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1. ｼｽﾃﾑの概要 

1.1. システム運用時間 

原則 24 時間使用可能です。メンテナンスの為、一時的に使用停止となることがあ

ります。月曜金曜の TC 火曜の DC は AM9 時からﾃﾞｰﾀの確認が取れます。 

1.2. 対応ブラウザ 

Google Chrome にて動作確認しています。 

1.3. Excel 出力について 

一部、Excel ファイル形式（xlsx）で出力される機能があります。Office やそれ

に準じたソフトをご用意ください。xlsxはExcel2007以降のファイル拡張子です。 

 

2. 主な業務の流れ 

2.1. 発注から出荷 

■発注曜日 

TC：月曜金曜（AM9 時） 

DC：火曜（AM9 時） 

投入(新規商品)：不定期 詳細はバイヤーから 

店舗直送：月曜、金曜 

※名入れ等の特殊な発注は FAX かメール対応とさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発注情報を確認する 

（発注書印刷）（発注エクスポート） 

納期・納品について回答する 

（入荷予定登録）（入荷予定インポート） 

入荷予定番号を明記して商品を出荷 

（入荷予定入力リスト） 

HD 物流で仕入検品 
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2.2. 月次実績確認と違算申告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. システムの使い方 

3.1. ログイン  

Chrome にアドレス https://hd3.jmode.jp/ を入力してサイトにアクセスします 

 
 

HD より配布された別紙 WEB-EDI 申請を確認の上、二つのユーザーコードと二つのパス

ワードを入力します。 

 

3.2. メニュー選択 

メニューが表示されます。使用する機能をクリックしてください。 

 

HD 物流で仕入検品 

 

月次仕入実績を確認 

（仕入請求出力） 
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《発注書印刷》 

HD からのメーカーへの発注内容を画面で確認します。 

帳票レイアウトで表示され、印刷も可能です。 

 

《入荷予定登録》 

発注に対して画面から入荷予定日、予定数、欠品数、欠品事由などの納品回答

（以下、入荷予定情報）を登録します。TC および直送は 1 つの商品について、

分納での登録は不可、DC については分納可能です。既定の日数を超えると全欠

品として自動登録されます。 

 

《発注エクスポート》 

発注内容を CSV 出力します。画面ではなく CSV で確認、CSV 上で修正し、後述の

入荷予定インポートに取込というやり方での納品回答の登録が可能です。また

登録された入荷予定情報を確認することもできます。 

 

《入荷予定インポート》 

発注エクスポートで出力されたレイアウトに納品回答情報を編集し、CSV 取込で

登録します。 

 

 

《入荷予定入力リスト》 

登録した入荷予定情報を確認する帳票です。商品の発送時に明記が必要な入荷

予定伝票番号はこの帳票または発注エクスポート（入荷予定情報つき）で確認

します。 

 

《入荷予定明細削除》 

登録した入荷予定情報を削除します。既に HD 物流にて入荷予定情報がダウロー

ドされた場合は削除できません。HD 物流では現時点毎朝 1 回ダウンロードを行

う予定です。 

 

《仕入請求出力》 

HD 物流で仕入した実績と店舗直送で仕入した実績及び返品実績を月次で確認し

ます。仕入実績を都度確認することも可能です。 
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4. 機能の説明 

4.1. 画面で発注確認・入荷予定を登録する 

4.1.1. 発注書印刷 ～HD からの発注の内容を確認～ 

【発注書印刷】－【照会】 

検索画面が表示されます 

 

・[検索]をクリックすることで、一度も出力していない発注が全て抽出されます。 

各項目を指定することで、検索条件を指定することも可能です。 

※「新店分のみ出力」をチェックした場合、新店分の発注のみ抽出されます。 

・一度出力したものを再出力する場合は、出力にて「1 一度印刷した伝票も対象」に 

変更し、[検索]をクリックします。 

[検索]をクリックすると一覧画面が表示されます 

 

・発注書を出力したい発注伝票に出力欄をチェックして、[実行]をクリックします。 

一番上のチェックでは全ての選択 ON/OFF をします。 

[実行]クリックにより、発注書イメージが表示されます 
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【ヘッダ部】 

