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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」のユーザガイドです。 

 

本書をご利用いただくことで、ソアスク/soarize の基本機能を理解し、「見積→受注→納品→請求」などの販売業務、 

「発注→仕入→支払」などの購買業務が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、プロジェクトに紐づけた各種業務を可能にします。 

本書では、販売系オブジェクト「販売」「見積」「受注」「納品」「請求」、および購買系オブジェクト「購買」「発注」「仕入」

「支払」の登録手順や詳細画面について説明します。 

また、既存の「商談」オブジェクトに販売系オブジェクトを紐づける手順や、新規に「プロジェクト」オブジェクトを作成し「販売」

「購買」オブジェクトを紐づける手順についても説明します。 

 

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 制限事項 

 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。 

 

 その他の制限事項 

Salesforce classic はソアスク/soarize のサポート対象外です。 

 

 

https://help.salesforce.com/articleView?id=dev_apps_lightning_create.htm&type=5
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  販売管理 
販売管理を行います。「販売」から、「見積」「受注」「納品」「請求」などのオブジェクトについて説明します。 

既存の「商談」から「見積条件」を作成し「販売」「見積」に紐づける流れについても説明します。 

 

 

2 章における手順の流れは次のとおりです。 

 

 

販売 

［参照］2.1 販売 

商談 

［参照］2.2 商談 

見積 

［参照］2.3 見積 

受注 

［参照］2.4 受注 

納品 

［参照］2.5 納品 

請求 

［参照］2.6 請求 
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2.1 販売 

 オブジェクト構成図 

 
 

 機能概要 

「販売」は、販売管理におけるオブジェクト構成の中で最上位のオブジェクトになります。 

● 販売系オブジェクト登録時の起点になるオブジェクトです。 

● 1 つの「販売」に複数の「見積」「受注」「納品」を紐づけることができます。 

● 「販売」に紐づく各オブジェクトの合計金額は集計され、「販売」の詳細画面に表示されます。 

［参照］Sales Cloud を導入している組織で、既存の「商談」から登録を行う場合は、「2.2 商談」に進んでください。 

 

2.1.1 販売を登録する 

 soarize のホーム画面で［販売］タブをクリックします。 

 

 「販売」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。 

 

（凡例） 

主従関係 
 

参照関係 

販売 

  見積 

    納品 

    受注 

    請求 
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 「新規販売」画面が表示されます。 

ここでは例として、「基本情報」の「件名」で「サンプル販売 A」と入力します。 

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。 
 

 「新規販売」画面（1/5）「基本情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

販売番号 - 登録時に自動採番されるため、ここには表示されません。 

件名 - 件名を入力します。 

サポート - ※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。 

有効 - 無効レコードにする場合は、チェックを外します。 

売上予定日 - 売上予定日を入力します。 

完了日 - 販売完了日を入力します。 

 

 「新規販売」画面（2/5）「関連情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

取引先 - 「取引先」を参照し設定します。 

施設 - 「施設マスタ」を参照し設定します。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

エンドユーザー - 「取引先」を参照し設定します。 

取引先とエンドユーザーが異なる場合に設定します。 

プロジェクト - 「プロジェクト」を参照し設定します。 

「販売」を「プロジェクト」に紐づける場合に設定します。 

 

Point 「取引先」を設定すると、「取引先」に紐づく「会計設定」の値が「見積」「受注」「納品」の各登録画面にある

「会計情報」にデフォルトでセットされます。 

 

 「新規販売」画面（3/5）「担当情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

主担当者 - 「要員マスタ」を参照し設定します。 

担当部門 - 担当部門を入力します。 

営業担当者 - 「要員マスタ」を参照し設定します。 

営業担当部門 - 営業担当部門を入力します。 

 

 「新規販売」画面（4/5）「契約情報」 
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項目名 
入力
必須 

説明 

取引先 契約調印者 - 「取引先責任者」を参照し設定します。 

自社 契約担当者 - 「要員マスタ」を参照し設定します。 

契約分類 - 次のいずれかを選択します。 

「売買契約」「請負契約」「賃貸仮契約」「雇用契約」「委任契約」 

「保守契約」「派遣契約」「その他」 

契約ステータス - 契約分類が「派遣契約」の場合、次のいずれかを選択します。 

「派遣依頼」「派遣契約の締結の確認」「労働条件通知書の提示と確認」

「派遣先通知書の発行」「就業中」「完了」 

※契約分類が「派遣契約」以外の場合は、選択できません。 

派遣抵触日 - 派遣抵触日を入力します。 

契約開始日 - 契約開始日を入力します。 

契約終了日 - 契約終了日を入力します。 

契約分類(その他) - 契約分類が「その他」の場合、契約分類をテキストで入力します。 

 

