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本書の使い方 
 

本書は株式会社オプロが提供する「ソアスク/soarize」のセットアップガイドです。 

 

本書をご利用いただくことで、ソアスク/soarize を組織へインストールする手順、およびソアスク/soarize と Salesforce を連

携するための動作環境を設定する手順を理解できることを目的としています。 

 

本書では、販売管理および購買管理を利用するユーザを前提に手順を記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本書の表記 
 

本書では、以下の表記で記載しています。 

 

表記方法 内容 

注意 操作上の注意事項について記載しています。 

Point 操作するうえで知っていると便利なポイントについて記載しています。 

参照 本書における参照先を記載しています。 

［  ］ ボタン名やタブ名、キーボードのキーなどの表記で使用します。 

「  」 システム名、メニュー名、画面名、項目名、オブジェクト名、参照先などの表記で使用します。 

{  } 条件によって異なる名称や文字列が入る可変値の表記で使用します。 
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  はじめに 
ここではソアスク/soarize の概要や操作上の制限事項について説明します。 

 

 

 

ソアスク/soarize は、見積、受注、請求等の販売管理を中心に、購買管理も含めた各種業務を可能にします。 

本書では、ソアスク/soarizeを組織にインストールする手順、およびソアスク/soarizeの販売管理・購買管理をSalesforce

で利用するための設定について説明します。 
 

※トライアル環境では、セットアップガイドに記載している一部の設定が、初めから設定済みになっている場合があります。 

セットアップガイドには、設定済みになっている項目の設定方法についても記載しています。 

新規ユーザの追加やその他の設定変更などを行いたい場合に、これらの設定情報が必要となります。 

 

1.1 概要 

ソアスク/soarize の販売管理・購買管理の概要について説明します。 

 

◼ 「見積→受注→納品→請求」などの販売業務、「発注→仕入→支払」などの購買業務をトータルでカバーし、各工程に

おける情報の一括管理と、顧客との接点となる帳票出力業務の効率化を同時に実現します。 

◼ Salesforce とのシームレスな連携により、SalesCloud 版では顧客管理、商談管理から実際の見積業務以降へと業務

展開が可能になります。 
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◼ 提供アプリケーション 

「ソアスク/soarize」利用者の契約形態によって、使用できるアプリケーションが決まります。 
 

契約形態 使用できるアプリケーション 備考 

Sales Cloud を契約済み soarize - SalesCloud Subscription 「販売」を新規登録し、「販売」に紐づけ

て「見積」を作成することができます。 

既存の「商談」に紐づけて「見積」を作成

することもできます。 

Sales Cloud 以外を契約、 

またはソアスク単体で契約 

soarize 「販売」を新規登録し、「販売」に紐づけ

て「見積」を作成することができます。 

 

※上記は、新規インストール時、またはトライアル環境取得時にデフォルトで使用できるアプリケーションです。 

上記以外のアプリケーションを新規に作成し、使用することもできます。 
 

［参照］アプリケーションの作成については、Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?id=dev_apps_lightning_create.htm&type=5 

 

 

1.2 注意事項と制限事項 

「ソアスク/soarize」を操作する際の注意事項と制限事項について説明します。 

 

◼ ライセンスご契約時の利用者数を超えて、「ソアスク/soarize」を利用することはできません。 

 

◼ Salseforce のエディション 

Enterprise、Unlimited、Force.com、Performance のいずれかのエディションが必要です。 

 

◼ 推奨ブラウザは、次のとおりです。 

 

OS ブラウザ 

Windows Microsoft Edge 最新版 

Mozilla Firefox 最新版 

Google Chrome 最新版 

macOS Safari 最新版 

Mozilla Firefox 最新版 

 

※クライアント OS 上で動作する Web ブラウザのみを動作保証します。 

※Firefox の ESR 版はサポート対象外です。 

※Internet Explorer はサポート対象外です。 

 

◼ その他の制限事項 

「ソアスク/soarize」は Salesforce の Lightning Experience に対応しています。 

 

https://help.salesforce.com/articleView?id=dev_apps_lightning_create.htm&type=5
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  ソアスク/soarize のインストール 
ソアスク/soarize を組織へインストールします。 

 

 

 

2.1 新規組織へインストールする場合 

ソアスクのお申し込みフォームから、トライアル組織（取得から 1 ヶ月間有効）の発行を申し込みます。 

 

2.1.1 インストールの手順 

 次の URL にアクセスします。 

https://www.opro.net/trial/soasc.html 

 「トライアルライセンスのお申し込み」画面が表示されます。 

 
 

https://www.opro.net/trial/soasc.html
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Point 以下の手順で、Salesforce 社の AppExchange から申し込むこともできます。 
 

1. 次の URL にアクセスします。 

https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000000qqetEAA 

※Salesforce にログインしていない場合は、ログインしてください。 
 
 

 
 
 
 

2. soarize のセールス画面が表示されます。［今すぐ入手］ボタンをクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 「株式会社オプロの Web サイトからインストール」画面が表示されます。 

   「私は契約条件を読み、同意します」にチェックを付け、「プロバイダにアクセス」ボタンをクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 「トライアルライセンスのお申し込み」画面が表示されます。 

  ※表示される製品名は異なりますが、インストールされる内容は同じです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000000qqetEAA
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 「お申し込み内容」の「トライアルタイプ」で「トライアル組織を発行する。」を選択します。 

以降の必須項目もすべて入力します。 

 

 最後に「ソアスク提供条項に同意する。」にチェックを付け、［下記「個人情報の取扱い」に同意して送信   >］

ボタンをクリックします。 

 

「＊」の付いた項目はすべて入力してください。 

クリックすると「ソアスク提供条項」が 

PDF で表示されます。 

画面を下にスクロールすると、 

個人情報の取扱いについて確認できます。 
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 「組織発行に関するメールを送信する」旨をお知らせする画面が表示されます。 

 

 しばらくすると、手順 3 で入力したメールアドレス宛てに次のような自動送信メールが届きます。 

「今すぐログインするには、」に続く URL をクリックします。 
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 「パスワードを変更する」画面が表示されます。 

「新しいパスワード」および「新しいパスワードの確認」を入力します。 

続けて、パスワードを忘れた場合に使用する「セキュリティの質問」を選択し、それに対する「回答」を入力します。 

［パスワードを変更］ボタンをクリックし、ソアスク/soarize 組織にログインできればインストールは完了です。 

 

条件を満たしたパスワードを入力し「回答」を入力すると、

［パスワードを変更］ボタンが活性化します。 



｜ 2.ソアスク/soarize のインストール ｜ 2.2.既存組織へインストールする場合 ｜ 
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2.2 既存組織へインストールする場合 

ソアスクのお申し込みフォームから、「パッケージインストール URL」の取得（取得から 1 ヶ月間有効）を申し込みます。 

 

2.2.1 インストールの手順 

 次の URL にアクセスします。 

https://www.opro.net/trial/soasc.html 

 「トライアルライセンスのお申し込み」画面が表示されます。 

［参照］詳細については、「2.1.1 インストールの手順」の手順 2 を参照してください。 

 「お申し込み内容」の「トライアルタイプ」で「既存の Salesforce 組織にインストールする。」を選択します。 

以降の必須項目もすべて入力します。 

 

「＊」の付いた項目はすべて入力してください。 

クリックすると「ソアスク提供条項」が 

PDF で表示されます。 

https://www.opro.net/trial/soasc.html
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 最後に「ソアスク提供条項に同意する。」にチェックを付け、［下記「個人情報の取扱い」に同意して送信   >］

ボタンをクリックします。 

 

 「組織発行に関するメールを送信する」旨をお知らせする画面が表示されます。 

［参照］詳細については、「2.1.1 インストールの手順」の手順 5 を参照してください。 

 しばらくすると、手順 3 で入力したメールアドレス宛てに次のような自動送信メールが届きます。 

本番組織にインストールする場合は、「本番組織用インストール URL：」の URL をクリックします。 

Sandbox 組織にインストールする場合は、「Sandbox 組織用インストール URL：」の URL をクリックします。 

 
 

Point 本番組織にインストールする前に本番組織のコピーでテストをしたい場合は、Sandbox 組織にインストール 

してください。 

 

画面を下にスクロールすると、 

個人情報の取扱いについて確認できます。 
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 すでに Salesforce にログインしていた場合、セキュリティオプション選択画面が表示されます。 

「すべてのユーザのインストール」を選択し、［インストール］ボタンをクリックします。 

 
 

Point  Salesforce にログインしていなかった場合、先に Salesforce のログイン画面が表示され、ログイン後に当 

画面が表示されます。 

 セキュリティオプションは、必ず「すべてのユーザのインストール」を選択してください。 

ソアスク/soarize では「取引先」オブジェクトにカスタム項目やトリガを設定しているため、他のセキュリティオ 

プションを選択すると、一般ユーザが「取引先」を作成・編集することができなくなります。 

 

［参照］当画面の詳細については、次の Salesforce 社ドキュメントを参照してください。 

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.packagingGuide.meta/packagingGuide/packaging_install.htm 

 以降も画面の指示に従って、インストールを続行してください。 

 インストールが成功すると、実施したユーザ宛てに「パッケージ「soarize」のインストールに成功しました」というタイ 

トルの自動送信メールが届きます。 

以上でインストールは完了です。 

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.packagingGuide.meta/packagingGuide/packaging_install.htm
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2.3 インストール時にエラーが発生した場合 

ソアスク/soarize インストール時に次のエラーが発生することがあります。 

◼ 1. (OproartsDesigner) duplicate value found: <unknown>の値が重複しているレコードの ID: <unknown> 

OproartsDesigner: duplicate value found: <unknown>の値が重複しているレコードの ID: <unknown> 

 

これは、「OPROARTS Connector」と「soarize OPROARTS Connector」の接続アプリケーションが重複しているため 

起きているエラーです。 

「OPROARTS Connector」を利用中の組織に対しソアスク/soarize をインストールする場合は、次の項で説明している 

「2.3.1 再インストールの手順」に従ってください。 

［参照］詳細については、次の URL を参照してください。 

https://spc.opro.net/hc/ja/articles/360035027733 

 

2.3.1 再インストールの手順 

 インストール済みの「OPROARTS Connector」をアンインストールします。 

［参照］アンインストールの手順については、Salesforce ヘルプを参照してください。 

      https://help.salesforce.com/articleView?id=distribution_uninstalling_packages.htm&type=5 

 次の URL で「OPROARTS Connector」を再インストールします。 

本番環境用：https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04td0000000Il1z 

Sandbox 用：https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04td0000000Il1z 

 ソアスク/soarize のインストールを再度実施します。 

［参照］インストールの手順については、「2.2 既存組織へインストールする場合」を参照してください。 
 

Point 上記でソアスク/soarize と「OPROARTS Connector」の共存ができますが、次のデメリットがあります。 

 「OPROARTS Connector」の認証情報を再度入力する必要があります。 

 「OPROARTS Connector」のアンインストール時に、VisualforcePDF 出力用の Visualforce ページを 

削除する必要があります。すでに VisualforcePDF を作成している場合は、再インストール後に再アップロ 

ードが必要です。 

［参照］認証情報の入力については、「OPROARTS Connector」のセットアップガイドを参照してください。 

https://spc.opro.net/hc/ja/articles/115003766854 

 

https://spc.opro.net/hc/ja/articles/360035027733
https://help.salesforce.com/articleView?id=distribution_uninstalling_packages.htm&type=5
https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04td0000000Il1z
https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04td0000000Il1z
https://spc.opro.net/hc/ja/articles/115003766854
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2.4 soarize OPROARTS Connector について 

「OPROARTS Connector」は、テンプレートデザインを自身で作成し Salesforce と連携してビジネス文書（帳票）を 

出力できるクラウドサービスです。 

「soarize OPROARTS Connector」は、ソアスク/soarize に標準で実装されている「OPROARTS Connector」です。 

［参照］「OPROARTS Connector」の詳細については、OPROARTS Connector ヘルプを参照してください。 

https://s.oproarts.com/help/ja/connector/ 
 

ここでは、「soarize OPROARTS Connector」を利用する際の注意点について説明します。 

 

2.4.1 ソアスク/soarize インストール時の重複エラー 

すでに「OPROARTS Connector」を利用している Salesforce 組織にソアスク/soarize をインストールしようとすると、重複 

エラーが発生します。 

［参照］詳細については、「2.3 インストール時にエラーが発生した場合」を参照してください。 

 

2.4.2 帳票出力時の認証情報エラー 

「soarize OPROARTS Connector」に認証情報を登録し、連携方式に「Connector for Salsforce」を選択したテンプ 

レートの帳票出力ボタンを作成すると、認証情報エラーが発生します。 

デフォルトではエラーが発生しますが、ボタンのコード内にパラメータ「_artsPrefix: 'appsfs',」を追加することでエラーを回避 

できます。 

次のように記載してください。 
 

例） 

 

 

 

［参照］ViewFramer の帳票出力をする際も同様に、パラメータ「nsPrefix: 'appsfs',」の追加が必要です。 

詳細については、次の URL を参照してください。 

https://spc.opro.net/hc/ja/articles/360034085914 

 

 

// OPROARTS Live-Force.com API に必要な諸パラメータです。 

// このパラメータを編集しないでください。 

_artsPrefix: "appsfs", 

https://s.oproarts.com/help/ja/connector/
https://spc.opro.net/hc/ja/articles/360034085914


 

18 

  各種設定 
ソアスク/soarize の各種設定を行います。「プロファイル・ユーザの作成とライセンスの割り当て」から、 

「消費税法改正に応じた機能と設定」「カスタム設定」「マスタの設定」などについて説明します。 

 

 

3 章における手順の流れは次のとおりです。 

 

 

プロファイル・ユーザの作成とライセンスの割り当て 
［参照］3.1 プロファイル・ユーザの作成とライセンスの割り当て 

消費税法改正に応じた機能と設定 
［参照］3.2 税種・税率に関する機能と設定 

カスタム設定 

［参照］3.3 カスタム設定 

取引先の設定 
［参照］3.4 取引先の設定 

マスタの設定 
［参照］3.5 マスタの設定 

商談の設定 
［参照］3.6 商談の設定 
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3.1 プロファイル・ユーザの作成とライセンスの割り当て 

ソアスク/soarize のプロファイル・ユーザを作成する手順、および作成したユーザにライセンスを割り当てる手順について説明 

します。 

 

3.1.1 プロファイルの作成 

 ソアスク/soarize をインストールした Salesforce 組織にログインします。 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 

 「設定ホーム」画面が表示されます。 

サイドバーの「管理」で［ユーザ］＞［プロファイル］をクリックします。 

 

 「プロファイル」画面が表示されます。 
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 作成するプロファイルの元になる既存のプロファイルを選択し、［コピー］リンクをクリックします。 

 ※作成するプロファイルと近いイメージのプロファイルを選択してください。 

   例）一般ユーザ用のプロファイル：「標準ユーザ」を選択 

ここでは例として、「システム管理者」の［コピー］リンクをクリックします。 

 
 

Point 一般ユーザ用として選択可能なプロファイルは、Sales Cloud が契約済みか未契約かによって異なります。 

異なる点を以下の表に記載します。 

 

Sales Cloudの契約 選択可能なプロファイル 備考 

Sales Cloud が契約済み 標準ユーザ 

標準 Platform ユーザ 

 通常は「標準ユーザ」を選択しますが、Sales Cloud の

ユーザライセンス数よりもソアスク/soarize のユーザライセ

ンス数の方が多いときは、「標準 Platform ユーザ」の

選択も可能です。 

 「標準ユーザ」と「標準 Platform ユーザ」を混在して

使用することも可能です。 

Sales Cloud が未契約 標準 Platform ユーザ 「標準 Platform ユーザ」のみ選択可能です。 

 「プロファイルのコピー」画面が表示されます。プロファイル名を入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、「設定ユーザ」と入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