 

・①にはメーカーの情報が表示されます。 

・②には納品場所の情報が表示されます。直送の場合は、店舗の情報となります。 

・新店の発注分の場合、備考部分（③）に店舗名が表示されます。 

・ヘッダ項目④については、次ページの表参照 

 

【明細部】 

 

・明細は 20 行表示となります（次ページ以降は 30 行）。 

・項目については、次ページの表参照 

  

① 

② 

 
③ 

 

④
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発注書印刷 検索条件項目 

項目名 必須 備考 

出力  「一度印刷した伝票は除外」が選択された場合 

 発注書未出力分のみ出力します。 

「一度印刷した伝票も対象」 

  発注書出力済のものも出力します。 

発注日付(自・至)  発注日付を指定します。下限値を「自」、上限値を「至」に 

入力することで範囲指定による検索が可能です。 

発注納期(自・至)  発注納期を指定します。下限値を「自」、上限値を「至」に 

入力することで範囲指定による検索が可能です。 

発注伝票番号  発注伝票番号を指定します 

区分  「01 通常」「02 投入」から選択します。 

「通常」…店舗からの発注、「投入」…本部からの投入登録 

投入表番号  投入表番号を指定します 

納入方法  「01 DC」「02 TC」「03 直送」「04 預託」から選択 

「DC」…HD 物流に在庫する分の発注 

「TC」…HD 物流経由での店舗納品 

「直送」…店舗への直送分 

「預託」…使用しません 

仕入先  複数の仕入先コードを利用の場合に、仕入先の指定をします。 

新店分のみ出力  チェックすると、新店分の発注のみ出力 

発注書出力 ヘッダ項目 

項目名 説明 

発注日 HD からの発注日 

発注伝票番号 発注情報を特定する番号です 

納期 HD 物流及び店舗（直送）への納品希望日 

納入方法 納入方法を表示（検索条件項目 参照） 

納入先 納入先（HD 物流または店舗）のコード 

仕入先 仕入先コード 

区分 区分表示（検索条件項目 参照） 

投入表番号 区分が「投入」の場合、投入表番号を表示 

発注書出力 明細項目 

項目名 説明 

数量 発注数量 

客注 発注数量に含まれる客注数 
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4.1.2. 入荷予定登録 ～発注伝票に入荷予定・欠品情報を登録～ 

【入荷予定登録】－【入力】 

検索画面が表示されます 

 

・条件を指定して、抽出することができます。 

・入荷予定日に日付を入れておくと、登録画面の入荷予定日にセットされます。 

・残入荷予定をセット のチェックを外すと、登録画面で入荷予定日と発注残数が 

セットされなくなります。 

 

[検索]をクリックすると入荷予定登録画面が表示されます 

 

・①には発注伝票の情報が表示されます 

・②に納品予定を入力します。 

 

※入荷予定 1 に検索画面で指定した日付と発注数がセットされます。 

① 
②  
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各項目については以下になります。 

項目名 入力内容 

入荷予定日付 HD 物流に着荷する予定の日付 

数量 納品数（予め 発注数-既に出荷した数 がセットされます） 

欠品数 欠品の数量 

欠品事由 欠品数がある場合は必須「01 欠品」「02 廃番」から選択します 

欠品備考 欠品数がある場合は必須。次回納期(日付、上旬、中旬、下旬、未定)等 

 

TC・直送は分納不可。 

※TC・直送の入荷予定日付は週内の入力でお願いします。 

DC は分納可能。分納がある場合、入荷予定 2を使用します。 

 

