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1 システム概要

１．請求書ＷＥＢについて

２．請求書ＷＥＢの流れ

３．請求書ＷＥＢのメリット

４．請求書ＷＥＢの業務概要

５．動作環境

2 導入

3 基本操作

１．請求書ＷＥＢの起動

２．ログイン

３．メニュー画面

４．ログアウト

4 請求金額を確認したい

5 請求書の内容を確認したい

6 請求書を印刷したい

7 請求書をデータで抜き出したい

8 月次帳票を確認したい

9 月次帳票を印刷したい
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11 帳票を検索したい（直近6ヶ月以内）

12 帳票内容を検索したい（直近6ヶ月以内）

13 その他請求書を確認したい（直近6ヶ月以内）

14 帳票を検索したい（直近7ヶ月以上前）

15 独自データを抜き出したい

16 その他機能

１．パスワードを忘れてしまった

２．パスワードを変更したい
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17 Ｑ＆Ａ集
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請求書、月次帳票を、ＷＥＢ経由で閲覧できるシステム。

導入前

・締め後、請求書が届くのに時間がかかる。

・納品書と請求書の突合が大変。

・７年分の請求書を保管しておくスペースが必要。

導入後 ・締日翌日に閲覧が可能になる為、経理処理が短縮できる。

・請求書をデータで抜き出せるので、自社データと突合ができる。

・電子取引（電子帳簿保存法に対応しているため）

　紙による請求書の保存が不要（申請も不要）。

＜請求書・月次帳票・その他請求書の閲覧＞ ＜過去帳票管理＞

①請求書をパソコンで閲覧できます。 ①過去11年分の請求書、月次帳票が検索、閲覧できます。

・請求書

・請求明細 ②パソコン内で請求書、月次帳票の保管ができます。

・リベート案内書

②月次帳票もパソコンで閲覧できます。 ＜請求データ（CSVデータ）管理＞

・商品別諸経費明細リスト ①請求書の内容をデータで抜き出すことができます。

・返品手数料発生対象品番リスト ※保存期間：6ヶ月

・様渡し手数料請求対象売上明細リスト

＜独自ＣＳＶデータ受取＞

③その他請求書が閲覧できます。 ①ＣＳＶデータを受け取ることができます。

共販店独自請求書が閲覧できます。 ※保存期間：6ヶ月

※携帯電話には対応していません。

※スマートフォンでも閲覧できますが、スマートフォン用サイトは

　 ありません。

※インターネットオプション ⇒ 詳細設定 ⇒ セキュリティ ⇒

 　TLS1.2の使用にチェックをお願いします。

ＰＣ

３．請求書ＷＥＢのメリット

 7 以降Windows

1 システム概要

１．請求書ＷＥＢについて

２．請求書ＷＥＢの流れ

請求書ＷＥＢサーバ 取引先

－１－

インターネット

４．請求書ＷＥＢの業務概要

５．請求書ＷＥＢの動作環境

ブラウザ

Google Chrome

Mozilla FireFox

Internet Explorer

Android

iOS

51 以降

47 以降

 8 以降

 6 以降

 9 以降
タブレット

閲覧、抜出

印刷、検索



申請時の必要事項 ・メールアドレス ＜メールアドレス＞

・希望帳票 請求書公開案内メール受信などに使用します。

　　（請求書、月次帳票・その他請求書）

・利用申請登録が終わるとメールが届きます。

　メール本文内のＵＲＬをクリックすることで、請求書ＷＥＢ

　画面が開きます。

＜ユーザＩＤ＞

メール本文内に「ユーザＩＤ」が含まれています。

※パスワード設定期限は5日間となります。

・新規パスワードを設定します。

＜パスワード＞

パスワードは、８文字以上、２０文字以内で、半角英数

および記号（ _#\$%&@ ）で設定します。

