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Ｔｙｐｅ-Ｂについて

Type-Bでは担当者を選択後、該当する得意先を選択する事で伝票発行処理が進行します

対してType-Aでは、入力したログインIDとパスワードによって認証を得た上で、伝票発行処理が進行します

つまり
Type-Aは「ログインIDを開放した得意先向けの操作」
Type-Bは「自社営業担当者が出先で発注を行う用途の操作」
というニーズに応えようとするものです（※1）

　　　本書では「iPadを使ったType-Bの操作」について記述します

　　（※1）得意先へのログイン解放の有無については、パソコンの販売事務次官におけるメンテナンスで設定します
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ｉＰａｄ＆販売事務次官の起動

アイコンをタッチして

「ホームボタン」

「スリープ／スリープ解除ボタン」

※iPadは通常、電源を切る必要はありません。
使わないときは、「スリープ」というスタンバイ状態にしておきます。
iPadをスリープさせたり、スリープから復帰させるには、本体上部の「スリープ／スリープ解除」ボタンを1回押します。
また、iPadを一定時間操作せずにおいておくと、自動的にスリープ状態になります。

※iPadの基本となるのが「ホーム画面」です。
アプリケーションを終了して、ホーム画面に戻りたいときには、画面の下にある「ホームボタン」を押します。

【iPadの電源】
電源を入れる：　「スリープ／スリープ解除ボタン」をAppleロゴが画面に表示されるまで長押しします。
電源を切る：　「スリープ／スリープ解除ボタン」を数秒間押して、画面に赤い矢印のスライダーが出たら、矢印方向にスライドさせて電源を落します。

販売事務次官を起動します

ホーム画面
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発　注　～基本の流れ～

①担当者選択 ②得意先選択 ③各種選択 ④商品選択

⑤数量入力⑦注文確定⑧完了

選択

倉庫
選択

⑥明細確認へ

①

①・②の手順で進む

トップへ戻る

注文する

注文する②

商品カタログへ進む

明細を確認して　　
「注文する」をタッチ

複数注文する場合は④へ戻る

明細

すべて破棄 をタッチすると

入力中のデータが削除されＴＯＰ
画面に戻ります

ページ選択検索 表示切替

選択した得意先の「締め日」
「売掛残」が表示されます担当者毎の得意先が表示されます

数量
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商品検索

「検索」をタッチ

【商品グループ検索】

【文字検索】

選択

検索文字列を入力し「検索」をタッチ

商品グループを選択し「検索」をタッチ

検索方法は2種類あります

【検索結果】

商品名に「チョコレート」の文字が
入った商品が抽出されます
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表示切替　–商品カタログ-

【通常表示】

選択

【サムネイル表示】

「表示」をタッチ
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注文履歴確認

見たい履歴をタッチ

①

②

明細が表示されます
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販売事務次官の起動

アイコンをクリックして　　　　
「販売事務次官」を起動します

起動時画面

規定値

商品カタログ

商品部門

倉庫

商品在庫更新得意先

得意先残高更新担当者終了

サーバメンテナンスファイル

販売事務次官を
終了します
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メンテナンス　–　担当者　-
販売大臣に登録されている「担当者マスタ」をＷＥＢ上に公開します（ｉＰａｄに反映）

名前をダブルクリックすると移動します

移動が完了したら、「サーバー更新」を行ってください
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メンテナンス　–　得意先　-
販売大臣に登録されている「得意先マスタ」をＷＥＢ上に公開します（ｉＰａｄに反映）

●得意先をダブルクリックするとこのウィンドウが表示されます
●「ＷＥＢ開放しない」をクリックすると解除されます（右へ移動）
●解除されたことを確認して「サーバー更新」ボタンを押します

【ＷＥＢ公開を解除する場合】

●得意先をダブルクリックするとこのウィンドウが表示されます
●「確定」をクリックすると公開されます（左へ移動）
●公開されたことを確認して「サーバー更新」ボタンを押します

【ＷＥＢ公開する場合】

①「検索」ボタンを押すと、条件を含む得意先が表示されます。空欄の場合はすべて表示されます。

②「応研・販売大臣取込」ボタンは販売大臣から得意先マスタを取り込みます（※1）

②

①

（※1）大臣側に変更があった際のみ実行してください
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メンテナンス　–　得意先（編集）　-

編集したい得意先をダブルクリックすると
右のウィンドウが表示されます

ここで、得意先ログインの指定を行います
「許可する」場合はパスワードとメールアドレスを設定してください

（※1）得意先へログインを「許可する」と、Ｔｙｐｅ－Ａを使用してエンドユーザーが直接発注できるようになります
　　　　ログインを許可した得意先は、一覧表の認証に○印がつきます

（※1）

内容を変更したら必ず「サーバー更新」を行ってください
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得意先ＩＤ・パスワードの確認