※未入力で登録した明細は保留となり、次回の登録時の対象になります。 

発注日から４日で発注データは自動で全欠品処理され無効になりますので早めに回答し

て下さい。 

入荷予定登録 検索条件項目 

項目名 必須 備考 

仕入先  仕入先の指定ができます 

発注納期(自・至)  発注納期（HD 希望納期）を指定します。下限値を「自」、上限

値を「至」に 

入力することで日付範囲指定による検索が可能です。 

発注伝票番号  発注伝票番号を指定します 

区分  「01 通常」「02 投入」から選択します 

投入表番号  投入表番号を指定します 

納入方法  「01 DC」「02 TC」「03 直送」「04 預託」から選択します 

仕入場所  仕入場所の納入先（HD 物流または店舗）を指定 

メーカー品番  メーカー品番を指定します 

SKU  JAN コードを指定します 

アイテム  アイテム指定します（※HD 部門） 

残入荷予定をセット  初期値はチェックされています。 

外した場合、次画面で入荷予定日付、未予定数（発注残から既

に作成した入荷予定数を引いた数量）がセットされません。 

入荷予定日付  指定した入荷予定日が次画面でセットされます 
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4.2. CSV で発注確認・入荷予定を登録する 

4.2.1. 発注エクスポート ～発注を CSV 形式で出力～ 

【発注エクスポート】－【照会】 

検索画面が表示されます 

 

・[CSV]をクリックすると、発注データが全て CSV 出力されます。 

 

出力を「1 条件指定出力」に変更すると条件が表示されます 

 

・指定した条件（発注書印刷の検索条件項目 8 ページ参照）にて絞り込みした発注の 

CSV ファイルが出力されます。 

・「入荷予定情報出力」にチェックを入れると、発注に対して登録された 

入荷予定情報があれば一緒に出力されます。入荷予定伝票番号の確認も可能です。 

CSV をクリックすると以下の画面になります 
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「ファイルが作成されました。ここをクリックして下さいの」部分をクリックすると、

ファイルがダウンロードされ、下部に表示されます。 

 

ファイル名右の「∧」をクリックし、フォルダを開くでファイルを確認します。 

※そのまま「開く」でエクセルに表示すると、項目の 0などが消えてしまいます。 

エクセルで開く際は、エクセルのインポートを使用してください。 

 

発注エクスポートの CSV ファイルの出力項目（入荷予定情報出力チェックなし） 

 

※下記表を確認して入荷予定インポートファイルを作成して下さい。 

項目名 説明 セット例 

発注日 HD からの発注日 変更できません 

希望納期 HD 物流及び店舗（直送）への納品希望日 変更できません 

仕入先コード 仕入先コード 変更できません 

発注伝票番号 発注情報のキー項目です 変更できません 

行番号 発注伝票行番号 変更できません 

納入先コード 納入先（HD 物流または店舗）のコード 変更できません 

納品場所名 HD 物流または店舗の名称 変更できません 

郵便番号 納入場所の郵便番号 変更できません 

都道府県 納入場所の都道府県 変更できません 

住所 1 納入場所の住所情報 1 変更できません 

住所 2 納入場所の住所情報 2 変更できません 

電話番号 納入場所の電話番号 変更できません 

SKU 商品の単品コード。通常は JAN コード。 変更できません 

メーカー品番 商品マスタのメーカー品番 変更できません 

品名 商品マスタの品名 変更できません 

色名 商品マスタの色名 変更できません 

サイズ名 商品マスタのサイズ名 変更できません 
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項目名 説明 セット例 