必ず英字と数字を組み合わせて作成してください。

・パスワード登録完了画面が開きます。

※ログイン画面を「お気に入り」登録や「ショートカット」を

　 作成することでいつでも請求書ＷＥＢを閲覧できます。

－２－

２．「お客様ユーザ新規登録のお知らせ」メール

３．初期設定をする

2 導入

１．トヨタモビリティパーツへ請求書ＷＥＢの利用申請を行う



＜方法①＞

・請求書、月次帳票等が発行されると案内メール本文内の

　ＵＲＬをクリックします。

＜方法②＞

・お気に入り内のタイトルをクリックします。

＜方法③＞

・ショートカットアイコンをクリックします。

・ＩＤ、パスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。

※パスワードを４回間違えると、３０分間ロックされます。

　　３０分待つか、担当営業スタッフへ連絡してください。

※パスワードの有効期限は、１８０日（６か月）です。

＜ログイン後勝ち＞

　一つのＩＤで同時接続は出来ません。

　後からログインしたユーザーが、優先になります。

3 基本操作

１．請求書ＷＥＢシステムの起動　（以下３方法あり）

２．ログイン

－３－

件名 [トヨタ部品共販 請求書WEB] 請求書が発行されました



・パスワードを有効期限が切れたままログインすると

　「パスワード設定画面」に自動的に遷移します。

・パスワード設定方法については、１６．「その他機能」を

　ご確認ください。

・メニュー画面が開きます。

・パスワードの有効期限が近付くと、メニュー画面に

　メッセージが表示されます。

・ヘッダー部の機能名をクリックし、各機能へ遷移します。

・メイン部の機能ボタンをクリックし、各機能へ遷移します。

・画面右上の「ログアウト」ボタンをクリックします。

※ログイン後、３０分間操作をしなかった場合、

　 「セッションがタイムアウト」されます。

　 その場合は、再度ログインをしてください。

－４－

３．メニュー画面

４．ログアウト

パスワードの有効期限はあと●日です

パスワードの有効期限が過ぎました。

パスワードを再設定してください。

新しいパスワードの有効期限は１８０日です。

ヘッダー部

メイン部



・メニュー画面より「帳票検索」をクリックします。

・帳票検索画面が開きます。

・画面下段の帳票リストに最新の「請求書」が表示されています。

・帳票名欄の「請求書」をクリックします。

・支払詳細画面が開きます。

・ご請求額、当月発生額で確認します。

※発行案内メールのＵＲＬよりアクセスすると、

　 直接支払詳細画面へ遷移します。

4 請求金額を確認したい

－５－



・メニュー画面より「帳票検索」をクリックします。

・帳票検索画面が開きます。

・画面下段の帳票リストに最新の「請求書」が表示されています。

・選択欄にチェックを付け、「印刷」ボタンをクリックすることで、

　請求書をＰＤＦ形式で開くことができます。

※ページ数により時間がかかる場合があります。

※鑑のみ、明細のみ出力したい場合は、印刷ボタン上部の

　 「鑑」「明細」のみにチェックを付け印刷してください。

・ 4 請求金額を確認するの印刷ボタンクリックでも確認

　できます。

※鑑のみ、明細のみの選択は出来ません。

5 請求書の内容を確認したい

－６－



・メニュー画面より「帳票検索」をクリックします。

・帳票検索画面が開きます。

・画面下段の帳票リストに最新の「請求書」が表示されています。

・選択欄にチェックを付け、「印刷」ボタンをクリックすることで、

　請求書をＰＤＦ形式で開くことができます。

※ページ数により時間がかかる場合があります。

※鑑のみ、明細のみ出力したい場合は、印刷ボタン上部の

　 「鑑」「明細」のみにチェックを付け印刷してください。

・請求書画面で、「印刷」ボタンをクリックすると印刷されます。

6 請求書を印刷したい

－７－



・メニュー画面より「帳票検索」をクリックします。