Point 手順 5 で［新規プロファイル］ボタンをクリックした場合でも、コピー元の選択が必要になります。 
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 プロファイル「設定ユーザ」の詳細画面が表示されます。必要に応じて内容を編集します。 

［参照］プロファイルの編集については、Salesforce ヘルプを参照してください。 

        https://help.salesforce.com/articleView?id=admin_userprofiles.htm&type=5 

サイドバーの［プロファイル］をクリックします。 

 

 「プロファイル」画面が表示されます。 

画面を下にスクロールすると、「設定ユーザ」がプロファイルの一覧に追加されていることが確認できます。 

以上で、プロファイルの作成は完了です。 

 
 

Point  ユーザが作成したプロファイル（カスタムプロファイル）は、「カスタム」にチェックが付きます。 

 カスタムプロファイルは削除できます。削除する場合は、［削除］リンクをクリックしてください。 

 カスタムプロファイルをコピーする場合は、手順 7 の詳細画面で［コピー］ボタンをクリックしてください。 

 

注意 コピーして作成したプロファイル以外のプロファイルには、次のソアスク/soarize に関わる権限を付与することが

できません（編集できません）。 

 項目レベルセキュリティ 

 カスタムオブジェクト権限 

 有効な Apex クラス 

 有効な Visualforce ページアクセス 

https://help.salesforce.com/articleView?id=admin_userprofiles.htm&type=5
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3.1.2 ユーザの作成 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 
 

Point 「3.1.1 プロファイルの作成」に引き続きユーザの作成を行う場合は、プロファイル作成に使用していたブラウザ 

のタブは残し、新たにユーザ作成用のタブを追加することをお勧めします。 

ユーザに設定するプロファイルやユーザライセンスを確認してユーザを作成することができます。 

 「設定ホーム」画面が表示されます。 

サイドバーの「管理」で［ユーザ］＞［ユーザ］をクリックします。 

 

 「すべてのユーザ」画面が表示されます。［新規ユーザ］ボタンをクリックします。 
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 「新規ユーザ」画面が表示されます。 

 

 ここでは例として、「一般情報」左側の必須項目を次のように入力します。 

 

 「一般情報」右側の「ユーザライセンス」で、「Salesforce」を選択します。 

「3.1.1 プロファイルの作成」で作成したプロファイル「設定ユーザ」が選択リストに表示されるようになります。 

「設定ユーザ」を選択します。 

 
 

注意 すでにライセンス残数が「０」のユーザライセンスは選択できません（選択リストに表示されません）。 

［参照］ライセンス残数については、当項最後の Point を参照してください。 

 

「姓」を入力すると、「別名」が自動で付与されます。 

同様に「メール」を入力すると「ユーザ名」「ニックネーム」が

自動で付与されます。必要に応じて変更してください。 
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Point 選択可能なユーザライセンスは、Sales Cloud が契約済みか未契約かによって異なります。 

異なる点を以下の表に記載します。 

 

Sales Cloudの契約 選択可能なユーザライセンス 備考 

Sales Cloud が契約済み Salesforce 

Salesforce Platform 

 通常は「Salesforce」を選択しますが、Sales Cloud の

ユーザライセンス数よりもソアスク/soarize のユーザライセ

ンス数の方が多いときは、「Salesforce Platform」の選

択も可能です。 

 「Salesforce」と「Salesforce Platform」を混在して使

用することも可能です。 

Sales Cloud が未契約 Salesforce Platform 「Salesforce Platform」のみ選択可能です。 

 他の必須項目はデフォルト値のままとします。［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

Point 連続してユーザを作成する場合は、［保存 ＆ 新規］ボタンをクリックしてください。 

次のユーザの作成を手順 4 から開始できます。 

 ユーザ「設定担当 A」の詳細画面が表示されます。サイドバーの［ユーザ］をクリックします。 
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 「すべてのユーザ」画面が表示されます。 

「設定担当 A」がユーザの一覧に追加されていることが確認できます。 

以上で、ユーザの作成は完了です。 

 
 

Point ユーザを削除することはできません。不要になったユーザは「ユーザの編集」画面で別のユーザに変更するか、

または「有効」のチェックを外して無効ユーザにするかなどで対処してください。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Point 「設定ホーム」画面のクイック検索で検索キーに「組織情報」と入力し、下の［組織情報］をクリックすると、

「組織情報」画面が表示されます。 

さらに画面を下にスクロールすると、ユーザライセンスに関する情報を確認できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ライセンスの合計数、使用中のライセンス数、未使用のライセンス数（ライセンス残数）などが確認できます。 
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3.1.3 ライセンスの割り当て 

 

注意 Sandbox 組織の場合、ライセンスの割り当ては不要です。 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 「設定ホーム」画面が表示されます。 

サイドバーの「プラットフォームツール」で［アプリケーション］＞［パッケージ］＞［インストール済みパッケージ］

をクリックします。 

 

 「インストール済みパッケージ」画面が表示されます。 
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 パッケージ名「soarize」左の［ライセンスの管理］リンクをクリックします。 

 

 「パッケージマネージャ」画面が表示されます。［ユーザの追加］ボタンをクリックします。 

 

 選択可能なユーザが一覧表示されます。ライセンスを割り当てるユーザにチェックを付けます。 

ここでは例として、「設定担当 A」にチェックを付けます。 

 
 

注意 「標準ユーザ」などはじめから存在しているプロファイルを使用した場合、ソアスク/soarize で作成したカスタム 

オブジェクトに権限を付与することができません（Salesforce の仕様です）。 

ユーザを作成する際は、別のプロファイルからコピーして作成したプロファイルを使用してください。 
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 チェックを付けたユーザが「選択済みのユーザ」に表示されます。［追加］ボタンをクリックします。 

 

 手順 5 の画面に戻り、選択したユーザが「ライセンスを付与したユーザ」に追加されていることが確認できます。 

以上で、ライセンスの割り当ては完了です。 
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3.2 税種・税率に関する機能と設定 

ソアスク/soarize には、税種・税率に関する次の機能があります。 

● 税種マスタ、税率マスタ 

・ 複数の税種別を登録することができます。 

・ 軽減税率用の税率を登録することもできます。 

● 基準日による税率デフォルト値の設定 

・ 入力した日付を元に適切な税率をセットします。 

・ 手動で税率を変更することもできます。 

● 税種別ごとの金額・税額の管理 

・ 税種・税率に応じて金額・税額を管理するレコードが作成されます。 

・ 作成されたレコードを利用して、帳票に税種別ごとの金額を表示することもできます。 
 

これらの機能を利用するため、税率適用基準日項目の設定、「税種マスタ」「税率マスタ」の登録、積み上げ集計項目の

追加を行います。 

 

3.2.1 税率適用基準日項目の設定 

カスタム設定で「Base Date of Tax Rate Setting」のデフォルト値を設定します。 

［参照］設定の手順については、「3.3.3 Base Date of Tax Rate Setting の設定」を参照してください。 

 

3.2.2 税率適用基準日項目の一覧 

税率適用基準日として設定できる日付項目は次のとおりです。 
 

オブジェクト名 項目名 項目 API名 

見積 見積日 appsfs__fs_QuoteDate__c 

見積明細 納品予定日 appsfs__fs_AppointedDate__c 

受注 受注日 appsfs__fs_OrderDate__c 

受注明細 納品予定日 appsfs__fs_AppointedDate__c 

納品 納品日 appsfs__fs_DeliveryDate__c 

納品明細 計上日 appsfs__fs_RecordDate__c 

請求 請求締日 appsfs__fs_CloseDate__c 

請求明細 計上日 appsfs__fs_RecordDate__c 

発注 発注日 appsfs__fs_OrderDate__c 

発注明細 納品日 appsfs__fs_DeliveryDate__c 

仕入 仕入日 appsfs__fs_DeliveryDate__c 

仕入明細 計上日 appsfs__fs_RecordDate__c 

支払 支払締日 appsfs__fs_CloseDate__c 

支払明細 計上日 appsfs__fs_RecordDate__c 



｜ 3.各種設定 ｜ 3.2.税種・税率に関する機能と設定 ｜ 

30 

3.2.3 税種マスタの登録 

「税種マスタ」を新規登録します。 

 soarize のホーム画面左上の［ ］をクリックします。 

 

 プルダウンメニューが表示されます。 

検索キーに「税種」と入力し、下に表示される［税種マスタ］リンクをクリックします。 

 

 「税種マスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 

 

 「新規税種マスタ」画面が表示されます。 

「名称」を入力します。必要に応じて他の項目も入力し、［保存］ボタンをクリックします。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

名称 〇 税種の名称を入力します。 

軽減税率対象 - 軽減税率対象とする場合にチェックを付けます。 

並び順 - 販売管理・購買管理の画面に表示される「税種」プルダウンリストの並び順を

入力します。 

※次の画面で並び順が反映されます。 

見積登録画面、受注登録画面、納品登録画面、請求登録画面、 

発注登録画面、仕入登録画面、支払登録画面、見積条件登録画面 

 

3.2.4 税率マスタの登録 

「税率マスタ」を新規登録します。 

 新規「税種マスタ」登録時に表示される詳細画面で「関連」タブをクリックします。 

 

 表示が「関連」タブに切り替わります。［新規］ボタンをクリックします。 
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 「新規税率マスタ」画面が表示されます。 

「名称」「税率」など必須項目を入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

税種 〇 紐づく「税種マスタ」の「名称」がデフォルトでセットされます。 

名称 〇 税率の名称を入力します。 

税率 〇 税率を入力します。 

適用開始日 〇 税率の適用開始日を入力します。 

TeamSpirit 用税区分コード - TeamSpirit 連携を利用している場合に入力します。 

有効 - 無効レコードにする場合は、チェックを外します。 

適用終了日 〇 税率の適用終了日を入力します。 

※次回の法改正の時期は予想できないため「2999/12/31」のように、しばらく 

先の日付を入力しておくことをお勧めします。 
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3.2.5 積み上げ集計項目の追加 

次のオブジェクトに対し、必要に応じて税種ごとの金額・税額を集計する積み上げ集計項目を追加します。 

● 販売管理：「見積」「受注」「納品」「請求」 

● 購買管理：「発注」「仕入」「支払」 
 

Point ソアスク/soarize のデフォルト項目として、次の項目が用意されています。 

 「税種別合計税額（消費税）」が「見積」「請求」に用意されています。 

 「8%税額」「10%税額」が「見積」「納品」「請求」に用意されています。 

※税種別合計オブジェクトの「税種」を検索条件として積み上げています。 

※あくまでサンプルとして用意されている項目です。 

必要に応じて、組織の用途に合わせた別の項目を作成してください。 

 ソアスク/soarize をインストールした Salesforce 組織にログインします。 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 「設定ホーム」画面が表示されます。［オブジェクトマネージャ］タブをクリックします。 

 

 「オブジェクトマネージャ」画面が表示されます。 

当該オブジェクトの「表示ラベル」（ここでは例として［見積］リンク）をクリックします。 

 

 「{オブジェクト名}」の「詳細」画面が表示されます。［項目とリレーション］をクリックします。 
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 「{オブジェクト名}」の「項目とリレーション」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 

 

 「カスタム項目の新規作成（ステップ 1. データ型の選択）」画面が表示されます。 

［積み上げ集計］を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。 

 

 「カスタム項目の新規作成（ステップ 2. 詳細を入力）」画面が表示されます。 

「項目の表示ラベル」「項目名」に任意の値を入力し、［次へ］ボタンをクリックします。 
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 「カスタム項目の新規作成（ステップ 3. 集計の定義）」画面が表示されます。 

「集計対象オブジェクトの選択」「積み上げ種別の選択」「検索条件」の各項目を入力し、［次へ］ボタンを 

クリックします。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

集計対象オブジェクトの選択 

集計対象オブジェクト - 「税種別合計(見積)」を選択します。 

積み上げ種別の選択 

積み上げ種別 - 「合計」を選択します。 

集計する項目 - 次のいずれかを選択します。 

 金額を集計する場合は「Total Amount」を選択します。 

 税額を集計する場合は「Total Tax」を選択します。 

検索条件 

検索条件 - 「一定の条件を満たすレコードのみを計算に含める」を選択します。 

上記を選択すると、「項目」「演算子」「値」を入力できるようになります。 

項目 - 「Tax Area」を選択します。 

演算子 - 「次の文字列に一致する」を選択します。 

値 - 集計する税種の名称を入力します。 

ここでは例として「軽減税率」を入力します。 
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 必要に応じて「項目レベルセキュリティの設定」を行い、「次へ」をクリックします。 

 

 必要に応じて「ページレイアウトへの追加」を行い、「保存」をクリックします。 

 
 

Point  「見積」オブジェクトを例に積み上げ集計項目を追加する手順を記載していますが、対象が他のオブジェクト

であった場合も同様の手順で追加できます。 

 複数の税種を扱う場合は、積み上げ集計項目の追加をお勧めします。 

 ソアスク/soarize はデフォルトで「10%税率」には消費税、「8%税率」には消費税（軽減税率）という名 

称の税種を集計するようにしていますが、使用環境に合わない場合は別途積み上げ集計項目を追加して

ください。 

［参照］詳細な手順については、Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?id=fields_defining_summary_fields.htm&type=5 

 

https://help.salesforce.com/articleView?id=fields_defining_summary_fields.htm&type=5
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3.3 カスタム設定 

販売管理・購買管理で利用する項目のデフォルト値を設定する手順を説明します。 

 

3.3.1 共通手順 

「カスタム設定」画面を表示するまでの共通手順について説明します。 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 

 「設定ホーム」画面が表示されます。 

サイドバーの「プラットフォームツール」で［カスタムコード］＞［カスタム設定］をクリックします。 
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 「カスタム設定」画面が表示されます。 

すべてのカスタム設定は、当画面より対象の［Manage］リンクをクリックして開始します。 
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3.3.2 Accounting Default Setting の設定 

「取引先」の「会計設定」で利用する項目のデフォルト値を設定します。 

「取引先」を新規作成すると、新規「取引先」の「会計設定」のデフォルト値になります。 

［参照］「会計設定」については、「3.4.2 会計設定の編集」を参照してください。 

 「カスタム設定」画面で表示ラベル名「Accounting Default Setting」の［Manage］リンクをクリックします。 

［参照］「カスタム設定」画面の表示方法については、「3.3.1 共通手順」を参照してください。 

 

 「Accounting Default Setting」画面が表示されます。 

2 つの［新規］ボタンのうち、上にある［新規］ボタンをクリックします。 
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 「Accounting Default Setting の編集」画面が表示されます。 

「税域（デフォルト）」を入力します。その他のデフォルト値も必要に応じて入力します。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