 「新規販売」画面（5/5）「金額情報」 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

予定金額 - 販売予定金額を入力します。 

実績金額 - 販売実績金額を入力します。 

予定金額（月単位） - 月単位の販売予定金額を入力します。 

粗利合計 - 粗利合計を入力します。 

［キャンセル］ボタン - クリックすると、入力内容がキャンセルされ画面が閉じます。 

［保存＆新規］ボタン - クリックすると、入力内容が保存され新規登録画面に切り替わります。 

［保存］ボタン - クリックすると、入力内容が保存され画面が閉じます。 
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 保存が終わると、「サンプル販売 A」の詳細画面が表示されます。以上で「販売」の登録は完了です。 
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2.1.2 販売の詳細情報 

 soarize のホーム画面で［販売］タブをクリックします。 

 

 「販売」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。対象の［{販売番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル販売 A」の［{販売番号}］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル販売 A」の詳細画面が表示されます。 
 

 「販売」詳細画面のアクション 

 

 

アクション名 クリック時の動作 

［＋ フォローする］ レコードがフォロー中に切り替わります（表示が［✓ フォロー中］に変化します）。 

フォロー中は、項目変更、投稿、ToDo、コメントなどの更新がフィードに表示されます。 

［✓ フォロー中］にマウスカーソルを当てると表示が［ｘ フォロー解除］に変化し、 

これをクリックすることでレコードのフォローを解除できます。 

［編集］ レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］ 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

［コピー］ 「新規販売」画面が表示されます。 

各入力項目にはレコードのコピーがセットされます。 
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アクション名 クリック時の動作 

［▼］クリックで表示されるアクション 

［所有者の変更］ 「所有者の変更」画面が表示されます。 

［印刷用に表示］ 詳細画面の情報を印刷するための新規タブがブラウザに追加されます。 

新規タブ内の右上にある［このページを印刷］リンクをクリックすると、「印刷」ダイアログ

が表示されます。 

［ワーク作成］ 「新規ワーク作成」画面が表示されます。 

 

 「販売」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

販売番号 - 「販売」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「S-{yyyymm}-{10 桁の連番}」の形式です。 

件名 - 件名が表示されます。 

サポート 〇 当レコードが紐づく「サポート」がある場合にリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

有効 -  チェックが付いている場合、有効レコードです。 

 チェックが付いていない場合、無効レコードです。 

売上予定日 - 売上予定日が表示されます。 

完了日 - 販売完了日が表示されます。 

関連情報 

取引先 〇 取引先がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

施設 〇 施設がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

エンドユーザー 〇 エンドユーザーがリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

プロジェクト 〇 当レコードが紐づく「プロジェクト」がある場合にリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

担当情報 

主担当者 〇 主担当者がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

担当部門 - 担当部門が表示されます。 

営業担当者 〇 営業担当者がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

営業担当部門 - 営業担当部門が表示されます。 

契約情報 

取引先 契約調印者 〇 取引先 契約調印者がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

自社 契約担当者 〇 自社 契約担当者がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

契約分類 - 契約分類が表示されます。 

契約ステータス - 契約ステータスが表示されます。 

派遣抵触日 - 派遣抵触日が表示されます。 

契約開始日 - 契約開始日が表示されます。 

契約終了日 - 契約終了日が表示されます。 

契約分類(その他) - 契約分類(その他)が表示されます。 

金額情報 

予定金額 - 販売予定金額が表示されます。 

実績金額 - 販売実績金額が表示されます。 

見積合計(税抜) - 当レコードに紐づく「見積」の合計金額を集計した値が表示されます。 

受注合計(税抜) - 当レコードに紐づく「受注」の合計金額を集計した値が表示されます。 

予定金額（月単位） - 月単位の販売予定金額が表示されます。 

粗利合計 - 粗利合計が表示されます。 

受注済見積合計(税抜) - 当レコードに紐づく「見積」のうち、受注済になっている合計金額を集計した値

が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

納品合計(税抜) - 当レコードに紐づく「納品」の合計金額を集計した値が表示されます。 

 