・帳票検索画面が開きます。

・画面下段の帳票リストに最新の「請求書」が表示されています。

・選択欄にチェックを付け、「ＣＳＶ出力」ボタンをクリックします。

・保存確認画面が開きますので、「保存」をクリックします。

・任意の場所を選択し、「保存」をクリックします。

※今回はデスクトップに保存します。

7 請求書をデータで抜き出したい（過去６ヶ月間のみ）

－８－



・デスクトップ上にある、「yyyymmdd_Invoice．Zip」を

　ダブルクリックします。

・デスクトップに、「yyyymmdd_Invoice」フォルダが、

　作成されます。

・フォルダを開くと、左記４ファイルが表示されます。

4 請求金額を確認するのＣＳＶ出力ボタンクリックでも

データの抜出は出来ます。

例）

＜出力ファイル名＞

201909031808_Invoice．ZIP

＜ファイル内容＞

Invoice_201909031808．csv ←請求書鑑

InvoiceKagami2_201909031808．csv ←請求書鑑２

Urikake_201909031808．csv ←請求明細（納品書№単位）

UrikakeMeisai_201909031808．csv ←請求明細（品番単位）

※請求明細の内容（納品書№単位、品番単位）にかかわらず、上記４つのファイルが出力されます。

－９－



・１１－１．の「ＣＳＶ出力」ボタンをクリックまでは同じです。

　大量データ出力後、左記メッセージが表示されます。

　作成完了の通知はＣＳＶ出力したユーザー宛てに

　届きます。

　画面上部の「請求書ＷＥＢ」をクリックすれば

　メニュー画面に遷移します。

・メニュー画面の「ＣＳＶファイルダウンロード」を

　クリックすると、データの保存等が出来ます。

　以降の操作は１１－１．の「保存」と同じです。

－１０－

※大量の請求書の帳票データを抜き出す場合



・メニュー画面より「帳票検索」をクリックします。

・帳票検索画面が開きます。

・画面下段の帳票リストに最新の「帳票」が表示されています。

・帳票名欄の該当帳票をクリックします。

※実績がないと表示されません。

・支払詳細画面が開きますので、「印刷」をクリックします。

・帳票がＰＤＦ形式で表示されます。

・帳票検索画面下段にある選択欄の該当帳票にチェックを付け

　「印刷」ボタンをクリックすることで帳票を確認することも

　可能です。

8 月次帳票を確認したい

－１１－



・メニュー画面より「帳票検索」をクリックします。

・帳票検索画面が開きます。

・画面下段の帳票リストに最新の「請求書」が表示されています。

・選択欄にチェックを付け、「印刷」ボタンをクリックすることで、

　請求書をＰＤＦ形式で開くことができます。

※ページ数により時間がかかる場合があります。

※明細のみ出力したい場合は、印刷ボタン上部の

　「明細」のみにチェックを付け印刷してください。

・請求書画面で、「印刷」ボタンをクリックすると印刷されます。

9 月次帳票を印刷したい

－１２－



・メニュー画面より「帳票検索」をクリックします。

・帳票検索画面が開きます。

・画面下段の帳票リストに最新の「帳票」が表示されています。

・帳票名欄の該当帳票をクリックします。

※選択欄でチェックを付けてのＣＳＶ出力は出来ません。

　 必ず支払詳細画面より出力してください。

・支払詳細画面が開きますので、「ＣＳＶ出力」ボタンを

　クリックします。

※出力されるファイルは、ＣＳＶ形式になります。

例）

＜出力ファイル名＞

20161124_HenpinFeeList．CSV ←返品手数料発生対象品番リスト

20161124_SalesDetailList．CSV ←様渡し手数料請求対象売上明細リスト

20161124_ShokeihiList．CSV ←商品別諸経費明細リスト

10 月次帳票をデータで抜き出したい

－１３－



・メニュー画面より「帳票検索」をクリックします。

＜日付による絞込み＞