発注数 商品の発注数 変更できません 

未予定数 発注数のうち、入荷予定数も欠品数も登録のない数

量 

変更できません 

上代単価 商品マスタより上代 変更できません 

仕入単価 商品マスタより仕入単価 変更できません 

税率 商品マスタより税率 変更できません 

客注数 発注数量に含まれる客注数 変更できません 

アイテム 商品マスタよりアイテムコード（※HD 部門） 変更できません 

区分 「通常」「投入」の区分を表示 変更できません 

投入表番号 区分が「投入」の場合、投入表番号 変更できません 

納入方法 「DC」「TC」「直送」「預託」の種別を表示 変更できません 

備考 新店の発注の場合、店名を表示 変更できません 

入荷数 1 発注数がセットされています。 20 

入荷予定日 1 入荷予定日を YYYY-MM-DD 形式でセット 2018-09-15 

入荷数 2 分納の場合に使用します 10 

入荷予定日 2 分納の場合に使用します。 

YYYY-MM-DD 形式でセット 

2018-09-20 

欠品数 数値でセット 5 

欠品区分 01（欠品）、02（廃番）のいずれかをセット 01 

欠品備考 欠品数がある場合、必須です。 

文字項目となります。 

10/10より入荷予定 

【補足】 

入荷予定インポート用項目は入荷予定インポートで使用する為の項目が予め用意され

ています。この項目を修正して、そのままで入荷予定インポートに取込できるレイア

ウトになっています。 

発注伝票番号、行番号が登録のキーとなりますので変更しないで下さい。 
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発注エクスポートの CSV ファイルの出力項目（入荷予定情報出力チェックあり） 

※入荷予定を行った情報を確認できます。 

【商品を発送する際の入荷予定番号を確認する事ができます。】 

項目名 説明 

発注日 ～ 備考 入荷予定情報出力チェックなし と同様の内容 

伝票番号 入荷数のある行には入荷予定伝票番号、欠品数のある行には、発注欠品

伝票番号 が表示されます。 

（入荷予定情報と欠品情報は別々に管理されています） 

入荷数 登録された入荷数 

入荷予定日 登録された入荷予定日 

欠品数 登録された欠品数 

欠品区分 登録された欠品区分 

01 欠品 

02 廃番 

03 自動：取引先からの回答無しで自動で欠品になった場合 

04 仕入差異：物流ｾﾝﾀｰで入庫した時、数に差異があった場合 

担当者コード 入荷予定情報の登録時のログイン担当者コード 

 

 

 

 

  

入荷予定伝票番号 

発注欠品伝票番号 
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4.2.2. 入荷予定インポート ～入荷予定を CSV 形式でインポート～ 

【入荷予定インポート】－【入力】 

12 ページ～14 ページで作成した入荷予定 CSV を取り込む操作になります。 

取込画面が表示されます。 

 

 

ファイルを選択 をクリックすると、ファイル選択画面になります。 

 

ファイル選択画面にて、作成した入荷予定 CSV ファイルを選択して開くをクリックしま

す。 

ファイルが取り込まれるので、[登録]をクリックすると、入荷予定情報が登録されます。 

 

・ファイルのフォーマットは発注エクスポートにて、入荷予定情報なしで出力した CSV 

ファイルと同じレイアウトになっています。（発注エクスポート 表：CSV ファイルの出

力項目（入荷予定情報なし） 

発注伝票番号、行番号が登録のキーとなりますので修正しないで下さい。 

※入荷予定登録と同様のエラーチェックがされます。 

 

  

画面で（除外） 

となっているものについ

ては、反映されません 
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4.3. 入荷予定入力リスト ～入荷予定登録した内容をチェックする 

※商品を発送する際の入荷予定番号を確認する事ができます。 

店舗直送の場合こちらの帳票を必ず商品と同梱して下さい。 

【入荷予定入力リスト】－【照会】 

検索画面が表示されます 

 

入荷予定登録した内容を確認するには、入荷予定日付を範囲指定し、出力単位を明細単

位（自品番）にして検索します。帳票イメージが表示されるので、確認します。 

【明細単位（自品番）】 

 