Point 「見積合計(税抜)」「受注合計(税抜)」「受注済見積合計(税抜)」「納品合計(税抜)」の集計対象は、次の

とおりです。 

 「見積合計(税抜)」は、「見積」の「有効（appsfs__fs_IsActive__c）」にチェックが付いているレコードが

対象です。 

 「受注合計(税抜)」は、「受注」の「有効（appsfs__fs_IsActive__c）」にチェックが付いているレコードが

対象です。 

 「受注済見積合計(税抜)」は、「見積」の「有効（appsfs__fs_IsActive__c）」にチェックが付いていて、

かつ「受注済（appsfs__fs_SalesOrdersAlready__c）」にチェックが付いているレコードが対象です。 

 「納品合計(税抜)」は、「納品」の「有効（appsfs__fs_IsActive__c）」にチェックが付いているレコードが

対象です。 

 

 「販売」詳細画面の［関連］タブ（ボタン、リンク） 

 
 

ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

見積 

［新規］ボタン 「見積登録画面」が表示されます。 

「販売」に紐づけて「見積」を登録する場合は、クリックしてください。 

［参照］クリックする場合は、「2.3 見積」に進んでください。 
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ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

［{見積番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「見積」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細については、「2.3.3 見積の詳細情報」を参照してください。 

［▼］クリックで表示されるリンク 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

受注 

［新規］ボタン 「受注登録画面」が表示されます。 

「販売」に紐づけて「受注」を登録する場合は、クリックしてください。 

［参照］クリックする場合は、「2.4 受注」に進んでください。 

［{受注番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「受注」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細については、「2.4.2 受注の詳細情報」を参照してください。 

［▼］クリックで表示されるリンク 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

納品 

［新規］ボタン 「納品登録画面」が表示されます。 

「販売」に紐づけて「納品」を登録する場合は、クリックしてください。 

［参照］クリックする場合は、「2.5 納品」に進んでください。 

［{納品番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「納品」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細については、「2.5.3 納品の詳細情報」を参照してください。 

［▼］クリックで表示されるボタン 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 
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2.2 商談 

 オブジェクト構成図 

 
 

 機能概要 

「商談」は、商談全般を管理するオブジェクトで、販売管理よりも上位のオブジェクトです。 

● 「商談」に紐づけて「見積条件」を作成することで、「見積条件」に紐づく「見積」が作成されます。 

● 上記手順で「見積」が作成されると、「見積」が紐づく上位オブジェクトの「販売」も同時に作成されます。 

● 1 つの「商談」に複数の「見積条件」を紐づけることができます。 
 

※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。 

 

2.2.1 関連見積・受注・納品一覧 

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

 

 「商談」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。対象の［{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。 

 

（凡例） 

主従関係 
 

参照関係 

商談 

  見積条件 

販売 

見積 
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 「サンプル商談 1」の詳細画面が表示されます。［Soarize<見積/受注/納品>］タブをクリックします。 

 
 

 「商談」詳細画面の［Soarize<見積/受注/納品>］タブ 
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ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

［{見積条件名}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「見積条件」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［見積作成］ボタン 「見積条件登録画面」が表示されます。 

「商談」に紐づけて「見積条件」を登録する場合は、クリックしてください。 

［参照］クリックする場合は、「2.2.2 見積条件を登録する」に進んでください。 

［{見積番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「見積」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

「見積」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［{受注番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「受注」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

「受注」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［{納品番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「納品」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

「納品」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

 

Point 「商談」の「ソアスク関連項目」セクションで「soarize 連動」にチェックを付けると、同一セクションの各合計金

額の集計が有効になります。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

「見積合計(税抜)」「受注合計(税抜)」「受注済見積合計(税抜)」「納品合計(税抜)」の集計対象は、次の

とおりです。 

 「見積合計(税抜)」は、「見積」の「有効（appsfs__fs_IsActive__c）」にチェックが付いているレコードが

対象です。 

 「受注合計(税抜)」は、「受注」の「有効（appsfs__fs_IsActive__c）」にチェックが付いているレコードが

対象です。 

 「受注済見積合計(税抜)」は、「見積」の「有効（appsfs__fs_IsActive__c）」にチェックが付いていて、

かつ「受注済（appsfs__fs_SalesOrdersAlready__c）」にチェックが付いているレコードが対象です。 

 「納品合計(税抜)」は、「納品」の「有効（appsfs__fs_IsActive__c）」にチェックが付いているレコードが

対象です。 
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2.2.2 見積条件を登録する 

既存の「商談」に紐づけて「見積条件」を登録します。 

 「商談」の詳細画面の［Soarize<見積/受注/納品>］タブで［見積作成］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、既存の「商談」オブジェクト「サンプル商談 1」を対象とします。 