・帳票検索画面が開きます。

①検索したい帳票を選択します。

②検索日時の対象を選択します。

帳票日・・・・・請求日

作成日・・・・・公開された日

③日付を指定します。

④特記事項を選択します。

空白・・・・・・・公開されている請求書

引戻済・・・・・取消された請求書

⑤「検索」ボタンをクリックすると、下段に結果が表示されます。

例）

例）９月度の請求書を見たい

①帳票名を請求書のみ選択

②帳票日を選択

③月を指定・・・・・「９月」を選択

＜金額による絞込み＞

・帳票検索画面が開きます。

①検索したい帳票を選択します。

②金額を指定します。

金額・・・・・ご請求額、繰越残高、当月御入金額、

　　　　　　　当月発生額

範囲・・・・・次の値に等しい、等しくない

　　　　　　　次の値以上、以下

　　　　　　　次の値の間、間以外

③特記事項を選択します。

空白・・・・・・・公開されている請求書

引戻済・・・・・取消された請求書

④「検索」ボタンをクリックすると、下段に結果が表示されます。

例）

例）1ヶ月の取引金額が1,000万円～3,000万円の請求書が見たい

①帳票名を請求書のみ選択

②金額・・・・・「当月発生額」を選択

③範囲・・・・・「次の値の間」を選択

④金額を入力・・・・・ ～

－１４－

11 帳票を検索したい　（直近6ヶ月以内）

30,000,00010,000,000

①

②
③

①

② ③

①

②

④

③

①

② ③ ④

⑤

④



・メニュー画面より「帳票詳細検索」をクリックします。

・帳票詳細検索画面が開きます。

・検索したい帳票ボタンをクリックします。

※今回は請求書で検索します。

・請求書詳細検索画面が開きます。

①検索したい帳票を選択します。

②下段に選択した帳票の検索項目が表示されます。

　 最大で5つまで指定ができます。

※指定可能項目は、「１８ 詳細検索項目一覧」を参照

12 帳票内容を検索したい　（直近6ヶ月以内）　　※CSV出力は出来ません

－１５－

①

②



例１）

例１）2016年11月20日の請求書で、納品書№「634120」の金額を

　　　 調べたい。

①検索対象帳票　請求明細書（納品書№）を選択

②共通項目　請求年月日に「2016/11/20」を入力

③検索項目　設定0で「納品書№」を選択

④範囲を「次の値を含む」を選択し「634120」を入力

⑤「検索」ボタンをクリックすると、下段に検索結果が

　 表示されます。

⑥詳細を見る場合は、内容表示欄の「表示」をクリックします

⑦新規画面が表示され、検索項目にヒットした部分が

　 黄色く表示されます

⑧金額が表示されます。

⑨次に作業をする場合は、画面下の「閉じる」ボタンを

　 クリックしてください

例２）

例２）2016年11月20日の請求書で、リマーク１「ｻﾞｲｺ」と

　　　 商品代が1,000～3,000円の納品書№を調べたい。

①検索対象帳票　請求明細書（納品書№）を選択

②共通項目　請求年月日に「2016/11/20」を入力

③検索項目　設定0で「リマーク1」を選択

④範囲を「次の値を含む」を選択し「ｻﾞｲｺ」を入力

⑤検索項目　設定1で「商品代」を選択

⑥範囲を「次の値の間」を選択し、「1,000」～「3,000」を入力

⑦「検索」ボタンをクリックすると、下段に検索結果が

　 表示されます。

⑧詳細を見る場合は、内容表示欄の「表示」をクリックします

⑨新規画面が表示され、検索項目にヒットした部分が

　 黄色く表示されます。

⑩納品書№が表示されます

⑪次に作業をする場合は、画面下の「閉じる」ボタンを

　 クリックしてください

－１６－

③
④

①

②

⑤

⑥

⑦

⑦ ⑧

③
④

①

②

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑨

⑪

⑨

⑨

⑩



・メニュー画面より「独自請求書検索」をクリックします。

・検索項目を入力し、「検索」をクリックします。