支払先：締日（デフォルト） - 「支払先：締日」のデフォルト値を設定します。 

「0～99」の数値が入力可能ですが、有効範囲は「0～28」です。 

※「0」で末日が設定され、「1～28」で 1 日～28 日が設定されます。 

請求先：締日（デフォルト） - 「請求先：締日」のデフォルト値を設定します。 

「0～99」の数値が入力可能ですが、有効範囲は「0～28」です。 

※「0」で末日が設定され、「1～28」で 1 日～28 日が設定されます。 

支払先：支払日（デフォルト） - 「支払先：支払日」のデフォルト値を設定します。 

「0～99」の数値が入力可能ですが、有効範囲は「0～28」です。 

※「0」で末日が設定され、「1～28」で 1 日～28 日が設定されます。 

請求先：支払日（デフォルト） - 「請求先：支払日」のデフォルト値を設定します。 

「0～99」の数値が入力可能ですが、有効範囲は「0～28」です。 

※「0」で末日が設定され、「1～28」で 1 日～28 日が設定されます。 

支払先：支払月（デフォルト） - 「支払先：支払月」のデフォルト値を設定します。 

「0～99」の数値が入力可能ですが、有効範囲は「0～12」です。 

「0」で当月、「1」で翌月が設定されます。 

同様に「2」で翌々月と、数値が増えるごとに先の月が設定されます。 

請求先：支払月（デフォルト） - 「請求先：支払月」のデフォルト値を設定します。 

「0～99」の数値が入力可能ですが、有効範囲は「0～12」です。 

「0」で当月、「1」で翌月が設定されます。 

同様に「2」で翌々月と、数値が増えるごとに先の月が設定されます。 

仕切率（デフォルト） - 「仕切率(%)」のデフォルト値を設定します。 

「0～999.99999」の数値が入力可能です 

小数点以下 5 桁まで設定できます。 

税域（デフォルト） ○ 「税種」のデフォルト値を設定します。 

「税種マスタ」の名称を文字列で入力します。 

［参照］「税種マスタ」については、「3.2.3 税種マスタの登録」を参照してく 

ださい。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

伝票別会計設定不可フラグ - 「見積」「受注」など伝票ごとの「会計設定」を不可にしたい場合にチェックを付

けます。チェックを付けると、各登録画面の「会計情報」セクションと各明細の

金額計算項目が非活性化し、変更できなくなります。 

［参照］「会計設定」については、「3.4.2 会計設定の編集」を参照してくだ 

さい。 

※金額計算項目は「明細情報」セクションの「金額計算項目を表示する」に 

チェックを付けると表示されます。 

［参照］金額計算項目を表示する手順については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理ユーザガイド」を参照してく 

ださい。 

 

 ここでは例として次のように入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 「Accounting Default Setting の詳細」画面が表示されます。 

内容を確認し、［最後に開いたビューへ］リンクをクリックします。 
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 「Accounting Default Setting」画面が表示されます。 

「▼ デフォルトの組織レベルの値」を確認します。「Accounting Default Setting」の設定は完了です。 
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3.3.3 Base Date of Tax Rate Setting の設定 

「見積」「受注」「納品」「請求」「発注」「仕入」「支払」の各オブジェクトの税率適用基準日項目を設定します。 
 

Point 税率適用基準日は、「単価マスタ」の単価適用基準日としても使用されます。 

［参照］「単価マスタ」については、「3.5.5 単価マスタの登録」を参照してください。 

 「カスタム設定」画面で表示ラベル名「Base Date of Tax Rate Setting」の［Manage］リンクをクリックします。 

［参照］「カスタム設定」画面の表示方法については、「3.3.1 共通手順」を参照してください。 

 

 「Base Date of Tax Rate Setting」画面が表示されます。 

2 つの［新規］ボタンのうち、上にある［新規］ボタンをクリックします。 
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 「Base Date of Tax Rate Setting の編集」画面が表示されます。 

各明細行にある日付項目よりも優先して税率適用基準日とする日付項目（見積日、受注日など）にチェック

を付けます。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

請求伝票の日付を優先する - 税率適用基準日として「請求明細」の「計上日」よりも「請求」の「請求締日」

を優先する場合にチェックを付けます。 

仕入伝票の日付を優先する - 税率適用基準日として「仕入明細」の「計上日」よりも「仕入」の「仕入日」を

優先する場合にチェックを付けます。 

納品伝票の日付を優先する - 税率適用基準日として「納品明細」の「計上日」よりも「納品」の「納品日」を

優先する場合にチェックを付けます。 

支払伝票の日付を優先する - 税率適用基準日として「支払明細」の「計上日」よりも「支払」の「支払締日」

を優先する場合にチェックを付けます。 

発注伝票の日付を優先する - 税率適用基準日として「発注明細」の「納品日」よりも「発注」の「発注日」を

優先する場合にチェックを付けます。 

見積伝票の日付を優先する - 税率適用基準日として「見積明細」の「納品予定日」よりも「見積」の「見積

日」を優先する場合にチェックを付けます。 

受注伝票の日付を優先する - 税率適用基準日として「受注明細」の「納品予定日」よりも「受注」の「受注

日」を優先する場合にチェックを付けます。 

 

Point  「○○伝票の日付を優先する」にチェックを付けず、かつ明細の日付項目が設定されている場合は、明細

の日付項目が優先されます。 

 「○○伝票の日付を優先する」のチェックの有無に関わらず、明細の日付項目が設定されていない場合

は、伝票の日付項目が優先されます。 

 



｜ 3.各種設定 ｜ 3.3.カスタム設定 ｜ 

45 

 ここでは例としてすべての項目にチェックを付け、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 「Base Date of Tax Rate Setting の詳細」画面が表示されます。 

内容を確認し、［最後に開いたビューへ］リンクをクリックします。 

 

 「Base Date of Tax Rate Setting」画面が表示されます。 

「▼ デフォルトの組織レベルの値」を確認します。「Base Date of Tax Rate Setting」の設定は完了です。 
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3.3.4 Created Flag Check Setting の設定 

このカスタム設定のレコード作成後のデフォルトでは、フラグにチェックが付いた状態で、「見積明細」と「受注明細」のレコード

は 1 対 1 でしか紐づけることができません。 

フラグのチェックを外すと、「見積明細」と「受注明細」のレコードは 1 対複数で紐づけることができるようになります。 
 

同様に「受注明細」と「納品明細」、「納品明細」と「請求明細」、「発注明細」と「仕入明細」、「仕入明細」と「支払明細」

も、フラグにチェックが付いた状態では 1 対 1 でしか紐づけることができず、フラグのチェックを外すと 1 対複数で紐づけることが

できるようになります。 
 

Point このカスタム設定のレコード作成前の状態は、フラグにチェックが付いた状態と同じで、明細と明細は 1 対 1 で

しか紐づけることができません。 

 「カスタム設定」画面で表示ラベル名「Created Flag Check Setting」の［Manage］リンクをクリックします。 

［参照］「カスタム設定」画面の表示方法については、「3.3.1 共通手順」を参照してください。 

 

 「Created Flag Check Setting」画面が表示されます。 

2 つの［新規］ボタンのうち、上にある［新規］ボタンをクリックします。 
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 「Created Flag Check Setting の編集」画面が表示されます。 

「fs_IsCheck」にデフォルトでチェックが付いています。チェックを外し、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

fs_IsCheck - 「見積明細」と「受注明細」、「受注明細」と「納品明細」、「納品明細」と 

「請求明細」、「発注明細」と「仕入明細」、「仕入明細」と「支払明細」を 

1 対複数で紐づける場合にチェックを外します。 

デフォルトでチェックが付いています。 

 「Created Flag Check Setting の詳細」画面が表示されます。 

内容を確認し、［最後に開いたビューへ］リンクをクリックします。 

 

 「Created Flag Check Setting」画面が表示されます。 

「▼ デフォルトの組織レベルの値」を確認します。「Created Flag Check Setting」の設定は完了です。 
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3.3.5 OpportunityDetailPageSetting の設定 

「見積条件」「見積」「受注」「納品」の表示行数を設定します。 

※ここでは、Sales Cloud を導入し、すでに「商談」を利用している組織（または Sales Cloud の導入を検討されている 

組織）を前提に説明します。 
 

Point ［商談］の詳細画面の［Soarize<見積/受注/納品>］タブにある各項目の表示行数を設定できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

レコードが 2 件登録されている例では、次のような並びで表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［参照］上記画面の表示方法については、「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理ユーザガイド」の 

「商談」の節を参照してください。 

「受注」「納品」の場合も同様に表示されます。 

この例の場合、表示行数の設定が 1 であれば、

古い方のレコードは表示されません。 

これは、「見積条件」「見積」「受注」「納品」が 

それぞれ 1 件ずつ登録されている例です。 

この例の場合、表示行数の設定が 1 以上

であれば、すべて同じように表示されます。 

「見積条件」は、「見積」「受注」「納品」の

ヘッダの位置に表示されます。 
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 「カスタム設定」画面で表示ラベル名「OpportunityDetailPageSetting」の［Manage］リンクをクリックします。 

［参照］「カスタム設定」画面の表示方法については、「3.3.1 共通手順」を参照してください。 

 

 「OpportunityDetailPageSetting」画面が表示されます。 

2 つの［新規］ボタンのうち、上にある［新規］ボタンをクリックします。 

 

 「OpportunityDetailPageSetting の編集」画面が表示されます。 

納品、見積条件、見積、受注の表示行数が「99」になっていることを確認し、［保存］ボタンをクリックします。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

納品の表示行数 - ［商談］の詳細画面の［Soarize<見積/受注/納品>］タブに表示する 

「納品」数を設定します。 

「0～99」の数値が入力可能です。 

デフォルトで「99」がセットされます。 

見積条件表示行数 - ［商談］の詳細画面の［Soarize<見積/受注/納品>］タブに表示する 

「見積条件」数を設定します。 

「0～99」の数値が入力可能です。 

デフォルトで「99」がセットされます。 

見積の表示行数 - ［商談］の詳細画面の［Soarize<見積/受注/納品>］タブに表示する 

「見積」数を設定します。 

「0～99」の数値が入力可能です。 

デフォルトで「99」がセットされます。 

受注の表示行数 - ［商談］の詳細画面の［Soarize<見積/受注/納品>］タブに表示する 

「受注」数を設定します。 

「0～99」の数値が入力可能です。 

デフォルトで「99」がセットされます。 

 「OpportunityDetailPageSetting の詳細」画面が表示されます。 

内容を確認し、［最後に開いたビューへ］リンクをクリックします。 

 

 「OpportunityDetailPageSetting」画面が表示されます。 

「▼ デフォルトの組織レベルの値」を確認します。「OpportuniyDetailPageSetting」の設定は完了です。 
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3.3.6 soarize Trigger Activation Setting の設定 

各種 soarize トリガの有効化を設定します。 

 「カスタム設定」画面で表示ラベル名「soarize Trigger Activation Setting」の［Manage］リンクをクリック 

します。 

［参照］「カスタム設定」画面の表示方法については、「3.3.1 共通手順」を参照してください。 

 

 「soarize Trigger Activation Setting」画面が表示されます。 

2 つの［新規］ボタンのうち、上にある［新規］ボタンをクリックします。 
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 「soarize Trigger Activation Setting の編集」画面が表示されます。 

トリガ有効化の項目すべてにチェックを付け、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 「soarize Trigger Activation Setting の詳細」画面が表示されます。 

すべてにチェックが付いていることを確認し、［最後に開いたビューへ］リンクをクリックします。 
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 「soarize Trigger Activation Setting」画面が表示されます。 

「▼ デフォルトの組織レベルの値」を確認します。「soarize Trigger Activation Setting」の設定は完了です。 
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3.3.7 VisualforcePageSetting の設定 

「明細情報」に表示される各画面の明細ページング制御について、および明細の金額項目と「数量」に表示・入力する 

小数点以下の桁数について設定します。 

 「カスタム設定」画面で表示ラベル名「VisualforcePageSetting」の［Manage］リンクをクリックします。 

［参照］「カスタム設定」画面の表示方法については、「3.3.1 共通手順」を参照してください。 

 

 「VisualforcePageSetting」画面が表示されます。 

2 つの［新規］ボタンのうち、上にある［新規］ボタンをクリックします。 
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 「VisualforcePageSetting の編集」画面が表示されます。 

明細ページング制御を行う場合は「販売管理系画面 明細ページング制御 ON」にチェックを付け、「販売管理 

系画面 明細ページング件数」に 1 ページに表示する明細の件数を入力します。 

明細の金額項目と「数量」に表示・入力する小数点以下の桁数を設定する場合は、「金額 小数点桁数」また 

は「数量 小数点桁数」のいずれか、もしくは両方を入力します。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

販売管理系画面 

明細ページング制御 ON 

- 明細ページング制御を行う場合にチェックを付けます。 

販売管理系画面 

明細ページング件数 

- 各明細の 1 ページに表示する明細件数を設定します。 

「0～999」の数値が入力可能です。 

「販売管理系画面 明細ページング制御を ON」にチェックを付けた場合は、 

必ず「1」以上を入力してください。 

金額 小数点桁数 - 各明細の金額項目に表示・入力する小数点以下の桁数を設定します。 

「0～9」の数値が入力可能です。 

「0」で小数点以下が非表示・入力不可となります。 

数量 小数点桁数 - 各明細の「数量」に表示・入力する小数点以下の桁数を設定します。 

「0～9」の数値が入力可能です。 

「0」で小数点以下が非表示・入力不可となります。 

 

Point  ここで設定した内容は、購買管理系の画面にも適用されます。 

 新規レコードの作成前、または新規レコードのデフォルトでは、明細ページング制御は行われません。 

このとき、明細の金額項目および「数量」の小数点以下は、デフォルトで 2 桁が設定されています。 
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 ここでは例として次のように入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 「VisualforcePageSetting の詳細」画面が表示されます。 

内容を確認し、［最後に開いたビューへ］リンクをクリックします。 

 

 「VisualforcePageSetting」画面が表示されます。 

「▼ デフォルトの組織レベルの値」を確認します。「VisualforcePageSetting」の設定は完了です。 
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Point  明細ページング制御を ON にして明細ページング件数を設定すると、各画面の「明細情報」左下にページ 

ング制御用の項目が表示されるようになります。 
 
 
 

 
 
 
 

 「金額 小数点桁数」「数量 小数点桁数」に「0」を設定した場合、明細の表示は次のように変わります。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 「金額 小数点桁数」「数量 小数点桁数」を設定しても、元々小数点以下が設定されていない項目や

Salesforce の仕様である詳細画面の表示内容は変わりません。 

 項目に設定された小数点以下の桁数より大きな値を「金額 小数点桁数」「数量 小数点桁数」に設定

することもできますが、お勧めはできません。 

例えば、小数点以下の桁数 2 桁の金額に対し小数点以下の桁数 4 桁で表示した場合は 4 桁目まで 

入力が可能ですが、保存時に小数点以下 3～4 桁が切り捨てられてしまうためです。 
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3.4 取引先の設定 

「取引先」および関連するオブジェクトの概要について説明します。 

● 「取引先」は Salesforce 標準オブジェクトであり、ソアスク/soarize の各レコードで使用する取引先企業情報を登

録するオブジェクトです。 

● 「取引先」には紐づく「会計設定」があり、締日や仕切率、税額計算方法などを設定できます。 

「見積」や「受注」などのレコードを作成する際、対象取引先の「会計設定」が入力画面のデフォルト値としてセットさ

れます。 

● 「取引先」を新規登録すると、「会計設定」にカスタム設定「Accounting Default Setting」がデフォルト値として 

セットされます。 

［参照］カスタム設定「Accounting Default Setting」については、 

        「3.3.2 Accounting Default Setting の設定」を参照してください。 

● 対象取引先の詳細画面から「会計設定の編集」画面を表示することができます。 

● 「取引先」に「取引先責任者」を紐づけることができます。 

「取引先責任者」は、「納品」や「請求」などを行う際の取引先責任者の情報を登録するオブジェクトです。 
 

「取引先」関連の各オブジェクトでは、標準で用意されている項目のほかに、オリジナルのカスタム項目を作成することができ

ます。 

［参照］カスタム項目の作成については、Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=adding_fields.htm&type=5 