リストの左上：伝票番号が入荷予定伝票番号となります。 

※この番号を出荷時に HD 指定納品送り状に必ず転記して下さい。 

店舗直送の場合必ず印刷し商品と同梱して下さい。 

確認した際、入力ミスがあった場合は、入荷予定登録削除にて、削除が可能です。 

※削除は HD 物流でのデータ受信の関係で、原則登録日当日までとなります。 

入荷予定伝票番号 

JAN コード 
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入荷予定入力リスト 検索項目 

項目名 必須 備考 

入荷予定日付（自・至）  入荷予定日付を入力します。下限値を「自」、上限値を「至」

に入力することで範囲指定検索が可能です。 

入荷予定伝票番号  入荷予定伝票番号を指定します 

仕入管理番号  仕入管理番号を指定します 

納品書番号  発注伝票番号を指定して検索可能です 

シーズン  商品マスタのシーズンをリストから選択します 

ライン  （使用しません） 

ブランド  （使用しません） 

アイテム  商品マスタのアイテムをリストから選択します 

仕入先  複数の仕入先コードを使用している場合に、仕入先の指定をし

ます 

仕入場所  仕入場所の納入先（HD 物流または店舗）を指定 

入力担当  （使用しません） 

品番  商品マスタの品番を指定します。 

SKU  商品マスタの SKU（JAN コード）を指定します 

委託商品  （使用しません） 

(出力単位) ○ 出力単位を「伝票単位」「明細単位(自品番)」から選択します。 

①「伝票単位」を選択した場合 

検索結果を伝票単位で表示します。 

「品番」または「SKU」に条件指定した場合は、当該品番

または SKU を含む伝票のみが出力されます。 

②「明細単位（自品番）」を選択した場合、 

検索結果を明細単位で表示します。この時出力される品

番は、[商品マスタ]で登録された「品番」および「SKU」

です。 

 

この条件を含む伝票の明細は

全て対象にする 

 出力単位の設定で、「明細単位（自品番）」 

①チェックを付けた場合 

「品番」または「SKU」に条件指定した場合、当該品番ま

たは SKU を含む伝票の内容を全て出力します。 

②チェックを付けない場合 

「品番」または「SKU」に条件指定した場合、当該品番ま

たは SKU の行のみを出力します。 



Ver.1.2 2019/10/29 

 

 18 / 29 

 

入荷予定入力リスト ヘッダ項目 

項目名 説明 

入荷予定日付 入荷予定登録された入荷予定日付 

支払区分 常に「買掛」 

仕入場所 仕入場所を表示 

仕入先 仕入先コードと名称を表示 

伝票番号 入荷予定伝票番号 

納品書番号 発注書番号を表示 

担当者 入荷予定登録を行ったログイン担当者を表示 

 

表：入荷予定入力リスト（自品番） 明細項目 

項目名 説明 

SKU JAN コード 

品番 商品マスタの品番 

品名 商品マスタの品名 

色 商品マスタの色コード・色名 

サイズ 商品マスタのサイズコード・サイズ名 

メーカー品番 商品マスタのメーカー品番 

数量 入荷予定登録時の入荷数 

 

 

 【出力単位を伝票単位で出力した帳票イメージ】 

 

 

入荷予定伝票毎に入荷予定数が表示されます。 

納品書番号には入荷予定登録元の発注伝票番号が表示されます。  

入荷予定伝票番号 
発注伝票番号 
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4.4. 入荷予定明細削除 ～登録した入荷予定情報を削除～ 

【入荷予定明細削除】－【入力】 

検索画面が表示されます 

 
・条件を指定して、抽出することができます。 

・TC の発注伝票明細に対する入荷予定情報削除は、入荷数と欠品数があった場合、 

同時に削除となります。 

 

[検索]をクリックすると削除登録画面が表示されます 

 
・削除 のチェックボックスにチェックを入れて、[登録]をクリックし削除します。 

一番上のチェックでは全ての選択 ON/OFF をします。 

・削除は当日であれば可能ですが、HD 物流で入荷予定をダウンロードした場合削除でき

ない事もあります。訂正がありましたら HD 物流にご連絡下さい。 
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入荷予定検索 検索条件項目  

項目名 説明 

仕入先 複数の仕入先コードを使用している場合に、仕入先の指定をします 

発注納期(自・至) 発注納期を指定します。下限値を「自」、上限値を「至」に入力すること

で範囲指定による検索が可能です。 

発注伝票番号 発注伝票番号を指定します 

区分 「01 通常」「02 投入」から選択します 

投入表番号 投入表番号を指定します 

納入方法 「01 DC」「02 TC」「03 直送」「04 預託」から選択します 

入荷予定日付(自・至) 入荷予定登録情報です。登録された入荷予定日を指定します。下限値を

「自」、上限値を「至」に入力することで範囲指定による検索が可能です。 

入荷予定伝票番号 入荷予定登録情報です。入荷予定伝票番号を指定します 

仕入場所 仕入場所を指定します 
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4.5. 仕入の確認～請求～支払 

