択を解除するには[全解除]ボタンをクリックします。 

 

名称入力欄に文字列を入力して、[検索]ボタンをクリックすると、検索条件に該当する配送先をリスト表示します。 

（部分一致） 

 

配送先は各種設定画面の配送先設定画面で登録可能です。（第 10 章 各種設定画面 参照） 

 

 

  

1. [配送先指定]ボタンをクリック 

2. 管理タブをクリック 

3. プルダウンリストから 

配送先グループを選択 

4. フォルダをクリックして 

配送先グループを選択 

5. チェックボックスを On にして配送先を選択 
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5.3. 配送先毎の数量を指定する 

配送先毎に数量を指

定します。 

[配送先別数量指定]

ボタンをクリックし

て、配送先別数量指定

画面を表示します。 

 

画面は複数の配送先を指定した場合のものです。 

 

 

 

 

 

 

 

配送先毎の数量を設定します。 

各資材列の配送先グループ行にある[編

集]ボタンをクリックすると、数量入力が

可能な状態になります。 

 

資材の数が多い場合は、 ボタンでペー

ジ切り替えをして編集します。 

 

 

各配送先の数量を入力し、[更新]ボタンを

クリックすると、入力した数量が設定さ

れます。 

 

 

 

 

再入力するには[編集]ボタンをクリック

します。 

すべての資材に対して同様の操作で数量

を設定します。 

 

  

1. [配送先別数量指定]ボタンをクリック 

2. [編集]ボタンをクリック 

6. [更新]ボタンをクリック 

5. 各配送先の 

数量を入力 
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＜同梱資材の数量＞ 

同梱指定されている資材は、[編集]ボタンをク

リックすると、“同梱数量指定“ダイアログが表示

されます。 

同梱資材の数量は同梱先資材の数量の倍数で指

定します。 

「配送先別に同梱数を指定する」チェックボックスを On にして[OK]ボタンをクリックすると、ダイアログを閉じて配

送先別に同梱数量を入力できます。 

同梱数量は同梱先の資材数量の倍数になるように指定します。 
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5.3.1 オンデマンド資材と予約可能資材の数量を指定する 

オンデマンド資材と予約可能資材は、在庫数以上の数量を指定して発注できます。 

資材の登録種別により、在庫品のみで発注するかオンデマンド資材・予約可能資材のみで発注するかなどをダイアログで

選択できます。 

 

1. オンデマンド資材の数量を指定する 

 オンデマンド資材は、最大注文数内で在庫数以上

の数量を指定して発注を行えます。 

発注数量入力時に在庫品で発注するか、オンデマン

ド品だけで発注するかを選択できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[全数オンデマンドにて発注]ラジオボタンをクリックして、[OK]ボタンをクリックすると全数オンデマンド資材として発

注をします。 

[不足分をオンデマンドにて発注]ラジオボタンをクリックして、[OK]ボタンをクリックすると入力した数量のうち、在庫

品以上はオンデマンド資材として扱います。 

[在庫数のみ発注]ラジオボタンを選択して、[OK]ボタンをクリックすると発注数量が発注時に登録されている在庫数に変

更されます。 

 

 

 

  

1.在庫数以上の数量を入力 

2.[更新]ボタンをクリック 
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2. 予約可能資材の数量を指定する 

 予約可能資材も最大注文数以内で、在庫数以

上の発注数量を指定することができます。 

発注時に全数予約として発注するか、在庫数分

のみ発注するかを選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[全数予約にて発注]ラジオボタンを選択して、[OK]ボタンをクリックすると、発注した数量全て予約品として発注します。 

[在庫数分のみ発注]ラジオボタンを選択して、[OK]ボタンをクリックすると、発注数量が在庫数に変更されます。 

  

1.在庫数以上の数量を入力 

2.[更新]ボタンをクリック 
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3. 予約可能オンデマンド資材の数量を指定する 

資材登録時に予約可能設定とオンデマンド可能設定は同時

に設定できるため、数量入力時にはオンデマンド資材とし

て発注するか、予約資材として発注するかを選択できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[全数予約にて発注]ラジオボタンを選択して、[OK]ボタンをクリックすると、発注した数量全て予約品として発注します。 

[全数オンデマンドにて発注]ラジオボタンをクリックして、[OK]ボタンをクリックすると、発注した数量全てをオンデマ

ンド資材として発注をします。 

[不足分をオンデマンドにて発注]ラジオボタンをクリックして、[OK]ボタンをクリックすると入力した数量のうち、在庫

品以上はオンデマンド資材として扱います。 

[在庫数のみ発注]ラジオボタンを選択して、[OK]ボタンをクリックすると発注数量が発注時に登録されている在庫数に変

更されます。 

  

2.[更新]ボタンをクリック 

1.在庫数以上の数量を入力 
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5.3.2 発注内容を一時保管する 

[一時保管]ボタンをクリック

すると、発注名、設定した配

送先、配送先毎の数量がマイ

ページに保管されます。 

 

保管した内容は、マイページ

の発注履歴タブから呼び出すことが可能です。（第 7 章 マイページ画面 参照） 

5.3.3 集計表を出力する 

[集計表出力]ボタンをクリックすると、設定した配送

先別数量を CSV 形式のファイルとしてダウンロード

できます。 

  

"発注名","カタログ等送付" 

"更新日時",2015/1/13 15:15 

"担当者","営業 1 部 デモユーザー" 

"合計金額",57000 

 

"資材コード","0049-FLEX-P010","0049-EDTN-M010","0049-FLEX-M012" 

"アイテム名","EditionFlex パンフレット","Edition 素材作成手順 Ver.2","FlexAPI 仕様書" 

"オプション",,, 

,"同梱品：0049-EDTN-M010","同梱先：0049-FLEX-P010", 

"株式会社レゾロジック" 

"東京本社",100,0,0 

"札幌支社",50,0,0 
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5.4. 配送条件を指定する 

配送条件を指定します。 

[配送条件指定]ボタンをクリックして、

配送条件指定画面を表示します。 

 

“配送拠点“リストボックスで条件指定

する配送拠点を選択します。 

 

 “配送条件指定”にて出荷日指定方法と梱

包方法を指定します。 

 

“製造オプション指定”から設定したい

製造オプションのチェックボックスを On

にます。 

各オプションの設定内容をリストボッ

クスで選択します。 

ラベル・送付書・請求書のタイプのリン

クをクリックすると、ダイアログが表示さ

れ、タイプを変更できます。 

 

“配送オプション指定”にてラジオボタ

ンで配送オプションを選択します。 

 

“出荷予定日“にて指定条件での出荷予定日が表示されます。 

カレンダー アイコンをクリックすると、カレンダーを表示します。 

 

※配送条件の表示条件は以下の 2 つの条件を満たしたときに表示されます。 

・複数種の商品をカートに登録 

・個人管理配送先か共有管理配送先から、1 カ所だけ配送先を設定 

  