 

3.4.1 取引先の登録 

「取引先」を新規登録します。 

 soarize のホーム画面で［取引先］タブをクリックします。 

 

 「取引先」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 

 

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=adding_fields.htm&type=5
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 「新規取引先」画面が表示されます。 

「基本情報」の「取引先名」を入力します。必要に応じて他の項目も入力します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

取引先名 ○ 取引先の会社名や団体名などを入力します。 

取引先 部門 - 取引先の部門名を入力します。 

種別 - 次のいずれかを選択します。 

「Prospect」「Customer - Direct」「Customer - Channel」 

「Channel Partner / Reseller」「Installation Partner」 

「Technology Partner」「Other」 

業種 - 次のいずれかを選択します。 

「Agriculture」「Apparel」「Banking」「Biotechnology」「Chemicals」 

「Communications」「Construction」「Consulting」「Education」 

「Electronics」「Energy」「Engineering」「Entertainment」 

「Environmental」「Finance」「Food & Beverage」「Government」 

「Healthcare」「Hospitality」「Insurance」「Machinery」「Manufacturing」 

「Media」「Not For Profit」「Recreation」「Retail」「Shipping」 

「Technology」「Telecommunications」「Transportation」「Utilities」 

「Other」 

メールサポート用取引先 - メールサポート用取引先とする場合にチェックを付けます。 

取引先番号 - 取引先を取引先番号で管理している場合は、その取引先番号を入力しま

す。 

電話 - 取引先の電話番号を入力します。 

Fax - 取引先の Fax 番号を入力します。 

Web サイト - 取引先の Web サイトの URL を入力します。 

親取引先 - 「取引先」を参照し設定します。 

紐づけが可能な親取引先がある場合に使用します。 
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 必要に応じて「住所情報」を入力します。 

 ※見積書や納品書などの帳票類に使用する情報です。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

国(請求先) - 取引先住所の国名を入力します。 

郵便番号(請求先) - 取引先住所の郵便番号を入力します。 

都道府県(請求先) - 取引先住所の都道府県名を入力します。 

市区郡(請求先) - 取引先住所の市区郡名を入力します。 

町名・番地(請求先) - 取引先住所の町名・番地を入力します。 

 「与信情報」「詳細情報」は使用しません。［保存］ボタンをクリックします。 

 ※「詳細情報」の「仕切率(%)」は、「会計設定」の値が適用されます。 
 

Point 「販売」等のレコード作成中に「取引先」の選択リストで「＋  新規取引先」を選択すると、手順 3 の画面が 

表示されます。 

この画面から手順 3～5 と同様に「取引先」を新規登録できます。 
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3.4.2 会計設定の編集 

「取引先」に紐づく「会計設定」を編集します。 

「会計設定」は「取引先」を登録すると自動で作成されますが、デフォルト値で構成されているため、必要に応じて編集しま

す。 

 対象取引先の詳細画面で、［▼］＞［会計設定］をクリックします。 

 

 「会計設定の編集」画面が表示されます。必要に応じて設定を変更し、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

Point 上記「会計設定の編集」画面の赤点線枠の箇所には、カスタム設定「Accounting Default Setting」の値 

がデフォルトでセットされます。 

［参照］カスタム設定「Accounting Default Setting」については、 

「3.3.2 Accounting Default Setting の設定」を参照してください。 

 



｜ 3.各種設定 ｜ 3.4.取引先の設定 ｜ 

62 

項目名 
入力
必須 

説明 

仕切率(%) - 仕切率(%)を入力します。 

「Accounting Default Setting」の値がデフォルトでセットされます。 

税額計算方法 - 次のいずれかを選択します。 

「明細の金額×税率」「合計金額×税率」 

「明細の金額×税率」がデフォルトでセットされます。 

税種 - 「税種マスタ」を参照し設定します。 

「Accounting Default Setting」の「税域（デフォルト）」がデフォルトでセット

されます。 

請求先 - 「取引先」を参照し設定します。 

※販売先とは異なる「取引先」へ請求業務を行う場合に、請求先を設定し

ます。販売先と請求先の「取引先」が同じ場合は設定不要です。 

請求先：支払月 - 次のいずれかを選択します。 

「当月」「翌月」「翌々月」「3 ヶ月後」～「12 ヶ月後」 

「Accounting Default Setting」の値がデフォルトでセットされます。 

請求先：支払日 - 次のいずれかを選択します。 

「1 日」～「28 日」「末日」 

「Accounting Default Setting」の値がデフォルトでセットされます。 

請求先：締日 - 次のいずれかを選択します。 

「1 日」～「28 日」「末日」 

「Accounting Default Setting」の値がデフォルトでセットされます。 

勤怠締め:明細集計 - ※販売管理・購買管理のみ利用している場合は使用しません。 

役務管理機能で使用する項目となります。 

単価×数量の丸めモード - 次のいずれかを選択します。 

「四捨五入」「切り上げ」「切り捨て」「偶数丸め」 

「四捨五入」がデフォルトでセットされます。 

金額×税率の丸めモード - 次のいずれかを選択します。 

「四捨五入」「切り上げ」「切り捨て」「偶数丸め」 

「四捨五入」がデフォルトでセットされます。 

支払先：支払月 - 次のいずれかを選択します。 

「当月」「翌月」「翌々月」「3 ヶ月後」～「12 ヶ月後」 

「Accounting Default Setting」の値がデフォルトでセットされます。 

支払先：支払日 - 次のいずれかを選択します。 

「1 日」～「28 日」「末日」 

「Accounting Default Setting」の値がデフォルトでセットされます。 

支払先：締日 - 次のいずれかを選択します。 

「1 日」～「28 日」「末日」 

「Accounting Default Setting」の値がデフォルトでセットされます。 

 

Point 既存の組織にソアスク/soarize をインストールした場合、「会計設定」の情報は詳細画面（「詳細」タブ）に 

表示されません。必要に応じて表示されるよう、ページレイアウトを設定してください。 

［参照］ページレイアウトの設定方法については、Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?id=customize_layout.htm&type=5 

https://help.salesforce.com/articleView?id=customize_layout.htm&type=5
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3.4.3 取引先責任者の登録 

「取引先」に紐づけて「取引先責任者」を新規登録します。 

 対象取引先の詳細画面の［関連］タブで、［新規］ボタンをクリックします。 

 

 「新規取引先責任者」画面が表示されます。 

「取引先責任者情報」の「姓」を入力します。必要に応じて他の項目も入力します。 

※「取引先」に「電話」「Fax」「住所情報」などが設定されている場合は、「取引先責任者」に引き継がれます。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

敬称 - 次のいずれかを選択します。 

「Mr.」「Ms.」「Mrs.」「Dr.」「Prof.」 

姓 ○ 取引先責任者の姓を入力します。 

名 - 取引先責任者の名を入力します。 

取引先名 - 紐づく「取引先」の「取引先名」（会社名や団体名など）がデフォルトでセット

されます。 

役職 - 取引先責任者の役職を入力します。 

部署 - 取引先責任者が所属する部署を入力します。 

誕生日 - 取引先責任者の誕生日を入力します。 

上司 - 取引先責任者の上司を選択します。 

※上司もオブジェクト「取引先責任者」に登録する必要があります。 

リードソース - Sales Cloud でリードを使用している場合は、次のいずれかを選択します。 

「Web」「Phone Inquiry」「Partner Referral」「Purchased List」「Other」 

［参照］リードの詳細については、Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?id=leads_def.htm&type=5 

電話 - 取引先責任者の職場の電話番号を入力します。 

紐づく「取引先」の「電話」がデフォルトでセットされます。 

自宅電話 - 取引先責任者の自宅の電話番号を入力します。 

携帯 - 取引先責任者の携帯の電話番号を入力します。 

その他の電話 - 上記以外に連絡先がある場合は、その連絡先の電話番号を入力します。 

Fax - 取引先責任者の職場の Fax 番号を入力します。 

紐づく「取引先」の「Fax」がデフォルトでセットされます。 

メール - 取引先責任者のメールアドレスを入力します。 

アシスタント - 取引先責任者にアシスタントがいる場合は、アシスタント名を入力します。 

アシスタント電話 - 取引先責任者にアシスタントがいる場合は、アシスタントの電話番号を入力し

ます。 

https://help.salesforce.com/articleView?id=leads_def.htm&type=5
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 必要に応じて「住所情報」を入力します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

国(郵送先) - 取引先責任者の職場住所の国名を入力します。 

紐づく「取引先」の「国(請求先)」がデフォルトでセットされます。 

郵便番号(郵送先) - 取引先責任者の職場住所の郵便番号を入力します。 

紐づく「取引先」の「郵便番号(請求先)」がデフォルトでセットされます。 

都道府県(郵送先) - 取引先責任者の職場住所の都道府県名を入力します。 

紐づく「取引先」の「都道府県(請求先)」がデフォルトでセットされます。 

市区郡(郵送先) - 取引先責任者の職場住所の市区郡名を入力します。 

紐づく「取引先」の「市区郡(請求先)」がデフォルトでセットされます。 

町名・番地(郵送先) - 取引先責任者の職場住所の町名・番地を入力します。 

紐づく「取引先」の「町名・番地(請求先)」がデフォルトでセットされます。 

国(その他) - 画面左の郵送先以外に住所がある場合は、国名を入力します。 

郵便番号(その他) - 画面左の郵送先以外に住所がある場合は、郵便番号を入力します。 

都道府県(その他) - 画面左の郵送先以外に住所がある場合は、都道府県名を入力します。 

市区郡(その他) - 画面左の郵送先以外に住所がある場合は、市区郡名を入力します。 

町名・番地(その他) - 画面左の郵送先以外に住所がある場合は、町名・番地を入力します。 
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 必要に応じて「追加情報」を入力します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

Languages - 使用する言語を入力します。 

Level - 次のいずれかを選択します。 

「Secondary」「Tertiary」「Primary」 

［参照］Level の詳細については、「Lightning コンポーネント開発者ガイド」

の「取引先責任者の読み込み」を参照してください。 

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-

jp.206.0.lightning.meta/lightning/events_one_demo_load.htm 

 必要に応じて「詳細情報」を入力します。［保存］ボタンをクリックします。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

説明 - 取引先責任者に関する説明があれば入力します。 

 

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.206.0.lightning.meta/lightning/events_one_demo_load.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.206.0.lightning.meta/lightning/events_one_demo_load.htm
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Point 「受注」「納品」「請求」の詳細画面右上にあるアクション［新規取引先責任者］をクリックして登録すること

もできますが、基本情報のみの簡易登録となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※原則、「取引先」に紐づけて登録するため、上記画面の「取引先名」で対象取引先を選択してください。 
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3.5 マスタの設定 

販売管理・購買管理で利用する主要なマスタの概要について説明します。 

● 要員マスタ 

自社の要員を登録するオブジェクトです。 

要員には、「営業担当者」や「派遣社員」「事務員」など様々な種別があります。 

※役務管理では、「要員マスタ」に単価を設定し、「品目・サービスマスタ」として使用することもできます。 

● 品目・サービスマスタ 

取引を行う物品やサービスなどを登録するオブジェクトです。 

「見積」や「受注」などの明細入力の際に使用します。 

登録したレコードでセット品を構成することができます。 

「単価マスタ」の親オブジェクトです。 

● 単価マスタ 

優先順位や適用期間ごとに異なる単価を登録するオブジェクトです。 

「品目・サービスマスタ」の子オブジェクトです。親 1 レコードに対し子レコードを複数登録できます。 

「数量別単価マスタ」の親オブジェクトです。 

● 数量別単価マスタ 

数量ごとに異なる単価を登録するオブジェクトです。 

「単価マスタ」の子オブジェクトです。親 1 レコードに対し子レコードを複数登録できます。 

● 税種マスタ 

税種の名称を登録するオブジェクトです。 

軽減税率対象／対象外の設定が可能で、税率は紐づく「税率マスタ」で設定します。 

「税率マスタ」の親オブジェクトです。 

［参照］「税種マスタ」については、「3.2.3 税種マスタの登録」を参照してください。 

● 税率マスタ 

適用期間ごとに異なる税率を登録するオブジェクトです。 

「税種マスタ」の子オブジェクトです。親 1 レコードに対し子レコードを複数登録できます。 

［参照］「税率マスタ」については、「3.2.4 税率マスタの登録」を参照してください。 

● 設定マスタ 

販売管理・購買管理の各オブジェクトの登録画面等に表示するデフォルト値を登録するオブジェクトです。 

既存の「商談」を利用して「見積条件」を作成する場合、「自社会計情報設定」の登録が必要です。 
 

マスタ関連の各オブジェクトでは、標準で用意されている項目のほかに、オリジナルのカスタム項目を作成することができます。 

［参照］カスタム項目の作成については、Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=adding_fields.htm&type=5 

 

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=adding_fields.htm&type=5
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3.5.1 要員マスタの登録 

「要員マスタ」を新規登録します。 

 soarize のホーム画面で［要員マスタ］タブをクリックします。 

 

 「要員マスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 

 

 「新規要員マスタ」画面が表示されます。 

「基本情報」の「要員氏名」を入力します。必要に応じて他の項目も入力します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

要員氏名 ○ 要員の氏名を入力します。 

Salesforce ユーザ - Salesforce ユーザを選択し、要員に紐づけます。 

メールアドレス - 要員のメールアドレスを入力します。 

有効 - 無効レコードにする場合は、チェックを外します。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

契約期間 - 次のいずれかを選択します。 

「有期」「無期」 

派遣社員 - 派遣社員の場合にチェックを付けます。 

品目・サービスマスタとして使用する - ※販売管理・購買管理のみ利用している場合は使用しません。 

役務管理機能で使用する項目となります。 

 

Point 「要員マスタ」と Salesforce ユーザは紐づいていません。 

要員と Salesforce ユーザを紐づけたい場合は、「基本情報」の「Salesforce ユーザ」で、要員ごとに紐づけ 

る Salesforce ユーザを選択してください。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 必要に応じて「要員詳細情報」を入力します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

年齢 - 要員の年齢を入力します。 

単価 - ※販売管理・購買管理のみ利用している場合は使用しません。 

役務管理機能で使用する項目となります。 

担当部門 - 「部門マスタ」を参照し設定します。 

［参照］「部門マスタ」については、「5.4 部門マスタについて」を参照してくだ 

さい。 

要員単価マスタ - ※販売管理・購買管理のみ利用している場合は使用しません。 

役務管理機能で使用する項目となります。 

休日パターン - 休日パターンを選択します。 

選択するためには、休日パターンの登録が必要です。 

［参照］休日パターンについては、「5.5 休日パターンについて」を参照してく 

ださい。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

性別 - 次のいずれかを選択します。 

「男性」「女性」 

原価 - ※販売管理・購買管理のみ利用している場合は使用しません。 

役務管理機能で使用する項目となります。 

 必要に応じて「印影画像」を入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

要員印影画像 ID - 要員の印影画像 ID を入力します。 

 

Point 「要員印影画像 ID」を設定すると、帳票（プレビュー画面）に印影を表示できるようになります。 

［参照］画像 ID の取得方法については、「3.5.9 各種帳票のロゴ・印影表示方法」を参照してください。 

 

Point 「販売」等のレコード作成中に「要員マスタ」の選択リストで「＋  新規要員マスタ」を選択すると、手順 3 の 

画面が表示されます。 

この画面から、手順 3～5 と同様に「要員マスタ」を新規登録できます。 
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3.5.2 品目・サービスマスタの登録 