①請求書番号・・・・・請求書番号が分かる場合入力

②帳票日・公開日・・・・・日付で絞る場合入力

帳票日・・・請求日

公開日・・・公開された日

③金額・・・・・ご請求額、金額店舗合計、消費税店舗合計、

　　　　　　　　税込金額店舗合計

④範囲・・・・・次の値に等しい、等しくない

　　　　　　　　 次の値以上、以下

　　　　　　　　 次の値の間、間以外

⑤特記事項を選択します。

空白・・・・・・・公開されている請求書

引戻済・・・・・取消された請求書

・下段に検索結果が表示されます。

・詳細を見る場合は、帳票名欄の「独自請求書」をクリックします。

・支払詳細画面が開きます。

・「印刷」ボタンをクリックすることで請求書の詳細が閲覧できます。

※印刷、ＣＳＶ出力に関しては、請求書、月次帳票と同じです。

13 その他請求書を確認したい（直近6ヶ月以内）

－１７－

③ ④

①

②

⑤



・メニュー画面より「過去帳票検索」をクリックします。

・過去帳票検索画面が開きますので、「帳票検索」を

　クリックします。

＜日付による絞込み＞

・帳票検索画面が開きます。

①検索したい帳票を選択します。

②検索日時の対象を選択します。

帳票日・・・・・請求日

作成日・・・・・公開された日

③日付を指定します。

④特記事項を選択します。

空白・・・・・・・公開されている請求書

引戻済・・・・・取消された請求書

⑤「検索」ボタンをクリックすると、下段に結果が表示されます。

例）

例）2016年7月の請求書を見たい

①帳票名を請求書のみ選択

②帳票日を選択

③年月日指定・・・・・「2016年7月31日」を選択

④「検索」ボタンをクリックすると、下段に結果が表示されます。

⑤選択欄にチェックを付けます。

⑥「印刷」ボタンをクリックすることで、請求書をＰＤＦ形式で

　 開くことができます。

※ページ数により時間がかかる場合があります。

※鑑のみ、明細のみ出力したい場合は、印刷ボタン上部の

　 「鑑」「明細」のみにチェックを付け印刷してください。

14 帳票を検索したい（直近7ヶ月以上前）　　※CSV出力は出来ません

１．帳票検索

－１８－

①

②
③

④

①

② ③

④

⑤

⑥

⑤



・メニュー画面より「過去帳票検索」をクリックします。

・過去帳票検索画面が開きますので、「独自請求書検索」を

　クリックします。

＜日付による絞込み＞

・帳票検索画面が開きます。

①検索日時の対象を選択します。

帳票日・・・・・請求日

作成日・・・・・公開された日

②日付を指定します。

③「検索」ボタンをクリックすると、下段に結果が表示されます。

例）

例）2016年10月中に発行された独自請求書を見たい

①帳票日を選択

②期間指定・・・・・「2016/10/01　～　2016/10/31」を選択

③「検索」ボタンをクリックすると、下段に結果が表示されます。

④選択欄にチェックを付けます。

⑤「印刷」ボタンをクリックすることで、請求書をＰＤＦ形式で

　 開くことができます。

※ページ数により時間がかかる場合があります。

※鑑のみ、明細のみ出力したい場合は、印刷ボタン上部の

　 「鑑」「明細」のみにチェックを付け印刷してください。

－１９－

２．独自請求書検索

①
②

③

①
②

③

④

⑤



・メニュー画面より「過去帳票検索」をクリックします。

・過去帳票検索画面が開きますので、「帳票詳細検索」を

　クリックします。

・帳票詳細検索画面が開きます。

・検索したい帳票ボタンをクリックします。

※今回は請求書で検索します。

・請求書詳細検索画面が開きます。

①検索したい帳票を選択します。

②下段に選択した帳票の検索項目が表示されます。

　 最大で5つまで指定ができます。

※指定可能項目は、「１８ 詳細検索項目一覧」を参照

３．帳票詳細検索

－２０－

①

②



例１）

例１）2016年7月31日の請求書で、納品書№「503067」の金額を