① WEB-EDI 上にてﾊﾝﾌﾟﾃｨｰの仕入を確認する。 

内容や仕入金額等問題がないかを確認をする。返品ﾃﾞｰﾀもこちらで確認が取れます。 

問題ありましたら、財務会計サポ－ト部 事務担当 027-233-8233 までご連絡をお願い

します。 

② 変更は全て弊社で対応致します。※翌月の6日までに問題がないか確認をお願いします。 

③ 仕入実績のデータをもとに、翌月の 7日に請求ﾃﾞｰﾀが確定となります。確定のご連絡は

ありません。 

 

『操作方法』 

・WEB-EDI→仕入請求出力→照会 

 

 

出力を 1 仕入実績 にして EXCEL を押します。EXCEL で仕入ﾃﾞｰﾀの確認がとれます。 
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【ご連絡頂きたい内容】 

・送料、修理品等アナログ分の請求 

・仕入金額に問題があり仕入ﾃﾞｰﾀの訂正が必要な場合。 

※内容に不備ありましたら、経理の方でﾃﾞｰﾀの修正を行います。修正後再度仕入を確認し

て頂くと内容が変更されます。 

 

■仕入実績の項目の補足 

項目名 説明 

仕入伝票番号 仕入伝票番号 

明細番号 仕入伝票の明細行 

納品書番号（発注伝票番号） 発注伝票番号を表示※取引区分が返品の場合不良報告書番号 

仕入先コード HD 仕入先マスタのコード 

仕入先名 HD 仕入先マスタの名称 

仕入日付 在庫計上の日付 

掛計上日付 会計計上の日付。 

取引区分コード 11 入荷 …メーカーから HD への商品の入荷 

21 入荷返品 …HD からメーカーへの商品返品 

31 仕入 …HD にて仕入金額を直接入力 

41 仕入返品 …HD にて仕入金額のマイナス入力 

51 相殺 …HD の請求があり、相殺した場合の区分 

61 値引 …HD にて値引伝票の入力。協賛金などはこちらの区分となる。 

仕入場所ｺｰﾄﾞ 9998：HD 玉村物流ｾﾝﾀｰ、9500：コバルト物流ｾﾝﾀｰ 

SKU JAN コードを表示 

アイテム CD ﾊﾝﾌﾟﾃｨｰﾀﾞﾝﾌﾟﾃｨｰの部門。 

アイテム名 ﾊﾝﾌﾟﾃｨｰﾀﾞﾝﾌﾟﾃｨｰの部門名。 

仕入数 仕入数 

上代単価 商品の上代単価 

仕入単価 商品の仕入単価（税抜） 

仕入金額 仕入数×仕入単価※こちらの合計金額が支払金額の税抜きとなります。 

税率 商品の税率 
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4.6.商品別売上在庫一覧 

ﾊﾝﾌﾟﾃｨｰﾀﾞﾝﾌﾟﾃｨｰの売上と在庫の確認が取れます。 

商品別売上在庫→照会 

 

検索画面 

必要な検索条件を入力し EXCEL ボタンを押します。 

※売上か在庫がある SKU は全て出力されます。 

 

売上日付に入れた期間の売上数が表示

されます。 

在庫は現在の在庫が常に表示される。 

※売上期間は半年以上検索できません。 

廃番商品出力 

チェックを入れると廃番商品も出力されま

す。 

 

店舗売上出力 

チェックを入れると店舗別の売上が表示さ

れます。 
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EXCEL 出力※ 

項目名 列名 備考 

品番 C HD 管理の品番 

ﾒｰｶｰ品番 D 取引先様の品番 

SKU E 商品の JAN コード又はｲﾝｽﾄｱ JAN コード 

商品区分 L 発注区分 

初回登録日 M 初回の物流、店舗着日 

廃番区分 O 自主廃番：弊社指定の廃番 メーカー廃番：メーカー指定の廃番 

カテゴリー名 T HD 管理の大分類 

部門 U HD 管理の小分類 

発注単位 V お取引先のロット 

上代 W 標準小売価格（上代の税抜） 

下代 X HD 仕入価格 

売上売価（税抜売上） Y レジ値引きを差引した標準小売価格（上代の税抜） 

在庫日数 Z 在庫総数÷（売上数÷売上期間の日数） 
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4.7.預託 