 

「見積条件登録画面」が表示されます。 

［見積条件］タブで「見積条件名」「契約期間 開始予定日」「契約期間 終了予定日」を入力します。 

ここでは例として、「見積条件名」で「サンプル見積条件 1」と入力します。 

また、手順 1 の「サンプル商談 1」に「取引先」が設定されているものとします。 

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。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

見積条件名 〇 見積条件名を入力します。 

契約種別 - 次のいずれかを選択します。 

「サービス」「請負契約」「派遣契約(派遣元-派遣先)」 

「派遣契約(労働者-派遣元)」「準委任契約」 

「サービス」がデフォルトでセットされます。 

※「サブスクリプション」も表示されますが、ソアスク（サブスクリプション機能） 

でのみ使用できる契約種別のため、選択肢には含まれません。 

取引先名 〇  「商談」に「取引先」が設定されている場合は、デフォルトで「取引先名」が

リンク表示されます。クリックすると、詳細画面が表示されます。 

 「商談」に「取引先」が設定されていない場合は、「取引先」を参照し設定

します。 

ステータス - 次のいずれかを選択します。 

「見積作成済」「見積提出済」「受注済」 
 

「見積条件」が紐づく「商談」の「soarize 連動」にチェックが付いていると、 

ステータスの選択によって、次のように「商談」のフェーズが切り替わります。 

 「見積作成済」または「見積提出済」を選択 

フェーズが「提案書/見積書の作成」に切り替わります。 
 

 
 

 「受注済」を選択 

フェーズが「クローズ済み」に切り替わります。 
 

 
 

契約期間 開始予定日 〇 契約期間の開始予定日を入力します。 

契約期間 月数 - 契約期間の月数を入力します。 

先に「契約期間 開始予定日」と「契約期間 終了予定日」を入力すると、

契約期間の月数が自動で算出されます。 

算出後の月数を変更することもできます。変更すると、月数の増減に合わせ

て「契約期間 終了予定日」も自動で変更されます。 

商談 〇  「商談」に紐づけて「見積条件」を作成する場合は、デフォルトで「商談名」

がリンク表示されます。クリックすると、詳細画面が表示されます。 

 「商談」に紐づけずに「見積条件」を作成する場合は、表示されません。 

有効 - 無効レコードにする場合は、チェックを外します。 

取引先責任者 - 「取引先責任者」を参照し設定します。 

契約期間 終了予定日 〇 契約期間の終了予定日を入力します。 

先に「契約期間 開始予定日」と「契約期間 月数」を入力すると、契約期

間の終了予定日が自動で算出されます。 

算出後の終了予定日を変更することもできます。変更すると、終了予定日の

増減に合わせて「契約期間 月数」も自動で変更されます。 

［キャンセル］ボタン - クリックすると、入力内容がキャンセルされ画面が閉じます。 

［次へ］ボタン - クリックすると、表示が［見積］タブに切り替わります。 

※タブを直接クリックしても切り替えられます。 
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 ［見積］タブに表示が切り替わります。必要に応じて各項目を入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、「基本情報」の「件名」で「サンプル見積 1」と入力します。 

 ※画面下の［戻る］ボタンをクリックすると、表示が［見積条件］タブに切り替わります。 

 ※［見積］タブで入力する内容は「見積登録画面」と同様です。 

   ［参照］「見積登録画面」については、「2.3.1 見積を登録する」の手順 5 以降を参照してください。 
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 保存が終わると、「サンプル商談 1」の詳細画面が表示されます。以上で「見積条件」の登録は完了です。 

 ※「商談」「見積条件」に紐づく「見積」と、その「見積」が紐づく「販売」が同時に作成されます。 

［参照］以降の操作を行う場合は、「2.4 受注」「2.5 納品」のいずれかに進んでください。 

        「見積条件」の詳細については、「2.2.3 見積条件の詳細情報」を参照してください。 

 

［見積］タブで入力した「件名」です。 クリックすると、紐づく「販売」が

表示されます。 

「販売」の「件名」には、［見積条件］タブで

入力した「件名」が自動でセットされます。 

クリックすると、紐づく「見積」が

表示されます。 
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2.2.3 見積条件の詳細情報 

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

 

 「見積条件」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。対象の［{見積条件名}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、［サンプル見積条件 1］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル見積条件 1」の詳細画面が表示されます。 
 

 「見積条件」詳細画面のアクション 

 
 