1. [配送条件指定]ボタンをクリッ

ク 
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5.5. 納期確認と指定を確認する 

納期の確認と指定をします。 

“配送条件指定”でラジオボタンを「最長の出荷可能日ア

イテム・・・」に指定して、[納期確認と指定にすすむ]

ボタンをクリックすると納期指定画面を表示します。 

 

 

 

 

配送先毎に納期が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

納期を指定する場合は、[編集]ボタンをクリックして、

納期の指定可能状態にします。 

 

各配送先の納期入力欄をクリックすると、納期指

定ダイアログが表示されます。 

 

 

納期指定ダイアログのカレンダーで納期をクリッ

クし、時間指定をラジオボタンで選択します。 

 

月を変更するには、       ボタンをクリックしま

す。 

 

[OK]ボタンをクリックすると、ダイアログが閉じ

て納期が設定されます。 

 

 

各配送先の納期の指定が完了したら、[更新]ボタ

ンをクリックします。 

  

1. [納期確認と指定にすすむ]ボタンをクリック 

2. [編集]ボタンをクリック 

3. 納期入力欄をクリック 

4. 納期と時間をクリック 

5. [OK]ボタンをクリック 

6. [更新]ボタンをクリック 
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5.6. 発注申請する 

発注申請をします。 

“配送条件指定”画面で「個々の出荷可能日・・・」

もしくは“納期指定“画面で[発注申請にすすむ]ボ

タンをクリックして、発注申請画面を表示します。 

 

申請先セレクションリストボックスには選択可

能な申請先が表示されます。申請先を選択します 

 

“申請コメント“、”注記“を入力し

ます（任意）。 

 

必要に応じて添付ファイルを選

択します（任意）。 

 

費用区分リストボックスで費用

区分を選択します。 

 

配送先が複数の場合は、配送先組

織名の  アイコンをクリック

すると、グループが展開されて各配

送先の数量が確認できます。 

 

 [注文を確定する]ボタンをクリ

ックすると、発注申請されて、マイ

ページの発注履歴画面に移動しま

す。 

 

 

以上で発注申請が完了しました。 

  

1. [発注申請にすすむ]ボタンをクリック 

※ 配送先組織名 表示/非表示 切替 

2. コメントを入力 

3. 添付ファイルを選択 

4. 費用区分を選択 

5. [注文を確定する] 

ボタンをクリック 



Edition PriBiz 

41 

第6章 参加拠点指定（ギャザリング注文方法） 

「参加拠点指定」について説明いたします。「参加拠点指定」は“ギャザリング注文“の機能を使用した注文手続きにな

ります。 

設定マスターメンテナンスにて、ギャザリング注文を行う権限を設定します。トップ組織・最終承認組織の個別設定あ

るいは両方行うか設定します。 

設定マスターメンテナンスの設定方法は「EditionPriBiz 操作ガイド-ギャザリング注文」を参照ください。 

6.1.8 拠点通知 操作説明までは本部ユーザーでログインした際の説明です。 

ギャザリング注文の配送手続きは、基本的には通常の注文手続きと同じです。 

システム管理者の組織(会社)マスターメンテナンスにて、ギャザリング注文する組織の登録を行います。 

ギャザリング注文を行う組織は、トップ組織と最終承認組織になります。 

これ以降の説明でギャザリング注文するトップ組織・最終承認組織は「本部」、その他の下位組織は「参加拠点」とし

て説明します。 
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6.1.1 商品確認 画面説明 

ギャザリング注文を行う際に商品確認画面で、通常の注文とギャザリング注文を選択します。 

 

図：商品確認画面 

 

番号 項目 動作 

 配送先指定ボタン 通常注文手続きに進む 

 参加拠点指定ボタン ギャザリング注文手続きに進む 

 

6.1.2 商品確認 操作説明 

参加拠点指定ボタンをクリックすると、ギャザリング注文の手続きを行います。 

  

1 

2 

1 2 
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6.1.3 参加拠点選択 画面説明 

参加拠点を選択します。 

参加拠点は、本部配下の発注申請組織になります。 

選択した参加拠点に所属する承認ユーザーがギャザリング注文の数量を入力できます。 

 

図：参加拠点選択画面 

 

番号 項目 動作 

 配送条件指定ボタン 配送条件指定画面に進む 

 選択チェックボックス 参加拠点を選択する 

 

6.1.4 参加拠点選択 操作説明 

ギャザリング注文の参加拠点を選択して、配送条件指定画面に進みます。 

選択可能な参加拠点は、ログインしているアカウントが所属する本部の下位組織になります。 

  

1 

2 

1 

2 
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6.1.5 配送条件指定 画面説明 

配送方法などの配送条件を指定します。 

図：配送条件指定画面 

 

番号 項目 動作 

 拠点通知ボタン 発注画面に進む 

 

6.1.6 配送条件指定 操作説明 

拠点通知ボタンをクリックすると、発注画面に進みます。 

他の箇所の操作は、通常の発注と同じになります。 

 

  

1 

1 
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6.1.7 拠点通知 画面説明 

ギャザリング注文の注文条件を設定します。 

 

図：拠点通知画面 

 

番号 項目 動作 

 発注申請にすすむボタン 発注申請を行う 

 注文名テキストボックス 注文名を入力 

入力必須 

 注文期限テキストボックス 注文期限を選択 

入力必須 

 納品日テキストボックス 納品日を選択 

入力必須 

 費用区分プルダウン 費用区分を選択 

 参加拒否指定ラジオボタン 参加拒否を選択 

 

  

1 

1 

3 

3 

4 

5 

6 

2 

2 

4 

5 

6 
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6.1.8 拠点通知 操作説明 

1.注文名テキストボックスに注文名を入力します。 

2.注文期限テキストボックスをクリックすると、カレンダーダイアログが表示されるので、カレンダーダイアログから任

意の日付をクリックします。 

3.納品日テキストボックスをクリックすると、カレンダーダイアログが表示されるので、任意の日付をクリックします。 

4.費用区分を選択します。 

5.参加拒否指定欄の「参加拒否できる」ラジオボタンを選択すると、参加拠点の発注詳細(進捗状況)画面で、ギャザリン

グ注文に参加するか選択するダイアログが表示されます。 

「参加拒否できない」ラジオボタンを選択すると、参加拠点の発注詳細(進捗状況)画面でダイアログが表示されず、強制

的に参加となります。 
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6.1.9 本部発注詳細(進捗状況) 画面説明 

こちらの画面は全て、ギャザリング注文を本部ユーザーでログインすると確認できます。 

 

■“MyPage”―”進捗状況“リンク 

図：本部_発注詳細(進捗状況) 注文期限前 

 

番号 項目 動作 

 キャンセルリンク 注文をキャンセル 

 

  