「品目・サービスマスタ」を新規登録します。 

 soarize のホーム画面で［品目・サービスマスタ］タブをクリックします。 

 

 「品目・サービスマスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 

 

 「新規品目・サービスマスタ」画面が表示されます。 

「基本情報」の「品目・サービス名」を入力します。必要に応じて他の項目も入力します。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

品目・サービス名 ○ 品目名やサービス名などを入力します。 

品番 - 品目・サービスを品番で管理している場合は、品番を入力します。 

種別 - 次のいずれかを選択します。 

「品目」「サービス」 

単位 - 品目・サービスの最小単位を入力します。 

例）10 個、1 ダース、2ℓ 

説明 - 品目・サービスに関する説明があれば入力します。 

軽減税率対象 - 軽減税率対象とする場合にチェックを付けます。 

※「税種マスタ」で管理することをお勧めします。 

［参照］「税種マスタ」については、「3.2.3 税種マスタの登録」を参照してく 

ださい。 

日割り対象 - ※販売管理・購買管理のみ利用している場合は使用しません。 

サブスクリプション機能で使用する項目となります。 

カスタム項目 - カスタム項目に関する説明があれば入力します。 

有効 - 無効レコードにする場合は、チェックを外します。 

契約自動更新 - ※販売管理・購買管理のみ利用している場合は使用しません。 

サブスクリプション機能で使用する項目となります。 

シリアル No 管理 - ※販売管理・購買管理のみ利用している場合は使用しません。 

受注タイプ - 次のいずれかを選択します。 

「物品」「サービス」 

発注タイプ - 次のいずれかを選択します。 

「物品」「サービス」 

要員マスタ - 「要員マスタ」を参照し設定します。 

品目・サービスに担当者等を紐づける場合に使用します。 

税種 - 「税種マスタ」を参照し設定します。 

品目・サービスに税種を紐づけ、税率を管理する場合に使用します。 

売上サイクル - 次のいずれかを選択します。 

「毎月」「毎年」「初期費用」「従量課金」 

「毎月」がデフォルトでセットされます。 

請求サイクル - 次のいずれかを選択します。 

「毎月」「毎年」「初期費用」「従量課金」 

「毎月」がデフォルトでセットされます。 

 

Point 「基本情報」の「税種」は、「税種マスタ」を参照し設定します。 

「税種マスタ」は「税率マスタ」と紐づいているため、「見積」や「受注」の明細を「品目・サービスマスタ」から設定

した場合、税率適用基準日を基に最適な税率を取得することができます。 

［参照］「税種マスタ」「税率マスタ」については、「3.5 マスタの設定」のマスタの概要を参照してください。 

［参照］税率適用基準日については、「3.3.3 Base Date of Tax Rate Setting の設定」を参照してくださ 

い。 
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 必要に応じて「金額情報」を入力します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

下位階層の価格合計 - セット品で、下位階層に品目・サービスが紐づいている場合は、下位階層の

価格合計を入力します。 

付加価値税 - 付加価値税がある場合は、その税率(%)を入力します。 

 必要に応じて「仕入情報」を入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

仕入先 - 「取引先」を参照し設定します。 

仕入単価 - 品目・サービスの仕入単価を入力します。 

 

Point 「構成」等のレコード作成中に「品目・サービスマスタ」の選択リストで「＋  新規品目・サービスマスタ」を選択

すると、手順 3 の画面が表示されます。 

この画面から手順 3～4 と同様に「品目・サービスマスタ」を新規登録できます。 
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3.5.3 セット品の作成 

「品目・サービスマスタ」に登録された複数のレコードを紐づけてセット品を作成することができます。 

ここでは例として、次のような 3 階層で構成されたセット品を作成します。 

 

 soarize のホーム画面で［品目・サービスマスタ］タブをクリックします。 

 

 「品目・サービスマスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

 ※ここではセット品を構成するレコードが登録済みであることを想定しています。 

第 1 階層に設定するレコードの［{品目・サービス名}］リンク（ここでは例として［サンプル_PC セット品］）を 

クリックします。 

 

親商品（セット品） 

第 1 階層 

子商品 C（セット品） 

子商品 B（単品） 

子商品 A（単品） 

孫商品 D（単品） 

孫商品 E（単品） 

第 2 階層 

第 3 階層 
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 「サンプル_PC セット品」の詳細画面が表示されます。［関連］タブをクリックします。 

 

 表示が［関連］タブに切り替わります。 

「階層（品目・サービスマスタ（下位））」の［新規］ボタンをクリックします。 
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 「新規階層」画面が表示されます。 

「構成表種別」「品目・サービスマスタ（下位）」を選択します。必要に応じて他の項目も入力します。 

 ※「品目・サービスマスタ（上位）」には親レコードがデフォルトでセットされるため、変更不要です。 

 

 ここでは例として次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

「構成表種別」で「その他」を選択します。 

「品目・サービスマスタ（下位）」で「サンプル_PC 本体」を選択し、「並び順」で「1」を入力します。 

「分類」で「セット構成品」を選択し、「原単位分子」で「1」を入力します。 
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Point  「並び順」を入力すると、構成表のレコードの並び順（上から下）に反映されます。 

 「原単位分母」にはデフォルトで「1」が設定されていて、「原単位分子」が「1」の場合は親 1 に対し子 1 の 

構成、「原単位分子」が「2」の場合は親 1 に対し子 2 の構成になります。 

「原単位分子」を 1 から 2 に変更すると、結果として数量は 2 倍、3 にすると 3 倍と増えていきます。 

この 2 つの項目は、セット品の中に同じ商品が複数含まれている場合に使用します。 

 画面が「サンプル_PC セット品」の［関連］タブに戻ります。 

「階層（品目・サービスマスタ（下位））」の［新規］ボタンをクリックします。 

 

 「新規階層」画面が表示されます。 

「構成表種別」「品目・サービスマスタ（下位）」を選択します。必要に応じて他の項目も入力します。 

 ※手順 5 と同じ画面です。 

 ここでは例として次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

「構成表種別」で「その他」を選択します。 

「品目・サービスマスタ（下位）」で「サンプル_液晶モニタ」を選択し、「並び順」で「2」を入力します。 

「分類」で「セット構成品」を選択し、「原単位分子」で「1」を入力します。 
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 画面が「サンプル_PC セット品」の［関連］タブに戻ります。 

「階層（品目・サービスマスタ（下位））」の［新規］ボタンをクリックします。 

 

 「新規階層」画面が表示されます。 

「構成表種別」「品目・サービスマスタ（下位）」を選択します。必要に応じて他の項目も入力します。 

 ※手順 5 と同じ画面です。 

 ここでは例として次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

「構成表種別」で「その他」を選択します。 

「品目・サービスマスタ（下位）」で「サンプル_付属品」を選択し、「並び順」で「3」を入力します。 

「分類」で「セット構成品」を選択し、「原単位分子」で「1」を入力します。 

 



｜ 3.各種設定 ｜ 3.5.マスタの設定 ｜ 

80 

 画面が「サンプル_PC セット品」の［関連］タブに戻ります。 

［▼］＞［構成表参照］をクリックします。 

 

 構成表が表示されます。「サンプル_PC セット品」から見て、第 2 階層まで作成されたことが確認できます。 

［品目・サービスマスタ］タブをクリックします。 

 

クリックすると、レコードの詳細

画面が表示されます。 

「新規階層」画面で入力した

「並び順」が反映されます。 
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 「品目・サービスマスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

第 2 階層に設定されていて、かつ第 3 階層の設定が必要なレコードの［{品目・サービス名}］リンク（ここでは 

例として［サンプル_付属品］）をクリックします。 

 

 「サンプル_付属品」の詳細画面が表示されます。［関連］タブをクリックします。 

 

 表示が［関連］タブに切り替わります。 

「階層（品目・サービスマスタ（下位））」の［新規］ボタンをクリックします。 
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 「新規階層」画面が表示されます。 

「構成表種別」「品目・サービスマスタ（下位）」を選択します。必要に応じて他の項目も入力します。 

 ※手順 5 と同じ画面です。 

 ここでは例として次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

「構成表種別」で「その他」を選択します。 

「品目・サービスマスタ（下位）」で「サンプル_キーボード」を選択し、「並び順」で「1」を入力します。 

「分類」で「セット構成品」を選択し、「原単位分子」で「1」を入力します。 

 

 画面が「サンプル_付属品」の［関連］タブに戻ります。 

「階層（品目・サービスマスタ（下位））」の［新規］ボタンをクリックします。 
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 「新規階層」画面が表示されます。 

「構成表種別」「品目・サービスマスタ（下位）」を選択します。必要に応じて他の項目も入力します。 

 ※手順 5 と同じ画面です。 

 ここでは例として次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

「構成表種別」で「その他」を選択します。 

「品目・サービスマスタ（下位）」で「サンプル_マウス」を選択し、「並び順」で「2」を入力します。 

「分類」で「セット構成品」を選択し、「原単位分子」で「1」を入力します。 

 

 画面が「サンプル_付属品」の［関連］タブに戻ります。 

［▼］＞［構成表参照］をクリックします。 

 



｜ 3.各種設定 ｜ 3.5.マスタの設定 ｜ 

84 

 構成表が表示されます。「サンプル_付属品」から見て第 2 階層まで作成されたことが確認できます。 

［品目・サービスマスタ］タブをクリックします。 

 

 「品目・サービスマスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

第 1 階層に設定した［サンプル_PC セット品］をクリックします。 

 

 「サンプル_PC セット品」の詳細画面が表示されます。［▼］＞［構成表参照］をクリックします。 

 

クリックすると、レコードの詳細

画面が表示されます。 

「新規階層」画面で入力した

「並び順」が反映されます。 



｜ 3.各種設定 ｜ 3.5.マスタの設定 ｜ 

85 

 構成表が表示されます。「サンプル_PC セット品」から見て、第 3 階層まで作成されたことが確認できます。 
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3.5.4 単価マスタ・数量別単価マスタを利用するためのセットアップ 

 

注意 トライアル環境の場合、「単価マスタ」「数量別単価マスタ」を利用するためのセットアップは不要です。 

 

「単価マスタ」「数量別単価マスタ」を利用するためには、事前にページレイアウトに関するセットアップが必要です。 

以下の手順に従って、「品目・サービスマスタ」のページレイアウトに「単価マスタ」のページレイアウトを追加します。 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 「設定ホーム」画面が表示されます。［オブジェクトマネージャ］タブをクリックします。 

 

 「オブジェクトマネージャ」画面が表示されます。［品目・サービスマスタ］リンクをクリックします。 

 

 「品目・サービスマスタ」の詳細画面が表示されます。［ページレイアウト］をクリックします。 
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 「品目・サービスマスタ」のページレイアウトが表示されます。［Product Layout v2］リンクをクリックします。 

 

 レイアウト「Product Layout v2」の編集画面が表示されます。左上一覧の［関連リスト］をクリックします。 
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 「関連リスト」のエリアまで画面が下へスクロールします。 

右上一覧の「単価マスタ」をドラッグ＆ドロップで「階層（品目・サービスマスタ（下位））」の下に移動します。 

 
 

Point 「単価マスタ」のページレイアウトに「数量別単価マスタ」のページレイアウトが含まれています。 

そのため、「単価マスタ」のページレイアウトを追加すると、「品目・サービスマスタ」の画面に「単価マスタ」と 

「数量別単価マスタ」両方の項目が表示されるようになります。 

 「関連リスト」に「単価マスタ」のページレイアウトが追加されました。［保存］ボタンをクリックします。 
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 「関連リスト」更新の確認メッセージが表示されます。［はい］ボタンをクリックします。セットアップは完了です。 
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3.5.5 単価マスタの登録 

既存の「品目・サービスマスタ」に紐づけて「単価マスタ」を新規登録します。 

 soarize のホーム画面で［品目・サービスマスタ］タブをクリックします。 

 

 「品目・サービスマスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

「単価マスタ」を紐づけるレコードの［{品目・サービス名}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、［ノート PC］リンクをクリックします。 

 

 「ノート PC」の詳細画面が表示されます。右側の「単価登録画面」を使用します。 
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 必須項目を入力します。必要に応じて他の項目も入力します。 

「数量別単価マスタ」を登録する場合は、引き続き「3.5.6 数量別単価マスタの登録」の操作を行います。 

「数量別単価マスタ」を登録しない場合は、［保存］ボタンをクリックし、操作を完了します。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

品目・サービス - 「単価マスタ」を紐づける「品目・サービスマスタ」の「品目・サービス名」がリンク

表示されます。 

※当画面自身へのリンクです。クリックすると、画面がリフレッシュされます。 

入力内容をクリアしたいとき以外は、クリックしないようにしてください。 

単価名 - 単価名を入力します。 

入力しないで登録した場合は、自動で単価名が付与されます。 

取引先 - 「取引先」を参照し設定します。 

※設定必須の項目ではありません。 

「取引先」によって単価が変動しない通常の品目・サービスの場合は、設定

する必要がありません。 

単価区分 ○ 次のいずれかを選択します。 

 「販売単価」 

販売系オブジェクトで使用する単価の場合に選択します。 

 「購買単価」 

購買系オブジェクトで使用する単価の場合に選択します。 

 「標準単価」 

標準単価（定価）の場合に選択します。 

優先順位 ○ 1～99 の数値を入力します。 

数値が大きいほど、単価反映の優先順位が高くなります。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

単価 - 各明細行の［単価反映］ボタンでセットされる単価を入力します。 

「数量別単価マスタ」が設定されていない場合、販売系・購買系登録画面の

各明細行にある［単価反映］ボタンをクリックすると、この「単価」が明細に 

反映されます。 

「数量別単価マスタ」が設定されている場合、「数量別単価マスタ」の「単価」

が明細に反映されます。 

開始日 ○ 「単価」が適用される期間の範囲（開始日～終了日）を入力します。 

この項目の右にある日付のリンクをクリックすると、当日日付が入力されます。 

※通常、この期間と比較される適用基準日は各明細行の日付項目ですが、 

カスタム設定で変更することができます。 

［参照］詳細については「3.3.3 Base Date of Tax Rate Setting の設定」

を参照してください。 

終了日 ○ 
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Point 販売系・購買系登録画面の各明細行の「単価」の右に［単価反映］ボタンがあります。 

このボタンをクリックすると、「単価マスタ」「数量別単価マスタ」から最適な単価が明細に反映されます。 

最適な単価がどのように選択されるのか、その選択方法について例を使って説明します。 
 

例）品目・サービス名：「ノート PC」   紐づく単価：「単価 A」～「単価 D」（数量別単価の設定なし） 

登録画面：「見積登録画面」   納品予定日：2020/01/30（適用基準日） 
 

［参照］数量別単価の設定がある場合の選択方法については、「3.5.6 数量別単価マスタの登録」を参 

照してください。 

［参照］販売系・購買系登録画面については、「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理ユーザガイド」を 

参照してください。 
 

「請求明細」以外の販売系登録画面の明細には、「単価」「仕入単価」の 2 つの単価項目があります。 

［単価反映］ボタンをクリックすると、上記 2 つの単価項目に、それぞれ最適な単価が反映されます。 

以下①～④の説明は、「単価」への反映例です。 
 

①「単価 A」～「単価 D」の登録内容は、次のようになっています。 

まず、販売系登録画面の「単価」のため、「単価区分」が「購買単価」の「単価 D」は対象外です。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

②次に、2020/01/30 が「開始日」～「終了日」間に含まれない「単価 A」も対象外です。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

③「単価 B」「単価 C」は条件を満たしますが、「単価 C」より優先順位が低い「単価 B」は適用されません。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