アクション名 クリック時の動作 

［新規取引先責任者］ 「新規取引先責任者」画面が表示されます。 

［新規商談］ 「新規商談」画面が表示されます。 

［新規ケース］ 「新規ケース」画面が表示されます。 

［▼］クリックで表示されるアクション 

［新規リード］ 「新規リード」画面が表示されます。 

［削除］ 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

［所有者の変更］ 「所有者の変更」画面が表示されます。 
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アクション名 クリック時の動作 

［印刷用に表示］ 詳細画面の情報を印刷するための新規タブがブラウザに追加されます。 

新規タブ内の右上にある［このページを印刷］リンクをクリックすると、「印刷」ダイアログ

が表示されます。 

 

 「見積条件」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

見積条件名 - 見積条件名が表示されます。 

契約期間 開始予定日 - 契約期間の開始予定日が表示されます。 

見積合計(税抜) - 当レコードに紐づく「見積」の合計金額を集計した値が表示されます。 

受注合計(税抜) - 当レコードに紐づく「受注」の合計金額を集計した値が表示されます。 

初回売上計上日 - 初回売上計上日が表示されます。 

初回請求予定日 - 初回請求予定日が表示されます。 

有効 -  チェックが付いている場合、有効レコードです。 

 チェックが付いていない場合、無効レコードです。 

契約期間 終了予定日 - 契約期間の終了予定日が表示されます。 

受注済見積合計(税抜) - 当レコードに紐づく「見積」のうち、受注済の合計金額を集計した値が表示さ

れます。 

納品合計(税抜) - 当レコードに紐づく「納品」の合計金額を集計した値が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

2 ヶ月目以降の売上計上日にち - 2 ヶ月目以降の売上計上日にちが表示されます。 

取引情報 

取引先名 - 「取引先」の「取引先名」が表示されます。 

プロジェクト - 当レコードが紐づく「プロジェクト」がある場合は、「プロジェクト番号」が表示さ

れます。 

取引先責任者 - 「取引先責任者」の「名前」が表示されます。 

販売 - 当レコードに紐づく「販売」の「販売番号」が表示されます。 

商談情報 

商談 - 当レコードが紐づく「商談」の「商談名」が表示されます。 

確度 - 当レコードが紐づく「商談」の「確度」が表示されます。 

商談金額 - 当レコードが紐づく「商談」の「金額」が表示されます。 

完了予定日 - 当レコードが紐づく「商談」の「完了予定日」が表示されます。 

フェーズ - 当レコードが紐づく「商談」の「フェーズ」が表示されます。 

取引番号 - 「見積条件登録画面」の［見積］タブで「プロジェクト名」を設定した場合、

その「プロジェクト」の「プロジェクト番号」が表示されます。 

 

Point 「見積合計(税抜)」「受注合計(税抜)」「受注済見積合計(税抜)」「納品合計(税抜)」の集計対象は、次の

とおりです。 

 「見積合計(税抜)」は、「見積」の「有効（appsfs__fs_IsActive__c）」にチェックが付いているレコードが

対象です。 

 「受注合計(税抜)」は、「受注」の「有効（appsfs__fs_IsActive__c）」にチェックが付いているレコードが

対象です。 

 「受注済見積合計(税抜)」は、「見積」の「有効（appsfs__fs_IsActive__c）」にチェックが付いていて、

かつ「受注済（appsfs__fs_SalesOrdersAlready__c）」にチェックが付いているレコードが対象です。 

 「納品合計(税抜)」は、「納品」の「有効（appsfs__fs_IsActive__c）」にチェックが付いているレコードが

対象です。 
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 「見積条件」詳細画面の「関連見積・受注・納品一覧」（ボタン、リンク） 

 ※「商談」詳細画面の「関連見積・受注・納品一覧」と同様のボタンおよびリンクとなっています。 

 ［参照］詳細については、「2.2.1 関連見積・受注・納品一覧」を参照してください。 
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2.3 見積 

 オブジェクト構成図 

 
 

 機能概要 

「見積」は、受注が予想される品目・サービス、その数量や金額などの概算データを前もって登録するオブジェクトです。 

● 上位オブジェクトの「販売」に紐づけて登録します。 

● 「見積」登録後に見積書が出力できます。 

● 1 つの「見積」に複数の「受注」を紐づけることができます。 

※初期状態では 1 つの「見積」に紐づけられる「受注」は 1 つだけに制限されています。 

  カスタム設定「Created Flag Check Setting」で、紐づけられる「受注」を無制限にすることができます。 

［参照］カスタム設定「Created Flag Check Setting」については、 

        「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照してください。 

 