1 

1 
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6.1.10 本部発注詳細(進捗状況) 操作説明 

【注文期限前】 

ギャザリング注文で設定した期限前ならば、本画面になります。 

キャンセルリンクをクリックすると、注文を取り消します。 

どの参加拠点も入力を行っていない場合は、進捗状況欄に未入力と表示されます。 

 

【注文期限後】 

ギャザリング注文で設定した期限を過ぎると、本画面になります。 

「締切」リンクをクリックすると、本注文を行うかの確認メッセージが表示されます。 

確認メッセージで OK ボタンをクリックすると、本発注が完了します。 

 

【注文参加拒否後】 

参加拠点が参加拒否をすると、進捗状況欄に“参加拒否”と表示されます。 
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6.1.11 参加拠点発注詳細(進捗状況) 画面説明 

こちらの画面はギャザリング注文の参加拠点に所属する参加拠点ユーザーでログインすると、確認できます。 

図：参加拠点_発注履歴画面 

 

番号 項目 動作 

 進捗状況リンク 発注詳細(発注アイテム)画面に遷移 

 発注詳細リンク 発注詳細(発注アイテム)画面に遷移 

  

1 

2 

2 1 



Edition PriBiz 

50 

図：参加拠点_ギャザリング注文担当者選択ダイアログ 

 

番号 項目 動作 

 ギャザリング注文の担当者

プルダウン 

ギャザリング注文を受ける担当ユーザーを選択 

 

  

1 

1 
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図：参加拠点_ギャザリング注文参加ダイアログ 

番号 項目 動作 

 参加ボタン ギャザリング注文に参加する 

 拒否ボタン ギャザリング注文を拒否する 

 

  

1 

1 2 

2 
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6.1.12 参加拠点発注詳細(進捗状況) 操作説明 

【発注履歴画面】 

ギャザリング注文の参加拠点に所属する発注申請ユーザー（下位組織）でログインした場合に確認できます。 

「進捗状況」リンクもしくは「発注詳細」リンクをクリックすると、発注詳細(発注アイテム)画面に遷移します。 

参加拒否を行っている場合は、進捗状況がリンクではなくなり、発注詳細に参加拒否と表示されます。 

 

【ギャザリング注文担当者選択】 

ギャザリング注文を行った本部組織に複数の承認権限ユーザーがいる場合に表示されます。 

ギャザリング注文担当者をプルダウンで選択します。 

選択された本部の承認ユーザーで、ログインをすると、このギャザリング発注の本発注を行えます。 

 

【ギャザリング注文参加】 

ギャザリング注文参加ダイアログで、「参加」ボタンをクリックすると、ギャザリング注文参加ダイアログが閉じ、注文

数を入力できます。 

注文数を入力して、OK ボタンをクリックすると、注文が完了します。 

注文が完了すると、本部の発注詳細(進捗状況)画面にて、注文内容を確認できます。 

ギャザリング注文参加ダイアログで、「拒否」ボタンをクリックすると、発注履歴画面に戻ります。本部の発注詳細(進捗

状況)画面にて、参加拒否されたことを示すメッセージが表示されます。 
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第7章 マイページ画面（申請ユーザー） 

ヘッダーメニューの マイページ アイコンをクリックすると、マイページ画面に移動します。 

マイページ画面では、発注の進捗状況や履歴の確認、マイページアイテムとして登録した資材の 

管理ができます。 
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7.1. 発注履歴を確認する 

ヘッダーメニューの マイページ アイコンをクリ

ックして、マイページ画面に移動すると、発注履

歴タブの内容を表示した状態になっています。 

 

承認ユーザーや配送組織ユーザーからのメッセー

ジがある場合は、画面タイトルの横に表示されま

す。 

メッセージ左側の数字は発注 ID です。 

メッセージのリンクをクリックすると、発注 ID の発注詳細（進捗状況）画面に移動します。 

 

発注履歴一覧には下記の項目が表示されます。 

 ID ・・・発注毎に発行される番号を表示します。 

 発注日 ・・・発注申請をした日付を表示します。 

 発注名 ・・・発注申請時に入力した発注名を表示します。 

 仕向先 ・・・配送先の数を表示します。製造ステータスが「製造中」以降は    ボタンをクリックすると、各配

送先単位の明細を展開します。 

 進捗状況 ・・・進捗状況を表示します。リンクをクリックすると発注詳細（進捗状況）画面を表示します。 

 更新日 ・・・進捗状況が更新された日時を表示します。 

 発注詳細 ・・・リンクをクリックすると発注詳細（発注アイテム）画面を表示します。 

7.1.1 発注を検索する 

検索キーワード入力欄に ID または、発注名を入

力して[検索]ボタンをクリックすると、検索キー

ワードに該当する発注を抽出

表示します。 

 

[検索]ボタンをクリックした

際に、進捗状況フィルタのチェックボックスがOn

になっている進捗状況のみ抽出します。 

 

「▼Option」リンクをクリックすると、発注日（期

間）を検索条件に追加可能です。 

発注日はカレンダーで指定します。 

  

1. 検索キーワードを入力 

2. [検索]ボタンをクリック 

進捗状況フィルタ 

クリック 

発注日指定 

メッセージ 
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7.1.2 DM 一時保存の情報 

 DM 宛名編集資材の宛名編集中

に保存すると、MyPage から、宛

名編集画面に移動できます。 

編集画面に移動しないで、宛名用

の CSVファイルなどのダウンロー

ドのみを行うこともできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[広告面の編集を行う]リンクをクリックすると、DM 宛名編集画面に移動します。 

[宛名用 Excel ファイルのダウンロード]リンクをクリックすると、宛名用 Excel ファイルをダウンロードします。 

[宛名用 CSV ファイルのダウンロード]リンクをクリックすると、宛名用 CSV ファイルをダウンロードします。 

[宛名用データのアップロード]リンクをクリックすると、宛名編集画面に移動します。 

 

 

 

  

1.[参照]リンクをクリック 
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7.1.3 一時保管を呼び出す 

進捗状況列に 「一時保管」リンク が表示されてい

る発注データは、配送先別数量指定画面で一時保管

されたデータです。 

 

「一時保管」リンクをクリックすると、保管されて

いる資材をカートに登録して、配送先別数量指定画

面が表示されます。 

 

すでにカートに資材が追加されている場合は、カ

ートの内容を破棄する確認ダイアログが表示され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

クリック 
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7.1.4 進捗状況を確認する 

発注履歴一覧の進捗状況列の進捗状況リンクをクリ

ックすると、発注詳細（進捗状況）画面を表示しま

す。 

 

 

 

 

 

チャートによる進捗表示と承認の進捗状況、出荷拠

点毎の進捗状況が表示されます。 

 

「▼チャート OFF」リンクをクリックすると、チャ

ートを非表示にします。 

「▼チャート ON」リンクをクリックすると、チャー

トを表示します。 

 

