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＜1.はじめに＞

このたびは「REDISuite/Web型BMS」をご利用いただきありがとうございます。

本マニュアルは、利用形態が「Web型(Web画面入力・データ連携)」を
ご利用のユーザ様を対象としております。

各画面の機能、操作内容についてご説明しておりますが、本書に記載しております画面表示内容、
帳票表示内容は実際にご利用いただくものとは異なります。あらかじめご了承をお願い致します。

実際の画面表示内容や帳票印字内容は、ユーザ様からの改善要望などにより予期なく変更となる
場合がございます。

※REDISutie/Web型BMSは、本マニュアルでは以後「REDISuite」と表記いたします。

その他のマニュアルについて

「導入マニュアル」

初期手続きについて説明したものです。
REDISuiteを開始するにあたっての、注意点・必要な手続き等を説明しています。

※本システムをはじめて利用する方は必ずお読みください。

[注意点]

　ご利用に際しての注意点
　　◆本システム終了の際にブラウザの「閉じる」ボタン（ウィンドウ右上の×）を
　　　使用すると、６０分間ログイン状態となります。
　　　６０分以内に再度ログインすると、警告メッセージが表示されますが、
　　　「強制ログイン」する場合は「ＯＫ」をクリックしてください。
　　　(６０分間操作しない状態が続くと、自動でログアウトします。)

○クライアント証明書発行サイト【ヘルプデスク お問合せ先】

○クライアント証明書発行サイト【ヘルプデスク お問合せ先】
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＜2.作業の流れ＞

【2-1 作業の流れ】

［ＦＡＸ発注データの受注登録］
ＦＡＸ発注データにて受注した内容を登録します。
※本作業は必須ではありません。ＦＡＸ発注をご利用される方のみ実施してください。

［発注内容確認］
受注した内容を確認します。

［作業対象伝票の選択］
出荷作業を行う（出荷入力する）伝票を選択します。

［ピッキングリストの印刷］
ピッキングリストの印刷（システム上必須作業ではありません）

［出荷情報の登録］
選択した伝票に対して出荷入力を行います。

［出荷情報の確定］
入力した出荷情報を確定します。

［出荷データ確定］
確定した伝票の出荷データを作成します。（この段階ではまだ送信されていません）

［出荷データの送信］
作成した出荷データを送信します。（小売側へ送信されます）

［納品明細書の印刷］
納品明細書を印刷します。

［データダウンロード］
出荷・受領データなどをダウンロードします。

［データアップロード］
出荷データなどをアップロードします。
出荷データを作成が出来ないパートナー様は、発注データより出荷データを作成する
ツールを準備していますので、出荷データ作成ツールをダウンロード後、ご使用願います。

Ｗｅｂ画面操作 クライアントＰＣ操作 現場作業
（システム対象外）

発注内容確認（項番3-1）

出荷（納品）

発注

ＸＸ ピッキング・検品作業

貴社の自社システムにて
ピッキング作業を実施して
いただきます。

作業対象伝票の選択（項番3-2）

ピッキングリスト印刷（項番3-3）

出荷情報の登録（項番3-4、3-5、3-6）

出荷情報の確定（項番3-7）

出荷データの作成（項番4-1）

出荷データの送信（項番4-2）

納品明細書の印刷（項番5-1）

データダウンロード（項番6-1）

ＸＸ
Ｘ

出荷・受領など

ＦＡＸ発注データの受注登録（項番3-8）※

データアップロード（項番7-1）

出荷など
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【3-1 発注内容確認】

受注内容の確認を行います。法人、パートナーコード、納品予定日(店着日)、直接納品先、テスト区分
ごとに受注伝票数の合計が表示され、該当の伝票をＰＤＦ形式で印刷し、受注内容を確認します。

3-1-1 発注一覧画面
＜画面での確認＞

メニュー画面より、「出荷検品」ボタンをクリックします。
発注一覧は初期状態では、未作業の伝票一覧が表示されます。
※【3-8】の操作で受注登録を行ったＦＡＸ発注データ分の伝票も、一覧に表示されます。

パートナーコード、納品予定日（店着日）、直接納品先、テスト区分単位で
発注内容の一覧を表示します。
※初期表示は、作業状態が「未作業、作業中」の一覧が表示されます。