2.3.1 見積を登録する 

 soarize のホーム画面で［販売］タブをクリックします。 

 

（凡例） 

主従関係 
 

参照関係 

見積 

    見積明細 

    受注明細 

販売 

    受注 
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 「販売」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。対象の［{販売番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル販売 A」の［{販売番号}］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル販売 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。「見積」の［新規］ボタンをクリックします。 
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 「見積登録画面」が表示されます。 

ここでは例として、「基本情報」の「件名」で「サンプル見積 A」と入力します。 

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。 
 

 「見積登録画面」（1/4）「基本情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

見積番号 - 登録時に自動採番されるため、ここには表示されません。 

件名 - 件名を入力します。 

主担当者 - 「要員マスタ」を参照し設定します。 

契約管理 - ※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。 

有効 - 無効レコードにする場合は、チェックを外します。 

※無効にすると合計金額などの集計対象から外されます。 

販売 - 紐づける「販売」の「販売番号」がリンク表示されます。 

クリックすると対象レコードの詳細画面が表示されます。 

仕切率(％) - 仕切率(%)を入力します。 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されていない場合は、 

「100.00000」がデフォルトでセットされます。 

※この「仕切率(%)」は、明細追加時のデフォルト値になります。 

ワーク番号 - ※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。 

 

注意  「見積条件登録画面」から「見積」を作成する場合は、「取引先」の設定に関わらず、「仕切率(％)」には

「100.00000」がデフォルトでセットされます。 

これは、「見積条件登録画面」で入力を行う時点では、まだ紐づける「販売」が作成されていないためです

（「販売」の紐づけができないと、「取引先」「会計設定」の紐づけもできません）。 

 上記のように「仕切率(％)」に「100.00000」がセットされる理由は、「仕切率(％)」で単価を算出すること

よりも、「単価マスタ」「数量別単価マスタ」に仕切率を含めた単価を設定し利用してもらうことを想定して

いるためです。 
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 「見積登録画面」（2/4）「見積情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

見積書発行日 - 見積書発行日を入力します。 

見積書有効期限 - 見積書有効期限を入力します。 

「設定マスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

［参照］「設定マスタ」の詳細については、「ソアスク/soarize 販売管理・ 

購買管理セットアップガイド」を参照してください。 

納品場所 - 納品場所を入力します。 

「設定マスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

［参照］「設定マスタ」の詳細については、「ソアスク/soarize 販売管理・ 

購買管理セットアップガイド」を参照してください。 

取引方法 - 取引方法を入力します。 

「設定マスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

［参照］「設定マスタ」の詳細については、「ソアスク/soarize 販売管理・ 

購買管理セットアップガイド」を参照してください。 

見積日 - 見積日を入力します。 

当日がデフォルトでセットされます。 
 

税率と単価の適用基準日です。 

ただし初期状態では、「見積明細」に「納品予定日」を設定している明細に

限り、「納品予定日」が適用基準日として優先されます。 
 

カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」で適用基準日項目を 

「見積日」のみに変更することができます。 

［参照］カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

納品期限 - 納品期限を入力します。 

「設定マスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

［参照］「設定マスタ」の詳細については、「ソアスク/soarize 販売管理・ 

購買管理セットアップガイド」を参照してください。 

備考 - 備考を入力します。 

帳票タイプ - 見積書用に登録されている帳票タイプを選択します。 

標準で用意されているサンプルは次のとおりです。 

「Quotation_default_v2」「PDF Quote (default)」 

「Quotation_default_v2」がデフォルトでセットされます。 
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 「見積登録画面」（3/4）「会計情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

税額計算方法 - 次のいずれかを選択します。 

「明細の金額 x 税率」「合計金額 x 税率」 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されていない場合は、 

「明細の金額 x 税率」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」 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されていない場合は、 

「四捨五入」がデフォルトでセットされます。 

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」 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されていない場合は、 

「四捨五入」がデフォルトでセットされます。 

［金額計算］ボタン - クリックすると、「合計金額」「合計税額」「合計仕入金額」が算出され、 

「明細情報」下部に表示されます。 

［保存］ボタン - クリックすると、入力内容が保存され画面が閉じます。 

［キャンセル］ボタン - クリックすると、入力内容がキャンセルされ画面が閉じます。 
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 「見積登録画面」（4/4）「明細情報」   ※ここでは例として、明細を数件入力しています。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