承認状況には下記の項目が表示されます。 

 進捗状況 ・・・ 注文申請、承認、最終承認

の各段階を表示します。 

 部署 ・・・ 注文申請/承認 部署を表示します。 

 担当 ・・・ 注文申請/承認 担当者を表示します。 

 予定日 ・・・ 承認予定日を表示します（最終承認のみ）。 

 日時 ・・・ 承認完了日時を表示します。 

 遅延状況 ・・・ 予定日との比較で、早いか遅いかを表示します（最終承認のみ）。 

 操作＆情報 ・・・ 承認完了までの期間は「キャンセル」リンクを表示します。 

  クリックすると発注をキャンセルすることができます。 

   キャンセルできるタイミングはシステム管理ユーザーの設定マスターメンテナンスで、 

   変更できます。 

 コメント ・・・ 承認ユーザーが入力したコメントを表示します（最終承認のみ）。 

  

クリック 

「キャンセル」リンクを 

クリックすると、発注を 

キャンセルできます。 



Edition PriBiz 

58 

出荷拠点には下記の項目が表示されます。 

 進捗状況 ・・・ 製造開始、出荷、配送の各 

 段階を表示します。 

 部署 ・・・ 発送拠点ユーザーの部署 

 を表示します。 

 担当 ・・・ 発送拠点ユーザーの担当 

 者を表示します。 

 予定日 ・・・ 出荷および配送予定日を 

 表示します。 

 日時 ・・・ 各進捗の実績日時を表示します。 

 遅延状況 ・・・ 予定日との比較で、早いか遅いかを表示します。 

 操作＆情報 ・・・ 出荷時にトラッキング番号のリンクを表示します。 

  クリックすると運送会社の荷物追跡ページを別ウインドウで表示します。 

7.1.5 発注した資材を確認する 

発注履歴一覧の発注詳細列の「参照」リンクをクリ

ックすると、発注詳細（発注アイテム）画面を表示

します。 

 

 

 

 

 

 

発注した資材の情報を確認できます。 

  

クリックすると運送会社の 

荷物追跡ページを 

別ウインドウで表示します。 

クリック 
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7.1.6 過去の発注で再発注する 

発注履歴一覧の発注詳細列の「再発注」リンクをク

リックすると、クリックした発注情報の資材と配送

先が選択された状態で、配送先別数量指定画面に移

動します。 

 

 

 

 

 

 

数量入力などを行い、発注を行えます。 

  

クリック 
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7.1.7 配送条件を確認する 

発注詳細（進捗状況）画面、発注詳細（発注アイテ

ム）画面の 配送条件 タブをクリックすると、発注

詳細（配送条件）画面を表示します。 

 

 

配送条件を確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. マイページアイテム 

マイページ画面で My Page Item タブをクリックする

と、マイページアイテム一覧を表示します。 

ここには、ホーム画面で[My Page に入れる]ボタンをク

リックして登録された資材と、過去に発注した資材が表

示されます。 

 

マイページアイテム一覧には下記の項目が表示

されます。 

 ID ・・・登録時に発行される番号

  を表示します。 

 登録日 ・・・登録された日付を表示し

  ます。 

 アイテム名 ・・・資材名を表示します。 

 発注名 ・・・最新の発注時の発注名を

  表示します。 

 利用回数 ・・・いままでの発注回数を表示します。 

 削除 ・・・削除確認メッセージを表示するリンクが表示されます。 

 参照 ・・・参照ページを表示するリンクが表示されます。 

  

配送条件タブをクリック 

My Page Item タブをクリック 
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7.2.1 マイページアイテムを検索する 

検索キーワード入力欄に ID または、資材名、発

注名を入力して[検索]ボタンをクリックすると、

検索キーワードに該当する発注を抽出表示します。 

 

 

 

 

 

「▼Option」リンクをクリックすると、登録日（期

間）を検索条件に追加可能です。 

登録日はカレンダーで指定します。 

 

 

 

 

 

7.2.2 マイページアイテムを参照する 

「参照」リンクをクリックすると、ホーム画面に

移動してその資材を表示します。 

  

1. 検索キーワードを入力 

 

2. [検索]ボタンをクリック 

クリック 

発注日指定 

「参照」リンクをクリック 
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7.2.3 マイページアイテムを削除する 

「削除」リンクをクリックすると、マイページア

イテム一覧から削除します。 

 

削除の確認ダイアログが表示されます。 

[OK]ボタンをクリックすると、マイページアイテ

ムから削除します。 

  

「削除」リンクをクリック 
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第8章 マイページ画面（承認ユーザー） 

承認ユーザーのマイページには、申請ユーザーの機能に加えて、発注申請を確認し、承認するための申請一覧画面があり

ます。 

申請ユーザーから発注申請があった場合、マイページ アイコンの下の要チェック件数に 

表示されます。 

 

8.1. 申請一覧を確認する 

承認ユーザーでマイページ画面を表示し、申請一覧タブをクリックすると、申請一覧が表示されます。 

申請一覧には下記の項目が表示されます。 

 ID ・・・ 発注毎に発行される番号を表示

します。 

 発注日 ・・・ 発注申請をした日付を表示しま

す。 

 発注名 ・・・ 発注申請時に入力した発注名を

表示します。 

状態が 承認済、却下、キャンセル の場合は発注名がリンク表示になり、クリックすると、承認画面を表示

します。 

 仕向先 ・・・ 配送先の数を表示します。注文ステータスが「製造中」以降は  ボタンをクリックすると各配送

先単位の明細を展開します。 

 担当者 ・・・ 発注申請したユーザーの部署と名前を表示します。 

 更新日 ・・・ 進捗状況が更新された日時を表示します。 

 発注詳細 ・・・ 下記リンクが表示されます。 

  未承認： クリックすると、承認画面を表示します。赤色で表示されます。 

  承認済： 発注が承認された状態です。クリックすると、承認状況画面を表示します。 
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  却下： 発注が却下された状態です。クリックすると、承認状況画面を表示します。 

  キャンセル：発注がキャンセルされた状態です。クリックすると、承認状況画面を表示します。  
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8.1.1 発注申請を検索する 

検索キーワード入力欄に ID または、発注名を入

力して[検索]ボタンをクリックすると、検索キー

ワードに該当する発注を抽出表示します。 

 

[検索]ボタンをクリックした際に、進

捗状況フィルタのチェックボックスが

On になっている進捗状況のみ抽出します。 

 

「▼Option」リンクをクリックすると、発注日（期

間）を検索条件に追加可能です。 

発注日はカレンダーで指定します。 

 

 

8.1.2 発注申請を承認 / 却下する 

未承認の発注申請を確認して、承認または却下しま

す。 

まだ承認していない発注申請の発注詳細列に表示

されている「未承認」リンクをクリックして、承認

画面を表示します。 

 