特定の納品日で一件でも未送信伝票がある場合、発注一覧にデータが残っています。
必ず出荷データ送信処理を行ってください。

◆◆◆一覧表示する条件を変更したい場合◆◆◆

検索条件指定して「検索」ボタンをクリックすると、
対象を絞り込んで表示することが出来ます。

検索条件 意味
作業状態 「未作業・検品中」「全て作業済」のいずれかを選択します
発注元企業 －
パートナーコード パートナーコードごとに検索できます
納品予定日 納品予定日ごとに検索できます
詳細絞込み その他検索条件を選択し検索できます
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＜帳票での確認＞
印刷（参照）したい帳票の「印刷」ボタンをクリックし、帳票をダウンロードします。
既に印刷済のものは「再印刷」とボタン名が表示されます。（印刷は何度でも可能です）

発注内容をＰＤＦ形式の帳票で確認することができます。

必要に応じて、ＰＤＦを保存、印刷してご利用ください。
「名前を付けて･･･」 > 「保存」

②

①
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【3-2 作業対象伝票の選択】

3-2-1 発注一覧画面

出荷作業を実施するレコードの「出荷実績」をクリックします。

3-2-2 出荷伝票一覧画面

本画面には、現在ログインしているユーザが作業(伝票選択)している伝票の一覧が表示されます。
発注一覧で選択した行で、一番最初に作業を行う場合は伝票が何も表示されませんので
以下の手順に従い伝票を選択してください。

※伝票が表示される場合は、既に伝票が選択されています。【3-3】へ進んでください。

①メッセージダイアログの「ＯＫ」ボタンをクリックします。
②「出荷伝票選択」ボタンをクリックします。

◆◆◆一覧表示する条件を変更したい場合◆◆◆

検索条件指定して「検索」ボタンをクリックすると、
対象を絞り込んで表示することが出来ます。

検索条件 意味
詳細絞込み その他検索条件を選択し検索できます
作業状態 選択中の伝票の作業状態ごとに検索できます
作業ユーザ ー

①

②
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3-2-3 出荷伝票選択（伝票）画面

出荷作業を行う対象の伝票を選択します。
①該当伝票のチェックボックスにチェックをいれます。
②「伝票選択」ボタンをクリックします。
※【7-1】データアップロード画面にて対象の伝票の出荷データをアップロード後、
　 ASNチェックが行われる前に対象の伝票を選択した場合、以下ダイアログが表示されます。
　 「他ユーザにて処理中のため、出荷伝票選択は行えません。」
　 この場合、対象の伝票は選択されません。
※【7-1】データアップロード画面にて出荷データを送信し、ASNチェックが正常終了した場合、
　 ASNチェック正常終了分の伝票はチェックボックスが非活性表示となります。
　 この場合、対象の伝票は選択できません。
※【7-1】データアップロード画面にて出荷データを送信し、ASNチェックがエラーと
　 なった場合、対象の伝票は選択可能となります。

◆◆◆一覧表示する条件を変更したい場合◆◆◆

「一覧表示条件指定」ボタンをクリックすると一覧表示条件指定画面が表示されますので、
対象の絞り込み、及び並び替えが出来ます。

項目名 絞込み条件 並び替え順
作業状態 プルダウンより伝票の作業状態を選択
作業ユーザ プルダウンより作業対象ユーザを選択
伝票番号 伝票番号を指定（完全一致検索） 指定可
店舗コード名 店舗コードを指定（完全一致検索） 指定可
店舗名 店舗名を指定（部分一致検索） 指定可

※全角、半角、英大文字、小文字は区別しない
発注日 カレンダーポップアップより日付を選択 指定可
店着日 カレンダーポップアップより日付を選択 指定可
商品分類(大) 商品分類(大)を指定（先頭一致検索） 指定可
EOS区分 プルダウンよりEOS区分を選択
発注区分 プルダウンより発注区分を選択
※並び替え順は複数項目の組み合わせにて指定可能です。

①

②
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◆◆◆他ユーザ選択済の伝票を自ユーザ用として選択したい場合◆◆◆

一覧表示条件指定画面において、伝票選択済の作業ユーザを指定して検索することで、
自ユーザ分として対象伝票を選択可能となります。

3-2-4 出荷伝票一覧画面

選択した伝票が、出荷伝票一覧画面に表示されます。

以上で「3-2 作業対象伝票の選択」は終了です。

①

②
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【3-3　ピッキングリストの印刷】

画面よりピッキングリストの印刷を行い、現場での商品引き当て、仕分け、検品作業にご利用
いただけます。
※本作業は必須ではありません。現場での作業にあわせて必要な場合はご利用ください。