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

並び替え  - 「選択」にチェックを付けてリンクをクリックすると、対象行が移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 5 つ前の行に移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 1 つ前の行に移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 1 つ後の行に移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 5 つ後の行に移動します。 

※移動可能な行数が 5 つ以下のとき［ ］をクリックすると、対象行は常に

先頭行に移動します。同様の条件で［ ］をクリックすると、対象行は常

に最終行に移動します。 

［品目・サービス選択］ボタン - クリックすると、「品目・サービス検索画面」が表示されます。 

［参照］「品目・サービス検索画面」の詳細については、 

「5.1.1 品目・サービス検索画面」を参照してください。 

［構成表選択］ボタン - クリックすると、「構成表選択画面」が表示されます。 

［参照］「構成表選択画面」の詳細については、 

「5.1.2 構成表選択画面」を参照してください。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

［行追加］ボタン - クリックすると、明細の最後にブランク行が 1 行追加されます。 

最終ページが表示されていない場合は、最終ページまでページ送りされてから

追加されます。 

マスタに登録されていない品目・サービスを明細に追加する場合に使用しま

す。 

［見積検索］ボタン - クリックすると、「見積検索画面」が表示されます。 

［参照］「見積検索画面」の詳細については、 

「5.1.3 見積検索画面」を参照してください。 

仕入項目を表示する - チェックを付けると、次の仕入項目が追加表示されます。 

「仕入単価」「仕入金額」「仕入先」「要発注」 

金額計算項目を表示する - チェックを付けると、次の金額計算項目が追加表示されます。 

「単価×数量の丸めモード」「金額×税率の丸めモード」「税種」「税率(%)」 

「軽減税率対象」「税率再計算対象」 

選択 - チェックを付けて［行削除］ボタンをクリックすると、対象行が削除されます。 

チェックを付けて「並び替え」の各リンクをクリックすると、対象行が移動します。 

並び順 - 明細の並び順を変更する場合に入力します。 

数字を入れ替えて［並び順変更］ボタンをクリックすると、明細の並び順が 

入れ替えた数字の並びに変更されます。 

品番 - 品番を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

階層 - セット品の階層が表示されます。 

品目・サービス名 - 品目・サービス名を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

受注タイプ - 次のいずれかを選択します。 

「物品」「サービス」 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

納品予定日 - 納品予定日を入力します。 

税率と単価の適用基準日です。 

初期状態では、「見積情報」の「見積日」よりも適用基準日として優先されま

す。 

カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」で適用基準日項目を 

「見積情報」の「見積日」のみに変更することができます。 

［参照］カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

数量 - 数量を入力します。 

1 がデフォルトでセットされます。 

単位 - 取引を行う単位を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

標準価格 - 標準価格を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」に紐づく「単価マスタ」の「単価区分」が 

「標準単価」の場合に「単価マスタ」の「単価」がデフォルトでセットされます。 

仕切率(%) - 明細単位の仕切率(%)を入力します。 

「基本情報」の「仕切率(%)」がデフォルトでセットされます。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

単価 - 単価を入力します。 

「標準価格」×「仕切率(%)」÷100 がデフォルトでセットされます。 

［単価反映］ボタンが活性化している場合は、「単価マスタ」または「数量別

単価マスタ」から最適な単価をセットすることができます。 

［単価反映］ボタン - 「品目・サービスマスタ」に紐づけて「単価マスタ」が登録されている場合のみ、

ボタンが活性化します。 

クリックすると、「単価マスタ」または「数量別単価マスタ」から最適な単価が選

択され、明細の「単価」「仕入単価」のそれぞれに反映されます。 

※一度クリックするとボタンが非活性化しますが、「見積日」「納品予定日」

「数量」「標準価格」「単価」などの関連項目を変更すると再び活性化しま

す。 

［単価参照］ボタン - 「品目・サービスマスタ」に紐づけて「単価マスタ」が登録されている場合のみ、

ボタンが活性化します。 

クリックすると、「単価マスタ」「数量別単価マスタ」の登録内容が表示されま

す。 

※「単価マスタ」の適用期間が「見積情報」の「見積日」または「見積明細」の

「納品予定日」と一致するレコードが参照可能です。 

「見積日」または「納品予定日」のどちらが適用基準日として優先されるか

については、それぞれの項目説明を参照してください。 

金額 - 「単価」×「数量」が表示されます。 

「単価」「数量」を変更した場合、フォーカスアウト時に再計算されます。 

※小数点以下の端数が出た場合は、「単価×数量の丸めモード」に応じた値

が表示されます。 

税額 - 「金額」×「税率(%)」÷100 が表示されます。 

「単価」「数量」「税率(%)」を変更した場合、フォーカスアウト時に再計算され

ます。 

※小数点以下の端数が出た場合は、「金額×税率の丸めモード」に応じた値

が表示されます。 

課税区分 - 次のいずれかを選択します。 

「外税」「非課税」 

「外税」がデフォルトでセットされます。 

※「金額計算項目を表示する」にチェックを付けると、この位置に金額計算項目が追加表示されます。 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 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」 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されていない場合は、 