さらに上位の承認があり、承認セクションが複

数ある場合は、申請先セクションリストボック

スで申請先を選択します。 

自分が最終承認の場合は「なし」と表示されま

す。 

 

発注申請したユーザーが記入した申請コメント

を確認します。 

 

発注内容を確認します。 

資材の数が多い場合は、 ボタンでページ切

り替えをして確認します。 

 

必要に応じて、コメント欄にコメントを入力します。  

1. 検索キーワードを入力 

2. [検索]ボタンをクリック 

進捗状況フィルタ 

クリック 

発注日指定 

1. 「未承認」リンクをクリック 

2. 申請先を選択 

3. 申請コメントと発注内容を確認 
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表示されている内容を承認する場合は[承認する]

ボタンをクリックすると、発注申請は承認され、

申請一覧に戻ります。 

 

却下する場合は[却下する]ボタンをクリックする

と、発注申請は却下され、申請一覧に戻ります。 

発注申請したユーザーのマイページ画面に却下メ

ッセージが表示されます。 

 

承認 / 却下しないで申請一覧に戻るには、[申請

一覧に戻る]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3 以前に承認 / 却下した発注申請を確認する 

承認 / 却下を決定した発注は、“申請一覧”タブ

の発注名がリンク表示に変わります。 

発注名リンクをクリックすると、申請画面を表示

します。 

 

発注内容とコメントを確認することができます。 

 

申請一覧に戻るには、[申請一覧に戻る]ボタンをクリッ

クします。 

 

※配送先名（リンク）をクリックすると“配送先情報”ダ

イアログが表示される。 

  

1. 発注名リンクをクリック 

配送先名（リンク）をクリック 

4. コメントを入力（任意） 

5. [承認する]または 

[却下する]ボタンをクリック 
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 配送先情報ダイアログにて配送先の情報が見られます。 
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第9章 デジタル配信管理画面 

ヘッダーメニューのメール送信アイコンをクリックすると、デジタル配信管理画面に移動します。 

デジタル配信管理画面では、デジタル配信した資材の履歴、メールの定型文章の設定、配信先メール 

アドレスの管理ができます。 
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9.1. デジタル配信の履歴を確認する 

9.1.1 お客様宛てのデジタル配信の履歴を確認する 

お客様タブをクリックすると、お客様宛てのデジタル配信履歴が表示されます。 

お客様タブのデジタル配信管理一覧には下記の

項目が表示されます。 

 配信日時 ・・・ デジタル配信した日時

  を表示します。 

 お名前 ・・・ デジタル配信先の名前

  を表示します。 

 アドレス ・・・ デジタル配信先のメールアドレスを表示します。 

 コンテンツ ・・・ デジタル配信した資材の ID リンクを表示します。 

 ダウンロード・・・ お客様によって、コンテンツがダウンロードされた日時を表示します。まだダウンロードされ

  ていない場合は「未」と表示します。 

 期限 ・・・ デジタル配信時にダウンロード期限を設定した場合、期限が表示されます。 

 再送 ・・・ まだダウンロードされていない場合に「送信」リンクが表示されます。 

 アーカイブ ・・・ ダウンロード済みの場合に「保存」リンクを表示します。 

9.1.2 社内宛てのデジタル配信の履歴を確認する 

社内タブをクリックすると、社内宛てのデジタル配信履歴が表示されます。 

社内タブのデジタル配信管理一覧には下記の項

目が表示されます。 

 配信日時 ・・・ デジタル配信した日

  時を表示します。 

 組織（会社）名 ・・・ デジタル配信先の組

  織（会社）名を表示します。 

 部署 ・・・ デジタル配信先の部署名を表示します。 

 お名前 ・・・ デジタル配信先の名前を表示します。 

 アドレス ・・・ デジタル配信先のメールアドレスを表示します。 

 コンテンツ ・・・ デジタル配信した資材の ID リンクを表示します。 

 再送 ・・・ まだダウンロードされていない場合に「送信」リンクが表示されます。 

 アーカイブ ・・・ ダウンロード済みの場合に「保存」リンクを表示します。 
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9.1.3 発注申請を検索する 

お客様タブ、社内タブ共通の操作です。 

検索キーワード入力欄にお名前または、アドレス

を入力して[検索]ボタンをクリックすると、検索

キーワードに該当するデジタル配信履歴を抽出

表示します。 

 

「▼Option」リンクをクリックすると、送信日（期

間）を検索条件に追加可能です。 

送信日はカレンダーで指定します。 

 

 

 

9.1.4 デジタル配信した資材の確認 

お客様タブ、社内タブ共通の操作です。 

コンテンツ列の ID リンクをクリックして、資材

情報ダイアログを表示します。 

 

 

 

 

[閉じる]ボタンをクリックすると、ダイアログを

閉じます。 

  

1. ID リンクをクリック 

1. 検索キーワードを入力 

2. [検索]ボタンをクリック 

クリック 

配信日指定 
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9.1.5 デジタル配信メールを再送する 

お客様タブ、社内タブ共通の操作です。 

配信先がまだダウンロードしていない場合は、メールを再送信することができます。 

再送列の「送信」リンクをクリックして、メー

ル配信ダイアログを表示します。 

 

 

 

 

必要に応じて、タイトル欄、本

文欄を修正します。 

 

自分に CC チェックボックスを

On にすると、同じ内容のメールを

自分宛てにも配信します。 

 

メール配信時には、本文中の 

{URL} の部分が実際の URL に置

き換わりますので、本文には必ず 

{URL} の文字列を記入します。 

 

 メールソフトによっては、自動的に{URL}がリンクに変わることもあります。直後に文字を入力するとリンクが正常に

動作しないことがございますので、ご注意ください。 

 

期限を設定する場合は、期限欄をクリックして、カレンダーを表示し、期限を設定します。 

 

 [配信]ボタンをクリックすると、メール配信ダイアログを閉じて、メールが配信されます。 

 

[キャンセル]ボタンをクリックすると、メール配信を中止して、メール配信ダイアログを閉じます。 

 

9.1.6 履歴をアーカイブへ保存する 

お客様タブ、社内タブ共通の操作です。 

履歴を一覧からアーカイブへ保存して、履歴一覧では非表示にすることができます。 

[保存]リンクをクリックすると、その行の履歴は

アーカイブに保存され、履歴一覧からは非表示に

なります。 

  

1. 「保存」リンクをクリック 

1. 「送信」リンクをクリック 

3. [配信]ボタンをクリック 

2. 必要に応じてタイトル 

本文、期限を入力 
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[アーカイブ管理]リンクをクリックすると、アー

カイブ管理ダイアログが表示され、アーカイブに

保存されている履歴がを確認できます。 

 

 

 

[復帰]リンクをクリックすると、その行の履歴がア

ーカイブから履歴一覧に戻ります。 

 