商品別ピッキングリスト 商品を一括で摘み取りピッキングを行う際に使用するリスト
店別ピッキングリスト 店単位でのピッキングを行う際に使用するリスト

3-3-1 出荷伝票一覧

商品別・店別ピッキングリストを印刷する場合
①印刷したいリストの「印刷」欄にチェックを入れて、

帳票プルダウンから「商品別ﾋﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄ」または「店別ﾋﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄ」を選択します。

②印刷ボタンをクリックします。

③商品別・店別ピッキングリストを印刷する場合
ＰＤＦがダウンロードできますので、そのまま開く場合は「開く」
ＰＤＦをＰＣへ保存する場合は「名前を付けて保存」をクリックしてください。

リスト名称 内容

① ②

③
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3-3-2 ピッキングリスト

【商品別ピッキングリスト】

【店別ピッキングリスト】
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【3-4 出荷情報の登録（伝票毎）】

商品の出荷数量、欠品があった場合はその理由などを登録します。
商品が全欠品の場合でも、出荷データの送信が必須ですので必ず登録してください。
登録は「伝票毎の入力」（本項）、「商品毎の入力」（項番3-5 参照）の２通りの方法があります。

＊出荷伝票一覧画面を表示する為には、[3-2]を参照ください。

3-4-1 出荷伝票一覧画面

作業対象伝票の「入力」リンクをクリックします。

3-4-2 伝票別出荷情報入力画面
①各項目を入力します。

②「登録」ボタンをクリックします。

③登録完了後、「出荷伝票一覧」リンクをクリックし、出荷伝票一覧画面へ戻ります。

項目名称
出荷数バラ

欠品区分

入力内容

訂正後原単価
直送フラグ

出荷数量を入力します。
出荷数＝発注数の場合は「出荷数量一括」ボタンをクリックすると
発注数バラの値が出荷数バラにセットされます。
発注数バラ＞出荷数バラの場合、欠品理由を選択
訂正が必要な場合、訂正後の原単価を入力します。
該当商品がメーカー直送品の場合、「ﾒｰｶｰ直送」を選択します。

①
②

③
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【補足説明】

（１）伝票の全ての明細が、発注と同数で出荷できる場合
→伝票単位に出荷数量を一括で設定する機能がございます。

①「一括発注数設定」ボタンをクリックします。

②全ての行の出荷数に、発注数が設定されます。まだ登録はされていません。
※既に入力済の行は対象外となり、入力済の値が優先されますのでご注意ください。

③「登録」ボタンをクリックします。

①

②

③
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【3-5 出荷情報の登録（全ての伝票が、発注と同数で出荷できる場合）】

伝票選択した全ての伝票が、発注と同数で出荷できる場合
作業対象伝票全てに出荷数量を一括で設定する機能がございます。

①出荷伝票一覧画面で、機能選択で「一括発注数設定」を選択し、「実行」
　ボタンをクリックします。

②「一括コピーが完了しました。」とメッセージが表示され、
全ての行の出荷数に、発注数が設定されます。この時点で登録されます。
※既に入力済の行は対象外となり、入力済の値が優先されますのでご注意ください。

商品ごとに、品切れなどで全欠品がある場合、先に【3-6-3】の商品全欠品設定を利用して
設定を行ってから本機能をご利用ください。

①

②
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【3-6 出荷情報の登録（商品毎）】

伝票、店舗ごとの出荷登録ではなく、商品ごとに一括入力や一括での欠品設定を行う場合に利用します。
商品が全欠品の場合でも、出荷データの送信が必須ですので必ず登録してください。

3-6-1 出荷伝票一覧画面

「商品別入力へ」ボタンをクリックします。

3-6-2 商品別出荷商品選択画面

①入力したい対象商品にチェックを入れます。

②機能選択で「数量入力」を選択し、「実行」ボタンをクリックします。

①

①

②

13



3-6-3 商品別出荷情報入力画面

①各項目を入力します。

※一括設定を行う場合、既に入力済の行は対象外となり、入力済の値が優先されます。
※一括設定内容を全て取り消す場合は、「数量訂正クリア」「原価訂正クリア」
　「直送フラグクリア」「入力内容初期化」を選択して「実行」ボタンをクリックすると、
　全ての行の一括設定内容がクリアされます。