　　　 調べたい。

①検索対象帳票　請求明細書（納品書№）を選択

②共通項目　年月日指定に「2016/07/31」を入力

③検索項目　設定0で「納品書№」を選択

④範囲を「次の値を含む」を選択し「503067」を入力

⑤「検索」ボタンをクリックすると、下段に検索結果が

　 表示されます。

⑥詳細を見る場合は、内容表示欄の「表示」をクリックします

⑦新規画面が表示され、検索項目にヒットした部分が

　 黄色く表示されます

⑧金額が表示されます。

⑨次に作業をする場合は、画面下の「閉じる」ボタンを

　 クリックしてください

－２１－

①

②

③ ④

⑤

⑥

⑦

⑦ ⑧

⑨



例２）

例２）2016年7月31日の請求書で、リマーク１「ｻﾞｲｺ」と

　　　 商品代が1,000～3,000円の納品書№を調べたい。

①検索対象帳票　請求明細書（納品書№）を選択

②共通項目　年月日指定に「2016/07/31」を入力

③検索項目　設定0で「リマーク1」を選択

④範囲を「次の値を含む」を選択し「ｻﾞｲｺ」を入力

⑤検索項目　設定1で「商品代」を選択

⑥範囲を「次の値の間」を選択し、「1,000」～「3,000」を入力

⑦「検索」ボタンをクリックすると、下段に検索結果が

　 表示されます。

⑧詳細を見る場合は、内容表示欄の「表示」をクリックします

⑨新規画面が表示され、検索項目にヒットした部分が

　 黄色く表示されます。

⑩納品書№が表示されます

⑪次に作業をする場合は、画面下の「閉じる」ボタンを

　 クリックしてください

－２２－

①

②

③ ④

⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨

⑨

⑨

⑩

⑪



・メニュー画面より「独自データダウンロード」をクリックします。

・独自データダウンロードロード画面が開きます。

・下段にアップロードされたファイルの一覧が表示されますので、

　摘要欄の「ダウンロード」ボタンをクリックします。

・そのまま開くか、保存してご使用ください。

・件数が多い場合は、公開日による絞込みができます。

①公開日を入力します。

②「検索」ボタンで、絞り込むことができます。

15 独自データを抜き出したい

－２３－

①

②



・ログイン画面より、「パスワードを忘れた場合」をクリックします。

・パスワード問合せ画面が開きますので、「ユーザＩＤ」を入力し、

　「送信」ボタンをクリックします。

・登録してあるメールアドレスに、「ユーザログイン情報通知」

　メールが届きます。

・メール本文内のＵＲＬよりアクセスし、再度新規でパスワードを

　設定してください。

※再登録メールの有効期限は1時間です。

　1時間以上経過してしまった場合は、再度パスワード問合せ

　を実行してください。

※直近4回で使用したパスワードは使用できません。

・メニュー画面より「パスワード変更」をクリックします。

※パスワードの有効期限は１８０日（６か月）です。

・現在のパスワードを入力します。

・新規のパスワードを入力します。

・確認のため、再度新規パスワードを入力します。

・入力後、「更新」ボタンをクリックします。

※直近4回で使用したパスワードは使用できません。

16 その他機能

１．パスワードを忘れてしまった

２．パスワードを変更したい

－２４－



・メニュー画面より「アカウント設定」をクリックします。

・アカウント設定画面が表示されますので、メールアドレスを

　変更し、「更新」ボタンをクリックします。

－２５－

３．メールアドレスを変更したい



17 Ｑ＆Ａ集

ＷＥＢでもらった請求書は、印刷をして保管しなければいけないのですか？Ｑ１

Ａ１

請求書ＷＥＢシステムは、電子帳簿保存法の条件を満たしている電子取引にあたるので、紙による保管は不要で
す。
（システム構築時に県内の税務署へ確認はとっていますが、法律の表現の解釈に幅があるので
所轄税務署へも確認してください）