 

9.2. メール定型文章を設定する 

デジタル配信メール・URL 連絡メール・電子カタログメールの配信元名、タイトル、本文の定型文章を設定します。 

[メール設定]ボタンをクリックして、プルダウンリストを表示します。 

 

デジタル配信か URL 連絡のうち、定型文を設定したい方

をクリックして、デジタル配信（または URL 連絡）メー

ルのテンプレート設定ダイアログを表示します。 

 

配信元名欄、タイトル欄、本文欄を修正します。 

URL 連絡メールは CC メールを送信する機能がないため、

「自分に CC」チェックボックスはありません。 

 

メール配信時には、本文中の {URL} の部分が実際の URL

に置き換わりますので、本文には必ず {URL} の文字列を

記入します。 

 

[設定]ボタンをクリックすると、設定を保存して

ダイアログを閉じます。 

 

[キャンセル]ボタンをクリックすると、設定内容を破棄してダイアログを閉じます。 

  

1. 「アーカイブ管理」リンクをクリック 

デジタル配信履歴一覧に復帰 

2. 設定対象をクリック 

1. [メール設定]ボタンをクリック 

3. 配信元名とタイトルと本文を入力 

4. [設定]ボタンをクリック 
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9.3. メールアドレスを管理する 

9.3.1 社内メールアドレスを登録する 

デジタル配信や URL 連絡の宛先として使用する社内メールアドレスを登録します。 

社内メールアドレスとは、本システムの各アカウントに登録されているメールアドレスを指します。 

 

[アドレス管理]ボタンをクリックして、アドレス

管理ダイアログを表示します。 

 

アドレス管理ダイアログ表示直後は社内メール

アドレス一覧が表示されます。 

（社内メールアドレス一覧が表示されていない

場合は、社内タブをクリックします） 

 

[新規追加]ボタンをクリックして、全社ユーザー一覧ダイア

ログを表示します。 

 

 

 

社内メールアドレス一覧に追加したいユー

ザーの選択列にあるチェックボックスを

On にします。 

 

検索キーワード入力欄に氏名またはメール

アドレスの一部を入力して[検索]ボタンを

クリックすると、検索キーワードに該当す

るメールアドレスを抽出表示します。 

 

 

 [選択]ボタンをクリックすると、社内メールア

ドレス一覧に追加されます。 

  

1. [アドレス管理]ボタンをクリック 

2. [新規登録]ボタンをクリック 

4. [選択]ボタンをクリック 

3. 追加するメールアドレスの 

チェックボックスを On にする 
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9.3.2 社外メールアドレスを登録する 

デジタル配信の宛先として使用する社外メールアドレスを登録します。 

社外メールアドレスには、お客様などの任意のメールアドレスを登録できます。 

 

[アドレス管理]ボタンをクリックして、アドレス

管理ダイアログを表示します。 

 

アドレス管理ダイアログ表示直後は社内メール

アドレス一覧が表示されます。 

社外タブをクリックして社外メールアドレス一

覧を表示します。 

 

 

 

 

 

 

[新規追加]ボタンをクリックして、新規追加ダイ

アログを表示します。 

 

 

 

 

 

読み、氏名、メールアドレスを入力して、[登録]

ボタンをクリックすると、社外メールアドレス一

覧に追加されます。 

  

1. [アドレス管理]ボタンをクリック 

3. [新規追加]ボタンをクリック 

4. [登録]ボタンをクリック 

3. 読み、氏名、 

メールアドレスを入力 

2. 社外タブをクリック 
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9.3.3 メールアドレスを編集する 

社内メールアドレス、社外メールアドレス共通の操作です。 

 

アドレス管理ダイアログで編集したいメールア

ドレスの読み、氏名、e-mail 列のいずれかのリ

ンクをクリックして、編集ダイアログを表示し

ます。 

 

 

 

 

 

読み、氏名、メールアドレスを編集して、[登録]

ボタンをクリックすると、編集内容が保存され、

編集ダイアログを閉じます。 

 

[閉じる]ボタンをクリックすると、編集内容を破

棄して編集ダイアログを閉じます。 

 

9.3.4 メールアドレスを削除する 

社内メールアドレス、社外メールアドレス共通の操作です。 

 

アドレス管理ダイアログで削除したいメール

アドレスの「削除」リンクをクリックします。 

 

ブラウザの確認ダイアログが表示されます。 

削除する場合は［OK］ボタンをクリックします。 

削除をキャンセルする場合は[キャンセル]ボタ

ンをクリックします。 

  

1. リンクをクリック 

3. [登録]ボタンをクリック 

2. 読み、氏名、 

メールアドレスを編集 

1. 「削除」リンクをクリック 
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第10章 各種設定画面 

ヘッダーメニューの 設定 アイコンをクリックすると、各種設定画面に移動します。 

各種設定画面では、配送先の設定、アカウントの設定、利用実績集計、代理操作ができます。 

 

※承認権限ユーザーがログインした時だけ下記の範囲のユーザーの代理操作ができます。 

 自分の組織内のユーザー 

 自分の組織を申請先組織としている組織内のユーザー（直属の 1 階層） 
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10.1. 配送先を設定する 

発注申請の“配送先指定”で表示される“個人管理”の配送先を登録します。 

10.1.1 配送先を確認する 

[配送先設定]ボタンをクリックして配送先設定

画面を表示します。 

初期状態では“個人管理“タブが表示されます。 

 

“個人管理：”プルダウンリストで配送先 組織名を

選択します。 

 

選択された配送先 組織のフォルダツリーが表示さ

れます。組織情報が画面下部に一覧表示されます。 

ツリーのサブフォルダをクリックすると、フォルダ

に登録されている配送先が一覧表示されます。 

 

 “名称”下に配送先が一覧として表示されます。赤枠で囲われている配送先の情報が画面中段に表示されます。 

配送先一覧から、表示したい配送先をクリックすると、赤枠が移動し、フォーカスされた配送先の情報が表示されます。 

 

配送先情報の表示は［検索］ボタンの右にあるボタンでも切り替えることができます。 

 ボタン・・・最初の配送先を表示 

 ボタン・・・前の配送先を表示 

 ボタン・・・次の配送先を表示 

 ボタン・・・最後の配送先を表示 

 

検索キーワード入力欄に、名称の一部（部分一致）を入力して[検索]ボタンをクリックすると、該当する配送先を抽出

表示します。 

 

共有管理タブをクリックすると、共有管理の配送先が表示

されます。 

 

共有管理タブでは、システム管理者が“発注申請組織マス

ターメンテナンス”にて“共有配送先管理”として登録した配

送先が表示されます。 

＊発注申請ユーザーは“共有管理”の配送先を追加・編集でき

ません。 

 

1. [配送先設定]ボタンをクリック 

2. 配送先 組織名を選択 

3. サブフォルダをクリック 

4. 配送先をクリック 
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10.1.2 配送先 組織名を追加する 