②「登録」ボタンをクリックします。

直送フラグ 該当商品がメーカー直送品の場合、「ﾒｰｶｰ直送」を選択します。

「実行」ボタンをクリックすると、全ての行に「メーカー直送」
全ての明細がメーカー直送の場合は「一括直送フラグ設定」を選択し、

項目名称 入力内容
出荷数バラ

欠品区分
訂正後原単価

出荷数量を入力します。
全ての明細が出荷数＝発注数の場合は「一括発注数設定」を選択して
「実行」ボタンをクリックすると、
発注数バラの値が出荷数バラにセットされます。
全ての明細が欠品の場合は「商品全欠品設定」を選択し、
欠品理由を選択してから「実行」ボタンをクリックすると、
発注数バラの値が出荷数バラにセットされます。
発注数バラ＞出荷数バラの場合、欠品事由を選択
訂正が必要な場合、訂正後の原単価を入力します。
全ての明細の原単価を訂正する場合は「一括原価訂正」を選択し、
正しい原単価を入力してから「実行」ボタンをクリックすると、
全ての行に訂正後原単価が入力されます。

フラグが入力されます。 

②
①
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【3-7　出荷情報の確定】

伝票の数量入力を確定させます。

3-7-1 出荷伝票一覧画面

①「一括伝票確定」ボタンをクリックしてください。
入力済の伝票全てが確定されますので、伝票毎に行う場合は【補足説明】を参照してください。

確定された伝票は以下の通り画面表示が変わります。
入力欄　　 ：入力→参照 作業状態欄：未確定→確定済
確定/解除欄：確定→解除

【補足説明】
◇入力済の伝票を伝票毎に確定したい場合

伝票の行に表示されている「伝票確定」ボタンをクリックし、伝票毎に確定してください。

◇確定した伝票に対し、修正を行いたい場合
「解除」ボタンをクリックすると、確定前の状態に戻り修正可能になります。

①
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＜3.画面操作説明－受注確認～出荷登録＞

【3-8 ＦＡＸ発注データの受注登録】

ＦＡＸの発注書に記載されている「発注番号」を入力し、ＦＡＸ発注データの受注登録を行います。 
※本作業は必須ではありません。ＦＡＸ発注をご利用される方のみ実施してください。

3-8-1 ＦＡＸ発注一覧画面

メニュー画面より、「ＦＡＸデータ登録」ボタンをクリックします。

3-8-2 ＦＡＸ発注入力

①ＦＡＸ発注一覧画面より、「発注入力」ボタンをクリックします。
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②ＦＡＸの発注書に記載されている「発注番号」を、伝票番号欄に入力します。

③エンターキーを押下、または画面をクリックすると「発注番号」の受注内容が表示されます。
④受注内容を確認後、エンターキーを押下、または「登録」ボタンを押下します。

③

④
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3-8-3 ＦＡＸ発注一覧画面一覧-ＦＡＸ発注入力結果確認

ＦＡＸ発注入力後、ＦＡＸ発注一覧画面にて入力した各伝票を検索し、確認することができます。
一覧の「取引番号」を押下すると、伝票の詳細を確認することができます。

※ＦＡＸ発注分の出荷データを送信しますと、ＦＡＸ発注一覧画面に該当伝票が
　表示されなくなりますのでご注意ください。

◆◆◆一覧表示する条件を変更したい場合◆◆◆

検索条件指定して「検索」ボタンをクリックすると、
対象を絞り込んで表示することが出来ます。

検索条件 意味
発注元企業 －
パートナーコード パートナーコードごとに検索できます
詳細絞込み その他検索条件を選択し検索できます
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＜4. 画面操作説明－出荷確定＞

【4-1　出荷データの作成】

【3-7】の操作で確定を行った複数の伝票の出荷確定を行い、データの送信準備を行います。

4-1-1 出荷伝票一覧画面
出荷伝票一覧画面より「出荷確定」ボタンをクリックします。

4-1-2 出荷確定(伝票)画面
店着日を確認後、「出荷確定」ボタンをクリックします。
確定されていない伝票は本画面には表示されません。
※店着日は明日の日付が初期表示されます。店着日をご確認いただき変更がない場合、