【 「得意先ID」・「パスワード」を確認するには 】

①パソコンの販売事務次官を起動する

②「メンテナンス」→「得意先」を開く

③得意先をダブルクリックすると上記ウィンドウが開きます

・得意先IDにコードを入力

・パスワードにパスワードを入力

【 ｉＰａｄ（Ｔｙｐｅ-Ａ）ログイン画面 】

（※注）メールアドレスを指定すると、Type-Aからの注文時に
設定したアドレスへ「受注確認メール」が自動的に配信されます
Type-Bからの注文時には設定していてもメールは配信されません

得意先ＩＤとパスワードはｉＰａｄ（Ｔｙｐｅ-Ａ）ログインの際に必要です
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メンテナンス　–　倉庫　-
販売大臣に登録されている「倉庫マスタ」をＷＥＢ上に公開します（ｉＰａｄに反映）

倉庫をダブルクリックすると移動します

移動が完了したら、「サーバー更新」を行ってください
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メンテナンス　–　商品部門　-

商品部門をダブルクリックすると移動します

移動が完了したら、「サーバー更新」を行ってください

販売大臣に登録されている「商品部門マスタ」をＷＥＢ上に公開します（ｉＰａｄに反映）
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メンテナンス　–　商品カタログ（作成）　-
ＷＥＢ上に公開する「商品カタログ」を作成します。
販売大臣のマスタから商品を選んでＷＥＢ上にＵＰしてください。（ｉＰａｄに反映）

【ＷＥＢ公開する商品カタログ】 【応研・販売大臣に登録されている商品】

【ＷＥＢカタログに商品を追加する場合】

①カタログのどの場所に追加するかを決めてください

　選択：「最後尾に追加」ｏｒ「カーソル下に追加」

　※カーソル下に追加する場合は、左画面の商品を選択してください

②追加する商品をダブルクリックしてください

③追加されたことを確認して「サーバー更新」を行ってください

①

②

【ＷＥＢカタログの商品を削除する場合】

①削除する商品を選択してください

②「リストから削除」ボタンを押してください

③削除されたことを確認して「サーバー更新」を行ってください

③

③

②

販売大臣から商品マスタを取り込みます（※1）

①

（※1）大臣側に変更があった際のみ実行してください



17

メンテナンス　–　商品カタログ（編集）　-

編集したい商品をダブルクリックすると
右のウィンドウが表示されます

ここで「商品の詳細設定」や「画像の取り込み」を行います

内容を変更したら必ず「サーバー更新」を行ってください
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メンテナンス　–　規定値の設定　-
①「データ監視間隔」はｉＰａｄから送信されるデータの受
信間隔を指定します。この場合１２０分毎に受信するよ
うになっています

②「送信メールのヘッダ」に表示する文字列を指定します

③「送信メールのフッタ」に表示する文字列を指定します

①

②

③

④

④「サーバ更新間隔」はｉＰａｄへ送信されるデータの更
新間隔を指定します。この場合３０分毎に更新するよう
になっています。

⑥内容を変更したら必ず「登録」ボタンを押してください。

⑤

(1)  商品の在庫データ
(2)  得意先の現在残高

更新するデータは以下の2点です

（※注）Ｔｙｐｅ-Ｂからの注文にはメール返信をしません
メールのヘッダ・フッダはＴｙｐｅ-Ａからの注文の際に有効となります

⑤「得意先へ開放する際(Type-A）の規定値」ボタンを
押すと下記ウィンドウが表示されます。ここで「倉庫」と
｢伝票区分」の指定を行います

⑥



19

サーバー　–　得意先残高更新・商品在庫更新　-

【得意先残高更新】

【商品在庫更新】

「得意先残高」及び「商品在庫」を更新します

※通常は「設定」画面で指定した「サーバ更新間隔」で自動更新するようになっています
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ｉＰａｄから届いた発注データを販売大臣に送信します
この画面から「伝票削除」・「数量変更」・「商品削除」が行えます

販売事務次官→販売大臣

ｉＰａｄから届いた未処理データ

① ② ③ ④ ⑤

①通常は「設定」画面で指定した「データ監視間隔」で自動更新するようになっていますが、すぐ受信したい場合は
「今すぐ受信」ボタンを押してください

②伝票を選択し「明細参照」ボタンを押すと、右上図が開きます。ここで「数量変更」及び「商品削除」が行えます

③売上伝票を削除したい場合は、削除したい伝票を選択し「伝票削除」ボタンを押します

④「すべて大臣へ出力」ボタンを押すと未処理の伝票が販売大臣に送信されます。送信されたデータは「処理済」タ
グで確認できます

⑤販売事務次官を終了します

②明細参照画面

「数量変更」
●変更したい商品を選択して「数量変更」ボタンを押してください
●下画面で数量変更し「確定」ボタンを押してください
「商品削除」
●削除したい商品行を選択して「行削除ボタン」を押してください

変更・削除した場合は必ず「更新して閉じる」ボタンを押してください
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応研・販売大臣画面

「販売大臣」を確認してください

「販売事務次官」からのデータが確認できれば完了です