④「単価 C」の「¥50,000.00」が明細の「単価」に反映されます。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

※「仕入単価」の場合は、「単価区分」が「購買単価」の単価が対象です。 

上記の例では「単価 D」が条件を満たしているため、「単価 D」の「¥45,000.00」が明細の「仕入単価」に 

反映されます。 
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Point 登録した「単価マスタ」は、「品目・サービスマスタ」の［関連］タブに表示されます。 

ここから「単価マスタ」の新規作成（追加）・編集・削除が行えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上記で［新規］ボタンをクリックし、「単価マスタ」や「数量別単価マスタ」を新規作成することができます。 

また、登録済み「単価マスタ」の［編集］をクリックし、新規に「数量別単価マスタ」を紐づけることもできます。 

ただし、この画面から操作を行った場合、以下の画面のように「単価マスタ」「数量別単価マスタ」を登録する

ための専用画面に切り替わるため、「品目・サービスマスタ」を参照しながらの設定は行えなくなります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Point  「単価マスタ」に「取引先」を設定すると、「取引先」によって単価が変動する品目・サービスと見なされま

す。「見積」や「受注」などの明細追加の際、「単価マスタ」に「取引先」が設定された「品目・サービスマス

タ」を引用すると、通常はデフォルトでセットされる明細の「単価」がセットされません。 

 「単価マスタ」「数量別単価マスタ」の単価は、あくまでも仕切り後の単価という扱いです。 

「見積」「受注」などの明細で仕切率(%)が設定されていても、この単価に反映されることはありません。 

ただし例外として、「単価区分」が「標準単価」の場合のみ、仕切率(%)が単価に反映されます。 

 

このセクションで「数量別単価マスタ」の 

新規作成（追加）・編集・削除が行えます。 
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3.5.6 数量別単価マスタの登録 

既存の「品目・サービスマスタ」に紐づけて「単価マスタ」「数量別単価マスタ」を新規登録します。 
 

Point  新規の「単価マスタ」に「数量別単価マスタ」を紐づける場合は、先に「3.5.5 単価マスタの登録」の操作を 

行ってください。 

その場合、データは保存せず、引き続き当項の手順 1 から「数量別単価」を設定してください。 

 「3.5.5 単価マスタの登録」の操作でいったんデータを保存し、そのあとで登録済みの「単価マスタ」に対し、 

新規に「数量別単価マスタ」を紐づけることもできます。 

その場合は前ページの Point を参照し、次ページの手順 3 に従って「数量別単価」を設定してください。 

 「単価登録画面」の入力が完了した画面の例です。 

画面内のスクロールバーおよびブラウザのスクロールバーを下にスライドし、隠れているエリアを表示させます。 

 

 「数量別単価」の入力エリアが表示されます。 
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 必要な回数［行追加］ボタンをクリックし、「最小数量」「最大数量」「単価」を入力します。 

すべての行の入力が完了したら、［保存］ボタンをクリックします。 

 

初期表示で入力行は表示されません。上記は［行追加］ボタンを 1 回クリックした状態です。 

また、エリア内に表示しきれないため、横スクロールバーが表示されます。 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

［行追加］ボタン - クリックするごとに、入力行が 1 行ずつ追加されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 行目の追加時に、次の値が自動でセットされます。 

「最小数量」＝「1.00」 

「最大数量」＝「9,999,999,999,999,999.00」（上限値） 

2 行目以降は、追加した行の「最大数量」に上限値が移動します。 

［行削除］ボタン - クリックすると、「選択」にチェックを付けた行が削除されます。 

選択 - 削除する行にチェックを付けます。 

最小数量 - 「単価」が適用される数量の範囲（最小数量～最大数量）を入力します。 

別の行と範囲が重複しないように入力する必要があります。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

最大数量 

単価 - 各明細行の［単価反映］ボタンでセットされる単価を入力します。 

「最小数量～最大数量」の範囲ごとに単価を設定できます。 

販売系・購買系登録画面の各明細行にある［単価反映］ボタンをクリック

すると、明細の「数量」に応じた「単価」が明細に反映されます。 

「単価マスタ」に「単価」が設定されている場合でも、優先して反映されます。 
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Point 販売系・購買系登録画面の各明細行の「単価」の右に［単価反映］ボタンがあります。 

このボタンをクリックすると、「単価マスタ」「数量別単価マスタ」から最適な単価が明細に反映されます。 

最適な単価がどのように選択されるのか、その選択方法について例を使って説明します。 
 

例）品目・サービス名：「ノート PC」   紐づく単価：「単価 A」～「単価 D」（数量別単価の設定あり） 

数量別単価：1～99／¥50,000  100～999／¥49,500  1,000～上限値／¥49,000 

登録画面：「見積登録画面」   納品予定日：2020/01/30（適用基準日） 

「ノート PC」の「数量」：300 
 

［参照］単価マスタの選択方法の詳細については、「3.5.5 単価マスタの登録」を参照してください。 

［参照］販売系・購買系登録画面については、「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理ユーザガイド」を 

参照してください。 
 

「請求明細」以外の販売系登録画面の明細には、「単価」「仕入単価」の 2 つの単価項目があります。 

［単価反映］ボタンをクリックすると、上記 2 つの単価項目に、それぞれ最適な単価が反映されます。 

以下①～③の説明は、「単価」への反映例です。 
 

①「単価 A」～「単価 D」の登録内容は、次のようになっています。 

最適な単価として「単価 C」が選択されます。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

②数量別単価の設定があるため、「数量別単価マスタ」を参照します。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

③「数量」が「300」なので、範囲「100.00～999.00」の「¥49,500.00」が明細の「単価」に反映されます。 
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3.5.7 設定マスタ（各オブジェクト共通デフォルト値設定用）の登録 

「見積」「請求」「発注」「仕入」「支払」の各オブジェクトで利用する項目のデフォルト値を「設定マスタ」に新規登録します。 

各オブジェクトのレコードを新規作成する際、「設定マスタ」のデフォルト値が画面の入力項目にセットされます。 

また、ドキュメントオブジェクトに登録された画像 ID を設定することで、ソアスク/soarize の帳票（プレビュー画面）にロゴや 

印影といった定型の画像を表示できます。 

［参照］画像 ID の取得方法については、「3.5.9 各種帳票のロゴ・印影表示方法」を参照してください。 

 soarize のホーム画面左上の［ ］をクリックします。 

 

 プルダウンメニューが表示されます。 

検索キーに「設定マスタ」と入力し、下に表示される［設定マスタ］リンクをクリックします。 

 

 「設定マスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 

 

 「新規設定マスタ」画面のレコードタイプ選択用セクションが表示されます。 

［Settings］を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。 
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 「新規設定マスタ」画面の「各オブジェクト共通デフォルト値設定用」セクションが表示されます。 

必要に応じて、「各オブジェクト共通のデフォルト値設定用」の各項目を入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として次のように入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

[見積・発注]納品場所 - 納品場所を入力します。 

この値が「見積」「発注」登録画面の項目にデフォルトでセットされます。 

[見積]見積書有効期限 - 見積書の有効期限を入力します。 

この値が「見積」登録画面の項目にデフォルトでセットされます。 

[見積]取引方法 - 取引方法を入力します。 

この値が「見積」登録画面の項目にデフォルトでセットされます。 

[仕入]入荷住所 - 入荷場所の住所を入力します。 

この値が「仕入」登録画面の項目にデフォルトでセットされます。 

[請求・支払]支払方法 - 支払方法を入力します。 

この値が「請求」「支払」登録画面の項目にデフォルトでセットされます。 

[見積]納品期限 - 納品期限を入力します。 

この値が「見積」登録画面の項目にデフォルトでセットされます。 

ロゴ画像 ID - 見積書や納品書などに出力されるロゴの画像 ID を入力します。 

［参照］画像 ID の取得方法については、 

「3.5.9 各種帳票のロゴ・印影表示方法」を参照してください。 

税率 - ※使用しません。 

[仕入]入荷郵便番号 - 入荷場所の郵便番号を入力します。 

この値が「仕入」登録画面の項目にデフォルトでセットされます。 

印影画像 ID - 発注書、お支払い通知書に出力される印影の画像 ID を入力します。 

※画像 ID の取得方法は、「ロゴ画像 ID」と同様です。 
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3.5.8 設定マスタ（自社会計情報設定）の登録 

「自社会計情報設定」を「設定マスタ」に新規登録します。 

既存の「商談」を利用して「見積条件」を作成する場合、少なくとも 1 件「自社会計情報設定」を登録する必要があります。 
 

［参照］既存の「商談」を利用して「見積条件」を作成する方法については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理ユーザガイド」を参照してください。 
 

注意 「自社会計情報設定」を登録しないで「見積条件登録画面」を表示すると、「設定マスタが存在しないため、

設定を行ってください。」というエラーメッセージが表示され、「見積条件」を作成できません。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 soarize - SalesCloud Subscription のホーム画面左上の［ ］をクリックします。 

 

 プルダウンメニューが表示されます。 

検索キーに「設定マスタ」と入力し、下に表示される［設定マスタ］リンクをクリックします。 

 

 「設定マスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 
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 「新規設定マスタ」画面のレコードタイプ選択用セクションが表示されます。 

［Organization Accounting Info］が選択されているのを確認し、［次へ］ボタンをクリックします。 

 

 「新規設定マスタ」画面の「自社会計情報設定」セクションが表示されます。 

「組織売上計上日にち」「組織請求予定日にち」を入力します。 

必要に応じて他の項目も入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として次のように入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

組織売上計上日にち ○ 自社の定める売上計上日にちを選択します。 

次のいずれかを選択します。 

「1」～「28」、「末日」 

組織請求予定日にち ○ 自社の定める請求予定日にちを選択します。 

次のいずれかを選択します。 

「1」～「28」、「末日」 

ひと月の日数 - 自社の定めるひと月の日数を入力します。 

※販売管理・購買管理のみ利用している場合は使用しません。 

サブスクリプション機能で使用する項目となります。 

日割り時に日数を固定する - 日割り時に日数を固定する場合にチェックを付けます。 

※販売管理・購買管理のみ利用している場合は使用しません。 

サブスクリプション機能で使用する項目となります。 
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3.5.9 各種帳票のロゴ・印影表示方法 

見積書や請求書などの帳票（プレビュー画面）に任意のロゴや担当者印影を表示できるようにします。 

 

◼ 見積書の例 1：ロゴと担当者印影を設定する前に見積書を出力 

 

 画面右上の［ ］＞［Salesforce Classic に切り替え］をクリックします。 

 

 画面が Salesforce Classic に切り替わります。［＋］タブをクリックします。 

 

ロゴが表示される場所です。 

担当者印影が表示される場所です。 
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 「すべてのタブ」画面が表示されます。［ドキュメント］リンクをクリックします。 

 

 「ドキュメントホーム」画面が表示されます。［新規］ボタンをクリックします。 
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 「新規ドキュメントのアップロード」画面が表示されます。 

必須項目を入力します。必要に応じて他の項目も入力します。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

1. ドキュメントの詳細情報を入力してください 

ドキュメント名 〇 ドキュメント名を入力します。 

ドキュメントの一意の名前 〇 API および管理パッケージで使用する一意の名前を入力します。 

「ドキュメント名」を全角で入力すると、「Document」が自動でセットされます。 

「ドキュメント名」を半角英数字で入力すると、同じ名前が自動でセットされ、

数字のみで入力すると、頭に「x」が付与された名前が自動でセットされます。 

例）ドキュメント名が「2」の場合、「x2」がセットされます。 

ドキュメントが社内向けであることを

示す 

- ドキュメントビューアが組織外でファイルを共有してはならない場合にチェックを

付けます。 

外部参照可 - ドキュメントがロゴなどの画像の場合は機密ドキュメントではないため、チェックを

付けます。 

フォルダ 〇 ドキュメントの保存先フォルダを選択します。 

デフォルトは「私の個人ドキュメント」です。 

説明 - 検索条件に使用する説明を入力します。 

キーワード - 検索条件に使用するキーワードを入力します。 

2. ファイルを選択してください 

ファイルの選択方法  次の 2 つのいずれかを選択します。 

 ドキュメントのパスを入力するか、ブラウザボタンから検索してください。 

［参照］ボタンをクリックし、ドキュメントのファイルを選択します。 

 ドキュメントへの参照リンクを作成します。他のユーザがアクセス・・・。 

ドキュメントへの参照パスまたは URL を入力します。 

［参照］詳細については、画面右上の［このページのヘルプ］リンクをクリックし、参照してください。 
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 ここでは例として次のように入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 ドキュメントのアップロードは完了です。 

URL の最後にこのレコードの ID が表示されるので、Windows のメモ帳等にコピーします。 

 



｜ 3.各種設定 ｜ 3.5.マスタの設定 ｜ 

106 

 取得したレコード ID を画像 ID として、「設定マスタ」の「ロゴ画像 ID」に設定します。 

これで帳票（プレビュー画面）にロゴが表示されるようになります。 

［参照］「設定マスタ」については、「3.5.7 設定マスタ（各オブジェクト共通デフォルト値設定用）の登録」を 

       参照してください。 

 

◼ 見積書の例 2：ロゴを設定したあとに見積書を出力（担当者印影設定前） 

 

 手順 1～6 と同様の手順で、担当者印影のドキュメントをアップロードします。 

URL の最後にこのレコードの ID が表示されるので、Windows のメモ帳等にコピーします。 

［Lightning Experience に切り替え］リンクをクリックします。 

 

ロゴが表示されます。 

担当者印影はまだ設定してい

ないため、表示されません。 
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 画面が Lightning Experience に切り替わります。［要員マスタ］タブをクリックします。 

 

 担当者印影を設定する要員（ここでは例として「テスト要員 A」）の行で、［▼］＞［編集］をクリックします。 

 

 「テスト要員 A を編集」画面が表示されます。「要員印影画像 ID」の項目まで、画面を下にスクロールします。 
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 「要員印影画像 ID」に手順 9 でコピーした ID を貼り、［保存］ボタンをクリックします。 

これで帳票（プレビュー画面）に担当者印影が表示されるようになります。 

 
 

Point 正しい画像が設定されているか、保存後に要員の「詳細」タブで確認できます。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

◼ 見積書の例 3：ロゴと担当者印影を設定したあとに見積書を出力 

 

 

担当者印影が表示されます。 
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3.6 商談の設定 

Sales Cloud と連携し、「商談」から「見積条件」を作成する場合は、「商談」に Visualforce ページを配置する必要があり

ます。 
 

※ここでは、Sales Cloud を導入し、すでに「商談」を利用している組織（または Sales Cloud の導入を検討されている 

組織）を前提に説明します。 

 

3.6.1 Visualforce ページの配置 

「商談」の詳細画面の［Soarize<見積/受注/納品>］タブに、Visualforce ページ「OpportunityDetailsPage」を配置し

ます。 

注意 既存の Salesforce 組織に soarize をインストールした場合、［Soarize<見積/受注/納品>］タブは存在 

しません。そのため、［Soarize<見積/受注/納品>］タブを追加するための手順も必要です。 

以下の手順では、［Soarize<見積/受注/納品>］タブを追加してから Visualforce ページを配置する流れ 

になっています。 

 新規の組織にインストールした場合は、［Soarize<見積/受注/納品>］タブを追加する手順はスキップし 

てください。 

 既存の組織にインストールした場合は、すべての手順を実施してください。 
 

※どの手順をスキップすればよいかは、手順中に記載しています。 

 soarize - SalesCloud Subscription のホーム画面で、［商談］タブをクリックします。 

 
 