“個人管理：”のプルダウンリストに配送先組織を

追加します。 

プルダウンリストの右側にある[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。 

 

“組織名” テキストボックスに配送先の組織

（会社）名を入力します。 

 

 

 

 

[新規登録]ボタンをクリックすると、ダイアロ

グを閉じて組織フォルダを追加します。 

 

[キャンセル]ボタンをクリックすると、入力内

容を破棄してダイアログを閉じます。 

 

 

 

10.1.3 配送先 組織名を編集する 

“個人管理：”のプルダウンリストに登録された

配送先組織を編集します。 

“個人管理：”プルダウンリストで、編集する配

送先“組織名”を選択します。 

 

“個人管理：”プルダウンリストの右側にある[編

集]ボタンをクリックして、“編集”ダイアログを表

示します。 

 

配送先“組織名“を編集します。 

“表示順“プルダウンリストで”組織名“が表示さ

れる順番を指定します。 

 

[更新]ボタンをクリックすると、編集した内容で“組織名“を更新してダイアログを閉じます。 

[キャンセル]ボタンをクリックすると、編集内容を破棄してダイアログを閉じます。 

1. [追加]ボタンをクリック 

2. 配送先 組織名を入力 

3. [新規登録]ボタンをクリック 

1. 編集する配送先“組織名”を選択 

2. [編集]ボタンをクリック 

3. 組織名を編集 

表示順を指定 

4. [更新]ボタンをクリック 
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10.1.4 配送先 組織名を削除する 

“個人管理：”のプルダウンリストに登録された

配送先組織を削除します。 

プルダウンリストから削除する配送先“組織名”

を選択します。 

 

“個人管理：”プルダウンリストの右側にある[削

除]ボタンをクリックして、“削除”ダイアログを表

示します。 

 

[削除]ボタンをクリックすると、配信先グルー

プを削除してダイアログを閉じます。 

 

[キャンセル]ボタンをクリックすると、配信先

グループを削除しないでダイアログを閉じます。 

 

10.1.5 個人管理の配送先 組織名にサブフォルダを追加する 

「個人管理」タブにある“組織名”フォルダツリー

にサブフォルダを追加します。 

 

配送先はサブフォルダに登録されます。 

“個人管理：”プルダウンからサブフォルダを追加

したい“組織名”を選択します。 

 

「個人管理」タブとフォルダツリーの間にある

[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。 

 

組織（会社）名入力欄にサブフォルダ名を入力

します。 

 

[新規登録]ボタンをクリックすると、ダイアロ

グを閉じ、サブフォルダを追加します。 

 

[キャンセル]ボタンをクリックすると、入力内

容を破棄してダイアログを閉じます。 

  

2. [追加]ボタンをクリック 

1. サブフォルダを追加する“組織名“を選択 

3. サブフォルダ名を入力 

4. [新規登録]ボタンをクリック 

1. 削除する“組織名“をプルダウンリストから選択 

2. [削除]ボタンをクリック 

3. [削除]ボタンをクリック 
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10.1.6 個人管理のサブフォルダを編集する 

個人管理にある“組織名”フォルダツリーのサブフ

ォルダを編集します。 

ツリーから編集したいサブフォルダ名をクリック

します。 

 

「個人管理」タブとツリーの間にある[編集]ボタン

をクリックして、“編集”ダイアログを表示します。 

 

 

サブフォルダ名を編集します。 

“表示順“プルダウンリストでツリーに表示される

順番を指定します。 

 

[更新]ボタンをクリックすると、ダイアログを

閉じ、サブフォルダ名と表示順が更新されます。 

 

[キャンセル]ボタンをクリックすると、入力内容を破棄してダイアログを閉じます。 

  

2. [編集]ボタンをクリック 

4. [更新]ボタンをクリック 

3. サブフォルダ名を編集 

表示順を指定 

1. 編集するサブフォルダを選択 
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10.1.7 個人管理のサブフォルダを削除する 

個人管理にある“組織”名フォルダツリーの

サブフォルダを削除します。 

サブフォルダを削除すると、そのサブフォ

ルダに登録されている配送先情報も削除されま

す。 

ツリーから削除したいサブフォルダをクリッ

クします。 

 

「個人管理」タブとツリーの間にある[削除]

ボタンをクリックして、“削除”ダイアログを表

示します。 

 

 [削除]ボタンをクリックすると、サブフォル

ダを削除してダイアログを閉じます。 

 

[キャンセル]ボタンをクリックすると、サブ

フォルダを削除しないでダイアログを閉じます。 

  

2. [削除]ボタンをクリック 

1. 削除するサブフォルダを選択 

3. [削除]ボタンをクリック 
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10.1.8 個人管理の配送先を追加する 

個人管理にあるサブフォルダに配送先を追加します。 

フォルダツリーから、配送先を追加したいサブフ

ォルダをクリックします。 

 

画面下部にある“名称”の表題上に並んでいる

[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。 

 

 

 

 

 

“追加”ダイアログの各項目を入力します。 

 

[新規登録]ボタンをクリックすると、ダイアログ

を閉じて、配送先を追加します。 

 

[キャンセル]ボタンをクリックすると、入力内容

を破棄してダイアログを閉じます。 

  

2. [追加]ボタンをクリック 

4. [新規登録]ボタンをクリック 

1. 配送先を追加したいサブフォルダを選択 

3. 各項目を入力 
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10.1.9  個人管理の配送先を編集する 

個人管理にあるサブフォルダに追加した配送先を編集

します。 

フォルダツリーから編集したい配送先情報が属性

しているサブフォルダをクリックします。 

 

画面下部にある“名称”の表題上に並んでいる[編集]ボ

タンをクリックして、“編集”ダイアログを表示します。 

 

 

 

 

 

“編集”ダイアログの配送先について各項目を編集しま

す。 

“表示順“プルダウンリストで”名称“一覧での表示順を

指定します。 

 

[更新]ボタンをクリックすると、ダイアログを

閉じて、配送先の情報が更新されます。 

 

[キャンセル]ボタンをクリックすると、編集内

容を破棄してダイアログを閉じます。 

 

  

2. [編集]ボタンをクリック 

4. [更新]ボタンをクリック 

1. 編集する配送先を選択 

3. 各項目を編集 

表示順を指定 



Edition PriBiz 

84 

10.1.10 個人管理の配送先を削除する 

個人管理タブの配送先を削除します。 

配送先一覧で削除する配送先の選択列にあるチェッ

クボックスを On にします。 

複数の配送先を選択できます。 

 

配送先一覧の上部にある[削除]ボタンをクリックし

て配送先削除ダイアログを表示します。 

 

 

 

 

[削除]ボタンをクリックすると、配送先を削除し

てダイアログを閉じます。 

 