そのまま出荷確定を行ってください。店着日が実納品日と異なる伝票がある場合、
正しい日付を入力し出荷確定を行ってください。尚、同一伝票内で店着日が
異なる商品がある場合、最後に納品される商品の店着日をご入力下さい。
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4-1-3 出荷伝票一覧画面

出荷状態欄が「出荷作成中」となり、しばらくたってから「絞込み／更新」ボタンを
クリックして最新の状態に更新すると「出荷作成済」となります。

【補足説明】

◇「出荷項目入力」機能は、使用しません。

◇「出荷作成済」伝票に対し、出荷情報の訂正を行いたい場合

「4-2-2」出荷データ送信（伝票）画面にて、作成済取消作業を行った後、出荷伝票一覧
画面にて、該当伝票の「解除」ボタンをクリックし、状態を「未確定」に戻してから
登録内容の訂正を行なってください。

◇出荷確定の処理は、Ｗｅｂ画面と連動しておりません。
　そのため、「出荷作成中」となってから数秒で「出荷作成済」となる場合もあれば、
　２～３分時間がかかる場合もございます。
　特に発注データが発生する時間帯付近は処理に時間がかかる場合がございますので、
　あらかじめご了承いただくか、該当時間帯を避けてご利用ください。
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【4-2　出荷データの送信】

出荷確定が完了すると、出荷データを送信する準備ができております。
出荷データを最終的に発注元の企業へ送信します。
※出荷データを送信しますと、数量などの訂正は行えなくなりますのでご注意ください。
※ＦＡＸ発注分の出荷データを送信しますと、ＦＡＸ発注一覧画面に該当伝票が
　表示されなくなりますのでご注意ください。
4-2-1 出荷伝票一覧画面

出荷伝票一覧画面より「出荷送信」ボタンをクリックします。

4-2-2　出荷送信(伝票)画面

①送信欄にチェックが入っていることを確認し、「送信」ボタンをクリックします。
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4-2-3　出荷伝票一覧画面

出荷状態欄が「出荷送信中」となり、しばらくたってから「絞込み／更新」ボタンを
クリックして最新の状態に更新すると「出荷送信済」となります。
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【補足説明】
（１）送信する出荷データの内容を事前確認する方法

以下の帳票にて確認してください。
①「納品確認書印刷」ボタンをクリックすると、納品確認書が出力できます。

→【3-1 発注内容確認】での発注確認表の形式で確認が可能です。

②「欠品確認書印刷」ボタンをクリックすると、欠品確認書が出力できます。
→欠品があった商品のみのリストで確認が可能です。

※出力される帳票はあくまで確認用のものですので、実際に店舗へ納品する時には
　利用しないようにご注意ください。

①②
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＜5. 画面操作説明－納品明細書の印刷＞

納品明細書を出力できます。

【5-1 納品明細書の新規印刷】

5-1-1 メニュー画面-納品明細書新規発行

納品明細書印刷機能-「新規」ボタンをクリックします。

5-1-2 納品明細書新規発行画面

①印刷したい伝票分の「印刷」欄にチェックを入れます。
②「印刷」ボタンをクリックしてください。

※印刷した伝票は本画面の一覧に表示されなくなります。
　再度印刷したい場合、納品明細書再発行画面をご利用ください。

納品明細書を参照(「開く」ボタンをクリック)、または
保存(「名前を付けて･･･」ボタンをクリック)することができます。

※印刷が必要な場合は、参照または保存後印刷してください。

◆◆◆一覧表示する条件を変更したい場合◆◆◆
検索条件指定して「検索」ボタンをクリックすると、
対象を絞り込んで表示することが出来ます。
検索条件 意味
日時 「データ送信日時」ごとに検索できます
印刷 未印刷の伝票のみ検索できます
伝票状態 伝票状態ごとに検索できます
一覧表示に含める対象 「店舗単位」、「店舗、伝票単位」ごとに検索できます
パートナー パートナーコードごとに検索できます
店着日 店着日ごとに検索できます
その他検索条件 その他検索条件を選択し検索できます

①
②
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【納品明細書】

【注意事項】
◇帳票には、帳票出力後修正するための手書き記入欄を設けております。
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【5-2 納品明細書の再印刷】