Point Sales Cloud 導入前の場合、［商談］タブは初期表示されません。 

この場合は、アプリケーションランチャーのプルダウンメニューで検索キーに「商談」と入力し、下に表示される

［商談］リンクをクリックすることで、「商談」の「最近参照したデータ」画面を表示できます。 
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 「商談」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［{商談名}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、［サンプル商談 1］リンクをクリックします。 

 
 

Point  ［{商談名}］リンクは、どれをクリックしても構いません。 

 「商談」が 1 件も表示されていない場合は、［最近参照したデータ］＞［すべての商談］をクリックしてく 

ださい。それでも表示されない場合は、設定用に「商談」を 1 件、新規作成してください。 

 「サンプル商談 1」の詳細画面が表示されます。画面右上の［ ］＞［編集ページ］をクリックします。 

 

 「Lightning アプリケーションビルダー」画面が表示されます。 
 

注意  新規の組織にインストールした場合は、［Soarize<見積/受注/納品>］タブがすでに存在するため、タブ 

を追加する手順（手順 5～手順 10）は不要です。スキップし、手順 11 へ進んでください。 

 既存の組織にインストールした場合は、次の手順に進んでください。 

 画面中央にある、タブのエリア（空いている箇所）をクリックします。 
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 画面右にタブ編集用のエリアが表示されます。［タブを追加］ボタンをクリックします。 

 

 ［詳細］タブのコピーが追加されます。追加された［詳細］タブをクリックします。 

 

 「タブの表示ラベル」の吹き出しが開くので、「カスタム」を選択します。 

 



｜ 3.各種設定 ｜ 3.6.商談の設定 ｜ 

112 

 入力項目「カスタム表示ラベル」が追加されます。 

「Soarize<見積/受注/納品>」と入力し、［完了］ボタンをクリックします。 

 

 既存のタブに「Soarize<見積/受注/納品>」タブが追加されます。以上でタブの暫定的な追加は完了です。 

 
 

Point  引き続き、「Soarize<見積/受注/納品>」タブに Visualforce ページ「OpportunityDetailsPage」を配置 

する場合は、次の手順に進んでください。 

 いったん手を止めてデータを保存したい場合は、手順 15 へ進んでください。 
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 ［Soarize<見積/受注/納品>］タブをクリックします。 

 

 画面左の「コンポーネント」から「Visualforce」を選択し、画面中央の［Soarize<見積/受注/納品>］タブ内に 

ドラッグ＆ドロップします。 

 

 ［Soarize<見積/受注/納品>］タブ内に、デフォルトの Visualforce ページ（プレビュー）が表示されます。 

画面右の「Visualforce ページ名」で「OpportunityDetailsPage」を選択し変更します。 
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 ［Soarize<見積/受注/納品>］タブ内に、Visualforce ページ「OpportunityDetailsPage」のプレビューが表 

示されます。必要に応じて、次の設定を行います。 

「表示ラベルの表示」：表示ラベルの表示／非表示を設定します。デフォルトでチェックが付いています。 

「表示ラベル」：表示ラベルを設定します。空白の場合、「Visualforce ページ名」が表示ラベルになります。 

「高さ（ピクセル単位）」：配置箇所の高さ（縦の長さ）を設定します。デフォルト値は「300」です。 

 

 画面右上の［保存］ボタンをクリックします。 

 

 保存が終わると「変更が保存されました。」とメッセージが表示されます（表示はすぐに消えます）。 

［有効化］ボタンをクリックします。 

 

 「有効化: soarize Opportunity Lightning Record Page」画面が表示されます。 

［完了］ボタンをクリックします。 

 

ここでは例として、チェックを外し、 

「表示ラベル」を非表示とします。 

「表示ラベル」を非表示としたため、 

設定不要です。 

デフォルト値の「300」のままとします。 

上記の設定に応じて、 

プレビューも変化します。 
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 画面右上の［← 戻る］ボタンをクリックします。 

 

 「サンプル商談 1」の詳細画面に戻ります。［Soarize<見積/受注/納品>］タブをクリックし、Visualforce ページ

「OpportunityDetailsPage」が反映されていることを確認します。 

以上で Visualforce ページの配置は完了です。 

 

 

既存組織への soarise インストール後、タブの

追加のみで終了した場合は表示されません。 
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  ソアスク/soarize のアンインストール 
ソアスク/soarize を組織からアンインストールします。 

 

 

 

4.1 組織からのアンインストール 

ソアスク/soarize を組織からアンインストールする手順を説明します。 

また、アンインストール中にエラーが発生した場合の対処について、いくつかの例を挙げて説明します。 

 

4.1.1 アンインストールの手順 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 「設定ホーム」画面が表示されます。 

サイドバーの「プラットフォームツール」で［アプリケーション］＞［パッケージ］＞［インストール済みパッケージ］

をクリックします。 

 

 「インストール済みパッケージ」画面が表示されます。 
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 パッケージ名「soarize」の行先頭にある［アンインストール］リンクをクリックします。 

 

 しばらくすると、「パッケージのアンインストール」画面が表示されます。 

アンインストールによって削除されるコンポーネント等について、インフォメーションが表示されます。 

問題がなければ、画面を一番下までスクロールします。 

 

 パッケージデータのコピーをアンインストール後 48 時間保存するかどうかを選択します。 

「はい。このパッケージをアンインストールして、すべての関連コンポーネントを永久に削除します」にチェックを付けま

す。 
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 ［アンインストール］ボタンが活性化するので、クリックします。 

 

 しばらくすると、アンインストールが完了します。 
 

Point  「このパッケージのデータのコピーを、アンインストールしてから 48 時間保存します」を選択した場合、アンイ 

ンストール完了後、エクスポートファイルへのリンクが記載されたメールが Salesforce から送信されます。 

 「インストール済みパッケージ」画面の「アンインストールされたパッケージ」には、エクスポートファイル、関連メ 

モ、添付ファイルが表示されます。 

 アンインストール完了後 48 時間でサーバからファイルが削除されるため、別の場所に保存することをお勧め 

します。 

［参照］アンインストールの詳細については、Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?id=distribution_uninstalling_packages.htm&type=5 

 以下のような画面が表示された場合は、アンインストールに失敗しています。 

「4.1.2 問題の対処例」を参考に対処を行ってから、再度アンインストールを行ってください。 

 

https://help.salesforce.com/articleView?id=distribution_uninstalling_packages.htm&type=5
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4.1.2 問題の対処例 

アンインストールに失敗した場合は、発生している問題を１つずつ確認し対処を行う必要があります。 

ここでは、よくある問題と対処の例について説明します。 
 

例1） ソアスク/soarize のパッケージに含まれているページレイアウトが Salesforce の「取引先」オブジェクトで使用されて 

いる場合： 

「取引先」オブジェクトのページレイアウトから、ソアスク/soarize のパッケージに含まれているページレイアウトをすべて 

削除してください。 
 

例2） パッケージに含まれていないカスタマイズで作成した Visualforce ページに、ソアスク/soarize のパッケージに含まれ 

る項目が使用されている場合： 

対象の Visualforce ページを削除するか、または対象の Visualforce ページからソアスク/soarize のパッケージに 

含まれる項目をすべて削除してください。 
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  補足 
ソアスク/soarize の操作に伴う補足情報について説明します。 

 

 

 

5.1 項目セットについて 

「見積」「受注」などの各登録画面や、明細に品目・サービスをセットするために使用する「品目・サービス検索画面」などは、

パッケージ内で VisualforcePage を使用して表示していることから、画面の項目を自由に入れ替えることができません（す 

でに表示されている項目は削除できません）。 

ただし、標準で実装されている項目セットの機能を利用して、画面の所定の場所にカスタム項目を表示することは可能です。 

作成したカスタム項目を利用可能な項目セットに追加することで、画面に表示されるようになります。 

※一部の項目セットには、カスタム項目の追加上限（最大 10 項目）があります。 

 

5.1.1 項目セットの一覧 

利用可能な画面と項目セットは、次のとおりです。 
 

オブジェクト名 画面名／セクション名 
追加 

上限 
項目セットの表示ラベル 

見積 見積※1 無し OpportunityRelatedListFieldSet 

見積登録画面／基本情報 無し QuoteBasicInformationFieldSet 

見積登録画面／見積情報 無し QuoteQuoteInformationFieldSet 

見積登録画面／会計情報 無し QuoteAmountInformationFieldSet 

見積登録画面／追加情報※2 無し QuoteInputFieldSet 

見積検索画面／検索条件※3 10 QuoteSearchConditionFieldSet 

見積検索画面／見積※4 10 QuoteSearchResultFieldSet 

見積明細 見積登録画面／明細情報※5 10 QuoteDetailInputFieldSet 

受注 受注※6 無し OpportunityRelatedListFieldSet 

受注登録画面／基本情報 無し SalesOrderBasicInformationFieldSet 

受注登録画面／受注情報 無し SalesOrderSalesOrderInformationFieldSet 

受注登録画面／会計情報 無し SalesOrderAccountingInformationFieldSet 

受注登録画面／追加情報※2 無し SalesOrderInputFieldSet 

受注検索画面／検索条件※7 10 SalesOrderSearchConditionFieldSet 

受注検索画面／受注※8 10 SalesOrderSearchResultFieldSet 

受注明細 受注登録画面／明細情報※5 10 SalesOrderDetailInputFieldSet 

納品 納品※9 無し OpportunityRelatedListFieldSet 

納品登録画面／基本情報 無し ODBasicInformationFieldSet 

納品登録画面／納品情報 無し ODDeliveryInformationFieldSet 

納品登録画面／会計情報 無し ODAccountingInformationFieldSet 

納品登録画面／追加情報※2 無し OutboundDeliveryInputFieldSet 

納品明細 納品登録画面／明細情報※5 10 OutboundDeliveryDetailInputFieldSet 
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オブジェクト名 画面名／セクション名 
追加 

上限 
項目セットの表示ラベル 

請求 請求登録画面／基本情報 無し BillingBasicInformationFieldSet 

請求登録画面／請求情報 無し BillingBillingInformationFieldSet 

請求登録画面／会計情報 無し BillingAccountingInformationFieldSet 

請求登録画面／追加情報※2 無し BillingInputFieldSet 

請求明細 請求登録画面／明細情報※5 10 BillingDetailInputFieldSet 

発注 発注登録画面／基本情報 無し POBasicInformationFieldSet 

発注登録画面／発注情報 無し POPurchaseOrderFieldSet 

発注登録画面／会計情報 無し POAccountingInformationFieldSet 

発注登録画面／追加情報※2 無し PurchaseOrderInputFieldSet 

発注明細 発注登録画面／明細情報※5 10 PurchaseOrderDetailInputFieldSet 

仕入 仕入登録画面／基本情報 無し IDBasicInformationFieldSet 

仕入登録画面／仕入情報 無し IDDeliveryInformationFieldSet 

仕入登録画面／会計情報 無し IDAccountingInformationFieldSet 

仕入登録画面／追加情報※2 無し InboundDeliveryInputFieldSet 

仕入明細 仕入登録画面／明細情報※5 10 InboundDeliveryDetailInputFieldSet 

支払 支払登録画面／基本情報 無し PaymentBasicInformationFieldSet 

支払登録画面／支払情報 無し PaymentPaymentInformationFieldSet 

支払登録画面／会計情報 無し PaymentAccountingInformationFieldSet 

支払登録画面／追加情報※2 無し PaymentInputFieldSet 

支払明細 支払登録画面／明細情報※5 10 PaymentDetailInputFieldSet 

品目・サービスマスタ 構成表選択画面／構成表※10 10 ProductConfigurationResultSet 

品目・サービス検索画面／検索条件 

構成表選択画面／検索条件※11 
10 

ProductSearchConditionFieldSet 

品目・サービス検索画面／品目・サービス 

構成表選択画面／品目・サービス※12 
10 

ProductSearchResultFieldSet 

階層 構成表選択画面／構成表※13 10 ProductConfigurationResultSet_Level2_3 

 

Point ※1：「見積条件」オブジェクトの詳細画面にある「関連見積・受注・納品一覧」で「見積をすべて表示」リン 

クをクリックして表示される関連見積一覧（画面上は「見積」）にカスタム項目を追加できます。 

※2：「追加情報」セクションは、カスタム項目を追加すると画面に表示されるようになります。 

表示箇所は「会計情報」の後、「明細情報」の前です。 

※3：「見積」の「明細情報」の［見積検索］ボタンをクリックして表示される「見積検索画面」の検索条件 

にカスタム項目を追加できます。 

※4：「見積」の「明細情報」の［見積検索］ボタンをクリックして表示される「見積検索画面」の「見積」にカ 

スタム項目を追加できます。 

※5：「明細情報」にカスタム項目を追加した場合は、明細末尾の項目「備考」の左側に表示されます。 

※6：「見積条件」オブジェクトの詳細画面にある「関連見積・受注・納品一覧」で「受注をすべて表示」リン 

クをクリックして表示される関連受注一覧（画面上は「受注」）にカスタム項目を追加できます。 

※7：「受注」の「明細情報」の［受注検索］ボタンをクリックして表示される「受注検索画面」の検索条件 

にカスタム項目を追加できます。 

※8：「受注」の「明細情報」の［受注検索］ボタンをクリックして表示される「受注検索画面」の「受注」にカ 

スタム項目を追加できます。 
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Point ※9：「見積条件」オブジェクトの詳細画面にある「関連見積・受注・納品一覧」で「納品をすべて表示」リン 

クをクリックして表示される関連納品一覧（画面上は「納品」）にカスタム項目を追加できます。 

※10：各「明細情報」の［構成表選択］ボタンをクリックして表示される「構成表選択画面」で、さらに 

［構成表参照］ボタンをクリックして表示される「構成表」にカスタム項目を追加できます。 

「構成表」のすべての品目・サービスにカスタム項目が表示されます。 

※11：各「明細情報」の［品目・サービス選択］ボタンをクリックして表示される「品目・サービス検索画面」 

の検索条件、および［構成表選択］ボタンをクリックして表示される「構成表選択画面」の検索条件 

にカスタム項目を追加できます。両方の画面に同じカスタム項目が表示されます。 

※12：各「明細情報」の［品目・サービス選択］ボタンをクリックして表示される「品目・サービス検索画面」 

の「品目・サービス」、および［構成表選択］ボタンをクリックして表示される「構成表選択画面」の 

「品目・サービス」にカスタム項目を追加できます。両方の画面に同じカスタム項目が表示されます。 

※13：各「明細情報」の［構成表選択］ボタンをクリックして表示される「構成表選択画面」で、さらに 

［構成表参照］ボタンをクリックして表示される「構成表」にカスタム項目を追加できます。 

第 2、第 3 階層に同じカスタム項目が表示されます。 

 

例）各登録画面の「追加情報」「明細情報」に追加した場合（※2、※5） 

 
 

例）「見積検索画面」に追加した場合（※3、※4）「受注検索画面」の場合（※7、※8）も同様 

 

 

カスタム項目「承認履歴」を追加しました。 

同時に「追加情報」セクションも表示されます。 

カスタム項目「品目 2」を追加しました。 
「備考」の左側に表示されます。 

検索条件にカスタム項目「見積 2」を追加しました。 

「見積」にカスタム項目「見積 2」を追加しました。 
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例）「関連見積・受注・納品一覧」に追加した場合（※1、※6、※9） 

 

 

「○○をすべて表示」リンクをクリック

すると、一覧画面が表示されます。 

カスタム項目「品目 2」を追加しました。 

「受注」「納品」の場合も同様です。 
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例）「品目・サービス検索画面」「構成表選択画面」に追加した場合（※11、※12） 

 
 