[キャンセル]ボタンをクリックすると、配送先を

削除しないでダイアログを閉じます。 

 

 

  

2. [削除]ボタンをクリック 

3. [削除]ボタンをクリック 

1. 削除する配送先のチェックボックスを On 
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10.1.11 配送先をコピーする 

共有管理の配送先から個人管理の配送先

へ、または、個人管理の配送先を別のサブ

フォルダへコピーします。 

コピーしたい配送先の選択列にあるチェ

ックボックスを On にします。 

複数の配送先を選択できます。 

 

画面下部にある“名称”の表題上に並んで

いる[コピー]ボタンをクリックして、“コピ

ー”ダイアログを表示します。 

 

＊表示中の配送先一覧のすべて配送先をコピー

する場合は[全てをコピー]ボタンをクリックし

ます。 

 

“個人管理：”プルダウンで“組織名”を選択し、

サブフォルダを表示します。 

 

コピー先のサブフォルダをクリックします。 

 

 [コピー]ボタンをクリックすると、指定したサブ

フォルダに配送先がコピーして、ダイアログを閉

じます。 

 

[キャンセル]ボタンをクリックすると、コピーせ

ずダイアログを閉じます。 

 

 

10.1.12 承認ユーザーの配送先管理画面 

承認ユーザーの個人管理画面には、“個人管理：”の上に“担当者：”

が表示されます。 

 

“担当者：“プルダウンリストには同一組織（会社）に登録されてい

る他のユーザーが表示されます。 

他のユーザーを選択すると、選択したユーザーの配送先を参照することができます。 

＊他のユーザーの配送先の更新、削除、コピーはできません。 

2. [コピー]ボタンをクリック 

1. コピーする配送先のチェックボックスを On 

3.“組織名”を選択 

4. コピー先サブフォルダを選択 

5. [コピー]ボタンをクリック 
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10.2. アカウントを設定する 

[アカウント設定]画面では、アカウントの確認と更新が可能です。 

申請ユーザー・承認ユーザー共に自身のアカウント情報の確認ができます。 

システム設定でアカウント情報の更新も行えます。 

 

10.2.1 アカウント情報の確認と更新（申請ユーザー） 

アカウント情報を表示します。 

[アカウント設定]ボタンをクリックして、アカウン

ト設定画面を表示します。 

 

 

現在のアカウント情報が表示されます。 

 

各項目を修正して、[更新]ボタンをクリックすると、 

アカウント情報が更新されます。 

 

＊パスワードは非表示になっています。パスワー

ドを変更したい場合は、新しいパスワードを入力

します。 

＊システム設定によっては、アカウント情報表示

のみになり、更新はできません。 

  

1. [アカウント設定]ボタンをクリック 

2. 更新したい項目を入力 

3. [更新]ボタンをクリック 
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10.2.2 アカウント情報の確認と更新（承認ユーザー） 

アカウント情報を表示します。 

[アカウント情報]ボタンをクリックして、 

アカウント設定画面を表示します。 

 

 

現在のアカウント情報が表示されます。 

 

各項目を修正して、[更新]ボタンをクリックすると、 

アカウント情報が更新されます。 

 

＊パスワードは非表示になっています。パスワー

ドを変更したい場合は、新しいパスワードを入力

します。 

＊システム設定によっては、アカウント情報表示 

のみになり、更新はできません。 

  

1. [アカウント情報]ボタンをクリック 

2. アカウント情報を表示 

3. [更新]ボタンをクリック 
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10.3. 利用実績の集計をする 

指定した集計基準と期間を基に集計した結果を表示します。 

承認ユーザーの場合は、同組織（会社）に登録されているユーザー、または全ユーザーの利用実績を確認できます。 

[利用実績集計]ボタンをクリックして、利用実績集

計画面を表示します。 

 

集計基準ラジオボタンで集計基準を選択します。 

 

集計範囲リストボックスで表示したいユーザーを選

択します。 

＊集計範囲リストボックスは、承認ユーザーのみ表示

されます、申請ユーザーは自身の利用実績集計のみ表

示可能です。 

 

集計期間テキストボックスに集計期間を入力します。 

カレンダーアイコンをクリックすると、カレンダー

から日付を選択できます。 

 

[集計]ボタンをクリックすると、集計結果を表示しま

す。 

 

集計結果には、下記の項目が表示されます。 

 担当者 ・・・発注したユーザーを表示します。 

 申請日 ・・・ 発注申請した日を表示します。 

 最終承認日 ・・・ 最終承認ユーザーが承認した日を表示します。 

 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。 

  

1. [利用実績集計]ボタンをクリック 

2. 集計基準を選択 3. 集計範囲を選択 

（承認ユーザーのみ） 

5. [集計]ボタンをクリック 

4. 集計期間を入力 
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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

利用実績を 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。 

  

"担当者","申請日","最終承認日","出荷日","注文 ID","発注名","負担組織 1","負担組織 2" 

"谷

2","2016/06/17","2016/06/17","2016/06/20","226","No.000226-20160617200832","173","1

73" 

"谷","2016/05/30","2016/05/30","2016/06/03","174","No.000174","754,146","-1" 

"岩田 二郎（本社承認）","2016/06/02","2016/06/02","2016/06/20","182","No.000182 あ

","150","150" 

"岩田

","2016/06/08","2016/06/08","2016/06/20","200","No.000200-20160608103101","200","20

0" 

"谷

","2016/06/15","2016/06/15","2016/06/17","216","No.000216-20160615154514","385,148"

,"385,148" 

"谷

","2016/06/16","2016/06/16","2016/06/17","218","No.000218-20160616185331","1,373","

1,373" 

"谷

","2016/06/16","2016/06/16","2016/06/17","219","No.000219-20160616192247","173","17

3" 

"谷

","2016/06/17","2016/06/17","2016/06/17","220","No.000220-20160617134600","423","42

3" 

"谷

","2016/06/17","2016/06/17","2016/06/20","225","No.000225-20160617200603","373","37

3" 

"谷

","2016/06/20","2016/06/20","2016/06/20","228","No.000228-20160620114320","350","35

0" 

"谷

","2016/06/20","2016/06/20","2016/06/20","229","No.000229-20160620133505","373","37

3" 

,,,,,,"1,142,882","388,732" 
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10.4. 代理操作 

 承認ユーザーのみ、他のユーザーアカウントにて代理で発注操作を行えます。 

10.4.1 画面説明 

 

図：代理操作 

 

番号 項目 動作 

 代理操作 ボタン 代理操作画面を表示 

 ユーザー名 リンク 選択したユーザーでログイン 

 

10.4.2 操作説明 

【ログイン】 

ログインしたいユーザー名をクリックするとログインを行います。 

その後、代理で操作ができます。 

 

【ログアウト】 

代理操作終了後、”Logout”アイコンをクリックすると元のアカウントに戻ります。 
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