Ｑ２ 電子帳簿保存の申請をしなくてはいけないのですか？

Ａ２

請求書ＷＥＢにて請求書を授受することは、電子帳簿保存法の条件を満たしている電子取引にあたるので、
申請は不要です。
（システム構築時に県内の税務署へ確認はとっていますが、法律の表現の解釈に幅があるので
所轄税務署へも確認してください）

Ｑ３ 過去の請求書も閲覧できるが、過去もらった紙の請求書は破棄してもいいですか？

Ａ３
請求書の電子保存が認められるのは、ＷＥＢで請求書の授受をしたものからになります。
過去紙でもらった請求書は、今まで通り７年間紙による保存が必要です。

Ｑ４ 請求書は何年前まで閲覧できるのですか？

－２６－

Ａ４ ＷＥＢによる請求書の授受を開始後、１１年間閲覧可能です。

Ｑ５ 携帯電話やスマートフォンから請求書の閲覧可能ですか？

Ａ５
携帯電話には対応していません。
スマートフォンでも閲覧できますが、スマートフォン用サイトはありません。



－２７－

コメント6
コメント5
コメント4
コメント3
コメント2
コメント1
電話番号
営業所住所2
営業所住所1
営業所名
当月御請求額（後）
当月発生額2
リベート消費税額
項目名2
リベート額
項目名1
消費税等
商品代
当月御入金額
繰越残高
前1月
前2月 税込金額店舗合計
前3月 請求先返品金額計 消費税店舗合計

お客様返品金額計 税込金額
前1残高 共販担当者コード
前2残高 共販担当者コード 金額

請求先商品金額計 金額店舗合計

前3残高 担当 単価 お客様商品金額計 消費税
お知らせ リマーク2 数量 合計金額 返品金額 金額

単価 数量 数量
次回口座引年月日 リマーク1 品名 金額
円見出し 金額 Ｍ

商品金額 単価

当月発生額1 消費税 軽減マーク 数量 単価 摘要
口座振替見出し2 商品代 品番 メーカー区分 返品手数料率 備考

リマーク2 理由コード 営業所住所2
口座振替見出し1 伝区 担当 諸経費合計 品番
ご請求額 納品書№ リマーク1 月次累積売上額

返品処理コード 電話番号

お得意様名2 軽減マーク 伝区 当月売上額 リマーク1 品名 営業所住所1
お得意様名1 共販拠点 納品書№ 諸経費 納品区分 メーカー区分 営業所名

伝票№ 伝票№ 請求額
住所2 合計（合計金額） 月日 月日 明細データ 諸経費対象額 伝区
住所1 合計（消費税） お得意様名2 お得意様名2 お客様名 当旬売上額

品番 振込先

郵便番号 合計（商品代） お得意様名1 お得意様名1 請求お客様名 名称 請求年月日 請求年月日 支払期日
請求年月日 合計金額 請求年月日 請求年月日 請求年月日 お客様名 お客様名 お客様名 請求日

お客様コード・本支店コード お客様コード・本支店コード 請求先コード
お客様コード 消費税 お客様コード お客様コード お客様コード 本支店コード請求先 本支店コード請求先
請求先コード 商品代 請求先コード 請求先コード 請求先コード お客様コード・本支店コード

本支店コード請求先 お客様名

発行日 税率 発行日 発行日 発行日 発行日 発行日 発行日 請求書番号

18 詳細検索項目一覧

請求書（鑑） 請求書（鑑2） 請求明細書（納品書№） 請求明細書（品番） リベート案内書 商品別諸経費明細リスト 様渡し手数料請求対象売上明細リスト 返品手数料発生対象品番リスト 独自請求書