例）「構成表」に追加した場合（※10、※13） 

 

検索条件にカスタム項目「品目 2」を追加しました。 

「品目・サービス」にカスタム項目「品目 2」を追加しました。 

「構成表選択画面」にも同様に追加されます。 

「品目・サービスマスタ」に

カスタム項目「品目 2」を

追加しました。 

すべての品目・サービスに

表示されます。 

「階層」にカスタム項目「品目 2（階層）」

を追加しました。 

第 2、第 3 階層に表示されます。 
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5.1.2 カスタム項目を追加する例 

カスタム項目を追加する例として、「承認履歴」というカスタム項目を作成して「見積登録」画面の「追加情報」セクションに

表示させる手順を説明します。 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 「設定ホーム」画面が表示されます。［オブジェクトマネージャ］タブをクリックします。 

 

 「オブジェクトマネージャ」画面が表示されます。［見積］リンクをクリックします。 

 

 ［項目とリレーション］＞［新規］のクリックから、カスタム項目「承認履歴」を作成します。 

 

［参照］カスタム項目の作成については、Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=adding_fields.htm&type=5 

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=adding_fields.htm&type=5
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 ［項目セット］をクリックし、「項目セット」画面を表示します。 

「追加情報」の項目セット［QuoteInputFieldSet］リンクをクリックします。 

 

 項目セットを設定する画面が表示されます。 

「承認履歴」をドラッグ＆ドロップで「項目セットで」の枠内に移動させます。 
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 ［保存］ボタンをクリックします。カスタム項目「承認履歴」の追加が完了しました。 

 
 

Point 移動した項目にマウスカーソルを当てると右に 2 つのアイコンが表示されます。 

［ ］をクリックすると、カスタム項目が上の枠に戻ります。ドラッグ＆ドロップで戻すこともできます。 
 
 
 

 
 
 
 

 

注意 ［ ］をクリックすると、「項目セットアイテムのプロパティ」ダイアログが表示されます。 

ただし、「必須項目」にチェックを付け、［OK］ボタンをクリックしても必須項目にはなりません。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

対象のカスタム項目を必須項目にする場合は、「カスタム項目の定義の編集」の「一般的なオプション」で、 

「値の入力を必須にする」にチェックを付け、［保存］ボタンをクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［参照］カスタム項目の詳細については、Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=customize_customfields.htm&type=5 

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=customize_customfields.htm&type=5


｜ 5.補足 ｜ 5.1.項目セットについて ｜ 

128 

Point カスタム項目を複数追加する場合は、ドロップする位置で表示する順番を決められます。 

 先に追加したカスタム項目よりも前（左）に表示したい場合は、次の位置にドロップします。 
 
 
 

 
 
 
 
 

 先に追加したカスタム項目よりも後（右）に表示したい場合は、次の位置にドロップします。 
 
 
 

 
 
 
 
 

 soarize の画面に戻って「見積登録」画面を表示します 

「追加情報」セクションが表示され、そこに「承認履歴」が追加されていることが確認できます。 

 
 

Point 新規登録画面だけでなく、登録済みレコードの編集画面でも同様に表示されます。 

 

ドラッグ中、追加位置にガイドが表示されます。 
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5.2 カスタム項目の引き継ぎについて 

販売系のオブジェクト間、および購買系のオブジェクト間でカスタム項目のデータを引き継ぐことができます。 

また、「品目・サービスマスタ」のデータを販売系・購買系の明細オブジェクトのカスタム項目へ引き継ぐこともできます。 

 

5.2.1 販売系・購買系オブジェクト間で引き継ぐ場合 

オブジェクト間で引き継ぐ関係は、次のとおりです。 

● 「見積」「見積明細」 → 「受注」「受注明細」 

● 「受注」「受注明細」 → 「納品」「納品明細」 

● 「納品」「納品明細」 → 「請求」「請求明細」（請求締め・単独で作成した場合を除く） 

● 「発注」「発注明細」 → 「仕入」「仕入明細」 

● 「仕入」「仕入明細」 → 「支払」「支払明細」（単独で作成した場合を除く） 
 

引き継ぎを行う 2 つのカスタム項目に必要な条件は次のとおりです。 

● 「API 参照名」が同一であること 

● 「データ型」が同一であること 

● 「小数点の位置」が同一であること（小数点以下の桁数が設定可能なデータ型の場合） 
 

注意  請求締めで「請求」「請求明細」を作成した場合は、「納品」「納品明細」との間に条件を満たすカスタム

項目があった場合でもデータが引き継がれません。 

「納品」「納品明細」から「請求」「請求明細」へカスタム項目のデータを引き継ぎたい場合は、請求締めの

機能を使用せず、手動で「納品」に「請求」を紐づけてください。 

［参照］「請求」の登録および請求締めについては、 

        「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理ユーザガイド」の「請求」の節を参照してください。 

 「納品」「納品明細」に紐づけず「請求」「請求明細」を単独で作成した場合も、カスタム項目のデータは引

き継がれません。「支払」「支払明細」を単独で作成した場合も同様です。 

 

ここでは例として、「見積」に作成したカスタム項目「承認履歴」を「受注」に引き継ぐための手順を説明します。 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 「設定ホーム」画面が表示されます。［オブジェクトマネージャ］タブをクリックします。 

 

 「オブジェクトマネージャ」画面が表示されます。［見積］リンクをクリックします。 
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 「見積」の詳細画面が表示されます。［項目とリレーション］をクリックします。 

 

 「項目とリレーション」画面が表示されます。［承認履歴］リンクをクリックします。 

 

 「承認履歴」の設定情報が表示されます。 

「項目名」と「データ型」を Windows のメモ帳等にコピーし、［オブジェクトマネージャ］タブをクリックします。 

 ※この例の「項目名」と「データ型」は、「ApprovalHistory」と「テキストエリア」です。 

 

 「オブジェクトマネージャ」画面が表示されます。［受注］リンクをクリックします。 

 



｜ 5.補足 ｜ 5.2.カスタム項目の引き継ぎについて ｜ 

131 

 「受注」の詳細画面が表示されます。［項目とリレーション］をクリックします。 

 

 「項目とリレーション」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 

 
 

Point ここでは、「受注」に引き継ぎ用のカスタム項目を作成します。 

 「カスタム項目の新規作成（ステップ 1. データ型の選択）」画面が表示されます。 

手順 6 のメモと同じ「データ型」を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。 
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 「カスタム項目の新規作成（ステップ 2. 詳細を入力）」画面が表示されます。 

次のとおり必須項目を入力します。必要に応じて他の項目も入力し、［次へ］ボタンをクリックします。 

「項目の表示ラベル」で「承認履歴」と入力します。 

「項目名」で手順 6 のメモと同じ「ApprovalHistory」と入力します。 

 
 

Point  「項目の表示ラベル」は、カスタム項目間で異なる名称でも構いません。 

 カスタム項目の「API 参照名」は、「項目名」＋「__C」で自動生成されます。 

そのため、「項目名」を同一にすれば「API 参照名」も同一になります。 

 「カスタム項目の新規作成（ステップ 3. 項目レベルセキュリティの設定）」画面が表示されます。 

必要に応じて項目レベルセキュリティを設定し、［次へ］ボタンをクリックします。 
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 「カスタム項目の新規作成（ステップ 4. ページレイアウトへの追加）」画面が表示されます。 

必要に応じて表示対象のページレイアウトを設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

これで「見積」から「受注」を作成したときに「承認履歴」の情報を引き継ぐことができます。 

 
 

Point  画面遷移や設定内容については、選択した「データ型」によって異なります。 

 カスタム項目を作成しただけでは、画面には表示されません。 

画面に表示し入力などを行うためには、項目セットを利用する必要があります。 

［参照］項目セットについては、「5.1 項目セットについて」を参照してください。 

 カスタム項目の新規作成時、小数点以下の桁数が設定可能なデータ型（「数値」「通貨」など）を選択

すると、「小数点の位置」を設定できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 小数点以下の桁数が設定可能なデータ型で登録したカスタム項目は、「項目とリレーション」で該当する 

リンクをクリックすると、「カスタム項目の定義の詳細」の「数値オプション」で「小数点の位置」を確認できま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［参照］カスタム項目の詳細については、Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=customize_customfields.htm&type=5 

データを引き継がせたい場合は、 

項目間でこの値を同一にします。 

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=customize_customfields.htm&type=5
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5.2.2 品目・サービスマスタから各明細オブジェクトへ引き継ぐ場合 

オブジェクト間で引き継ぐ関係は、次のとおりです。 

● 「品目・サービスマスタ」 → 「見積明細」 

● 「品目・サービスマスタ」 → 「受注明細」 

● 「品目・サービスマスタ」 → 「納品明細」 

● 「品目・サービスマスタ」 → 「請求明細」 

● 「品目・サービスマスタ」 → 「発注明細」 

● 「品目・サービスマスタ」 → 「仕入明細」 

● 「品目・サービスマスタ」 → 「支払明細」 
 

引き継ぎを行う 2 つの項目に必要な条件は次のとおりです。 

● 「API 参照名」が同一であること 

● 「データ型」が同一であること 

● 「小数点の位置」が同一であること（小数点以下の桁数が設定可能なデータ型の場合） 
 

Point  すべて「品目・サービスマスタ」から各明細への引き継ぎ（マスタデータの引用）になります。 

 「品目・サービスマスタ」に標準で用意されている項目だけでなく、追加したカスタム項目からも各明細にデ

ータを引き継ぐことができます。 

 引き継ぎ用カスタム項目の作成手順は、販売系・購買系オブジェクト間で引き継ぐ場合と同様です。 

［参照］詳細については、「5.2.1 販売系・購買系オブジェクト間で引き継ぐ場合」を参照してください。 

 各明細用に作成した引き継ぎ用カスタム項目を画面に表示するためには、項目セットを利用する必要が

あります。 

［参照］項目セットについては、「5.1 項目セットについて」を参照してください。 
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5.3 施設マスタについて 

「施設マスタ」に施設を登録する手順、「取引先」に施設を紐づける手順、および施設に施設を紐づける手順について説明

します。 
 

Point 「施設マスタ」および関連するオブジェクトは、オブジェクトと項目のみの提供となっています。そのため、主要な

マスタ系オブジェクトとは異なり、後続処理やバックグラウンド処理と連動することはありません。 

「販売」の「関連情報」で引用するなど、必要に応じて利用してください。 

 

マスタ関連の各オブジェクトでは、標準で用意されている項目のほかに、オリジナルのカスタム項目を作成することができます。 

［参照］カスタム項目の作成については、Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=adding_fields.htm&type=5 

 

5.3.1 施設マスタの登録 

「施設マスタ」を新規登録します。 

 soarize のホーム画面左上の［ ］をクリックします。 

 

 プルダウンメニューが表示されます。 

検索キーに「施設」と入力し、下に表示される［施設マスタ］リンクをクリックします。 

 

 「施設マスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 

 

 

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=adding_fields.htm&type=5
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 「新規施設マスタ」画面が表示されます。 

「施設名」を入力します。必要に応じて他の項目も入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として次のように入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 

5.3.2 取引先に施設を紐づける 

「取引先」に施設を紐づけます。 

 soarize のホーム画面で［取引先］タブをクリックします。 

 

 「施設マスタ」を紐づけるレコードの［{取引先名}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、［サンプル得意先 A］リンクをクリックします。 
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 「サンプル得意先 A」の詳細画面が表示されます。 

「取引先 - 施設」が表示されるまで画面を下にスクロールし、［新規］ボタンをクリックします。 

 

 「新規取引先 - 施設」画面が表示されます。 

「名称」を入力し、「施設」で「取引先」に紐づける施設を選択し、［保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として次のように入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

Point 「施設マスタ」の詳細画面の［関連タブ］からも同様に紐づけることができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「5.3.1 施設マスタの登録」で登録した

施設を選択します。 



｜ 5.補足 ｜ 5.3.施設マスタについて ｜ 

138 

5.3.3 施設に施設を紐づける 

施設に施設を紐づけます。 

 「5.3.1 施設マスタの登録」の手順 1～2 で「施設マスタ」の「最近参照したデータ」画面を表示します。 

ここでは例として、「貸倉庫 A」の下に別の施設を紐づけます。また、紐づける施設は登録済みとします。 

［貸倉庫 A］リンクをクリックします。 

 

 「貸倉庫 A」の詳細画面が表示されます。［関連］タブをクリックします。 

 

 表示が［関連］タブに切り替わります。「施設 - 施設 1」の［新規］ボタンをクリックします。 
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 「新規取引先 - 施設」画面が表示されます。 

「名称」を入力し、「施設 2」で「貸倉庫 A」の下に紐づける施設を選択し、［保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として次のように入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 「貸倉庫 A」の詳細画面に戻ります。 

ここでは例として、「貸倉庫 A」の上に別の施設を紐づけます。また、紐づける施設は登録済みとします。 

「施設 - 施設 2」の［新規］ボタンをクリックします。 
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 「新規取引先 - 施設」画面が表示されます。 

「名称」を入力し、「施設 1」で「貸倉庫 A」の上に紐づける施設を選択し、［保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として次のように入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 「貸倉庫 A」の詳細画面に戻ります。 

この例では、上から施設が「港区・貸倉庫センター」＞「貸倉庫 A」＞「冷凍庫 A」の順に紐づいています。 
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5.4 部門マスタについて 

「部門マスタ」に組織の部門を登録する手順について説明します。 
 

Point 「部門マスタ」は、オブジェクトと項目のみの提供となっています。そのため、主要なマスタ系オブジェクトとは異な

り、後続処理やバックグラウンド処理と連動することはありません。 

「要員マスタ」の「要員詳細情報」で引用するなど、必要に応じて利用してください。 

 

マスタ関連の各オブジェクトでは、標準で用意されている項目のほかに、オリジナルのカスタム項目を作成することができます。 

［参照］カスタム項目の作成については、Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=adding_fields.htm&type=5 

 

5.4.1 部門マスタの登録 

「部門マスタ」を新規登録します。 

 soarize のホーム画面左上の［ ］をクリックします。 

 

 プルダウンメニューが表示されます。 

検索キーに「部門」と入力し、下に表示される［部門マスタ］リンクをクリックします。 

 

 「部門マスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 

 

 

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=adding_fields.htm&type=5
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 「新規部門マスタ」画面が表示されます。 

「部門管理コード」「部門」「開始日」を入力します。 

必要に応じて他の項目も入力し、［保存］ボタンをクリックします。 
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5.5 休日パターンについて 

「休日パターン」を登録する手順について説明します。 
 

Point 「休日パターン」は、オブジェクトと項目のみの提供となっています。そのため、主要なマスタ系オブジェクトとは異

なり、後続処理やバックグラウンド処理と連動することはありません。 

「要員マスタ」の「要員詳細情報」で引用するなど、必要に応じて利用してください。 

 

マスタ関連の各オブジェクトでは、標準で用意されている項目のほかに、オリジナルのカスタム項目を作成することができます。 

［参照］カスタム項目の作成については、Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=adding_fields.htm&type=5 

 

5.5.1 休日パターンの登録 

「休日パターン」を新規登録します。 

 soarize のホーム画面左上の［ ］をクリックします。 

 

 プルダウンメニューが表示されます。 

検索キーに「休日」と入力し、下に表示される［休日パターン］リンクをクリックします。 

 

 「休日パターン」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 

 

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=adding_fields.htm&type=5


｜ 5.補足 ｜ 5.5.休日パターンについて ｜ 

144 

 「新規休日パターン」画面が表示されます。 

「休日パターン名称」を入力し、［保存］ボタンをクリックします。 
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