※預託商品を取り扱っているベンダー様は、こちら（25 ページから 28 ページ）の預託の 

マニュアルをご確認下さい。  

■預託品移動登録《入力》 

預託品移動登録→入力 

 

① 移動日付を入力します。※弊社物流着を入力して下さい。 

② 仕入先を入力します 

③ SKU を入力します。 

④ 数量を入力します。 

⑤ 挿入をクリックします。 

⑥ 入力終わりましたら、最後に登録をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

SKU で入力する挿入時は制限ありません。 

登録時以下の理由でｴﾗｰになります。 

① 他ベンダーの商品 

② 預託品ではない商品 

③ 自主廃番またはﾒｰｶｰ廃番の商品 
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■預託品移動登録《照会》 

預託品移動登録→照会 

 

 

仕入先を入力します。必要事項入力し検索ボタンを押します。 

 

 

確認したい伝票番号を選択します。 

 
 

詳細を確認する事ができます。 
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■預託品移動登録《修正》 

預託品移動登録→修正 

（※当日作成したデータのみ修正できます。） 

 

仕入先を入力します。必要事項入力し検索ボタンを押します。 

 

 

確認したい伝票番号を選択します。 

 
 

詳細を確認する事ができます。 

削除ボタンを押すと削除できます。 

（※一部修正はできません。修正の場合は一度削除してから再度預託移動登録を行って下

さい） 
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■預託品移動インポート 

預託品移動登録→入力 

 

インポート用フォーマット。CSV カンマ区切りで下記内容作成して下さい。 

項目名 列名 備考 

移動日付 A YYYY-MM-DD 形式でセットして下さい 

仕入先コード B ０は消さずに入力して下さい。 

SKU C ０は消さずに入力して下さい。 

数量 D 出荷数を入力して下さい。 

 

ファイルを選択ボタンをクリックします。インポート用フォーマットで作成した、CSV を選

択して登録ボタンをクリックします。 

 

下記メッセージが出ましたら、インポート完了になります。 
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運用 Q&A 

【Q】発注書印刷で出力した内容をもう一度みたい 

【A】発注書印刷は重複発注を避けるため、一度出力した内容は通常出力では出力し

ないようになっています。検索条件で、「1 一度印刷した伝票も対象」を選択し出力

することで、再出力できます。 

 

【Q】入荷予定伝票番号はどこで確認できるか？ 

【A】入荷予定入力リスト（16 ページ）または、発注エクスポート（入荷予定情報

あり）（14 ページ）にて確認します。 

 

【Q】入荷予定は画面から登録するしかないか？ 

【A】発注エクスポート・入荷予定インポートにて CSV ファイルでの編集・登録が可

能です。 

 

【Q】入荷予定登録を間違って、HD 物流でダウンロード済となった 

【A】HD 物流に連絡しての対応となります。実際の商品よりも多く入荷予定を登録

してしまった場合は、仕入検品で少ないまま完了となります。入荷予定の方が少な

い場合、HD 物流にて超過検品はできないので、HD に連絡して追加の発注を作成する

必要があります。 

 

【Q】仕入実績にないもの（送料など）の申告方法を教えてほしい。 

【A】財務会計サポ－ト部 事務担当 027-233-8233 までご連絡下さい。こちらで登

録を行います。 

 

 

【Q】出荷した商品が HD 物流で検品されているのか確認したい 

【A】仕入請求出力の検索画面にて、「1：仕入実績」を指定して出力すると、HD 物

流で検品された仕入実績が月末を待たずに確認できます。 

 

【Q】発注データが生成された時、メールでのお知らせありますか、また発注データ

の生成される決まった曜日などありますか？ 

【A】メールでのお知らせ機能はありません。また発注曜日は 3ページに詳細があり

ます。 