5-2-1 メニュー画面-納品明細書再発行

納品明細書印刷機能-「再発行」ボタンをクリックします。

5-2-2 納品明細書再発行画面

①印刷したい伝票分の「印刷」欄にチェックを入れます。
②「印刷」ボタンをクリックしてください。

※未印刷の伝票は本画面の一覧に表示されません。
　未印刷の伝票を印刷したい場合、納品明細書新規発行画面をご利用ください。

納品明細書を参照(「開く」ボタンをクリック)、または
保存(「名前を付けて･･･」ボタンをクリック)することができます。

※印刷が必要な場合は、参照または保存後印刷してください。

◆◆◆一覧表示する条件を変更したい場合◆◆◆
検索条件指定して「検索」ボタンをクリックすると、
対象を絞り込んで表示することが出来ます。
検索条件 意味
日時 「印刷日時」「データ送信日時」ごとに検索できます
印刷 印刷済の伝票のみ検索できます
伝票状態 伝票状態ごとに検索できます
一覧表示に含める対象 「店舗単位」、「店舗、伝票単位」ごとに検索できます
パートナー パートナーコードごとに検索できます
店着日 店着日ごとに検索できます
その他検索条件 その他検索条件を選択し検索できます

①

②

26



【納品明細書】

【注意事項】
◇帳票には、帳票出力後修正するための手書き記入欄を設けております。
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＜6. 画面操作説明－データダウンロード＞

各種データの受信方法を記載しております。

【6-1 データダウンロード】

6-1-1 メニュー画面

メニュー画面の「データダウンロード」ボタンをクリックします。

6-1-2 データダウンロード照会画面

①検索条件を入力します。
※初期の検索条件は、当日作成されたデータとなっています。
　データが表示されない場合は、日付の検索範囲を広げて再度検索してください。

②「検索」ボタンをクリックします。

◆◆◆一覧表示する条件を変更したい場合◆◆◆
検索条件指定して「検索」ボタンをクリックすると、
対象を絞り込んで表示することが出来ます。
検索条件 意味
日時 「データ作成日時」「データ受信日時」ごとに検索できます
状態 状態ごとに検索できます
再配信 「初回」「再配信」ごとに検索できます
パートナーコード パートナーコードごとに検索できます
データ データごとに検索できます
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6-1-3 データダウンロード

①ダウンロードする対象のデータを選択します。
②「ダウンロード」ボタンをクリックします。

※ｚｉｐ圧縮形式でダウンロードできます。
　ダウンロード後、解凍を行ってください。

※データレイアウトにつきましては、別紙
　「標準ＣＳＶレイアウト」資料をご参照ください。

メモ：発注データより出荷データを作成する出荷データ作成ツールを準備していますので
　　　必要なパートナー様はWEB画面の「各種資料ダウンロード」よりダウンロード後
　　　ご使用願います。

①

②
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＜7. 画面操作説明－データアップロード＞

各種データの送信方法を記載しております。
※【3-2】出荷伝票選択にて出荷作業を行った伝票は、データアップロードで出荷データを送信すると

エラーとなります。
【7-1 データアップロード】

7-1-1 メニュー画面

メニュー画面の「データアップロード」ボタンをクリックします。

7-1-2 データアップロード照会画面

アップロードボタンをクリックします。

7-1-3 データアップロード画面

①アップロード画面にて、アップロード対象を選択します。

②ファイルの選択ボタンをクリックします。ファイルの選択ダイアログが表示されますので
　アップロード対象データファイルを選択してください。

③アップロードボタンをクリックし、データをアップロードします。

①

② ③
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7-1-3 データアップロード画面

アップロードロードボタン押下後、「アップロード結果確認ボタン」が表示されます
このボタンをクリックし、アップロード結果を確認してください。

7-1-4 データアップロード照会画面（アップロード後）

アップロード状況のリンクをクリックすると、アップロード結果を表示します。
処理NGの場合は、リンクをクリックしてエラー内容を確認し、
修正したデータを再度アップロードを行ってください。

◆◆◆一覧表示する条件を変更したい場合◆◆◆
検索条件指定して「検索」ボタンをクリックすると、
対象を絞り込んで表示することが出来ます。
検索条件 意味
アップロード日時 アップロード日時ごとに検索できます
送信状態 送信状態ごとに検索できます
アップロード状態 アップロード状態ごとに検索できます
発注元企業 ー
パートナーコード パートナーコードごとに検索できます
データ データごとに検索できます
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