「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 - 

 税種 - 「税種マスタ」を参照し設定します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

 税率(%) - 税率を入力します。 

「税種マスタ」に紐づく「税率マスタ」の値がデフォルトでセットされます。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

 軽減税率対象 - 軽減税率対象にする品目・サービスにチェックを付けます。 

選択した「品目・サービスマスタ」のチェックがデフォルトでセットされます。 

 税率再計算対象 - 税率再計算対象にする品目・サービスにチェックを付けます。 

※API など外部からの登録で「標準価格」「数量」等が変更された際に、 

計算結果項目（「金額」「税額」等）を再計算するかどうかを決めるトリガ

です。チェックが付いている場合は再計算処理が行われ、計算結果項目が

更新されます。 

※「仕入項目を表示する」にチェックを付けると、この位置に仕入項目が追加表示されます。 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 仕入単価 - 仕入単価を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

［単価反映］ボタンが活性化している場合は、「単価マスタ」または「数量別

単価マスタ」から最適な単価をセットすることができます。 

 仕入金額 - 「仕入単価」×「数量」が表示されます。 

 仕入先 - 「取引先」を参照し設定します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

 要発注 - 発注が必要な品目・サービスにチェックを付けます。 

契約要員 - ※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。 

備考 - 備考を入力します。 

<<  <前へ {ページ} 次へ>  >> - ページング制御を行います。 

 ［<<］をクリックすると、最初のページに移動します。 

 ［<前へ］をクリックすると、1 つ前のページに移動します。 

 「{ページ}」でページを指定してフォーカスアウトすると、指定ページに移動し

ます。［Enter］キーを押すと、保存が実行されるので注意してください。 

 ［次へ>］をクリックすると、1 つ次のページに移動します。 

 ［>>］をクリックすると、最後のページに移動します。 

※これらの項目は、カスタム設定「VisualforcePageSetting」で明細ページ 

ング制御を ON にしている場合に表示されます。 

［参照］カスタム設定「VisualforcePageSetting」の詳細については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

［並び順変更］ボタン - 「並び順」の数字を入れ替えて［並び順変更］ボタンをクリックすると、明細の

並び順が入れ替えた数字の並びに変更されます。 

※このボタンは、カスタム設定「VisualforcePageSetting」で明細ページング 

制御を ON にしている場合に表示されます。 

［参照］カスタム設定「VisualforcePageSetting」の詳細については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

合計金額 - ［金額計算］ボタンをクリックすると、全明細の「金額」の合計が算出され、

「合計金額」として表示されます。 

合計税額 - ［金額計算］ボタンをクリックすると、全明細の「税額」の合計が算出され、

「合計税額」として表示されます。 

合計仕入金額 - ［金額計算］ボタンをクリックすると、全明細の「仕入金額」の合計が算出さ

れ、「合計仕入金額」として表示されます。 

［金額計算］ボタン - クリックすると、「合計金額」「合計税額」「合計仕入金額」が算出され、 

「明細情報」下部に表示されます。 

［保存］ボタン - クリックすると、入力内容が保存され画面が閉じます。 

［キャンセル］ボタン - クリックすると、入力内容がキャンセルされ画面が閉じます。 

 保存が終わると、「サンプル見積 A」の詳細画面が表示されます。以上で「見積」の登録は完了です。 
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2.3.2 見積書を出力する 

 「見積」を登録すると、「見積」の詳細画面が表示されます。［▼］＞［見積書出力］をクリックします。 

 

 見積書がプレビュー画面に表示されます。 

印刷する場合は［ ］、保存する場合は［ ］をクリックしてください。 

［参照］ロゴ・担当者印影の設定については、「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を 

        参照してください。 

 ※これはデフォルトで用意されている帳票タイプ（Quotation_default_v2）で出力したサンプルです。 

 
 

注意 見積書がプレビュー画面に表示されない場合は、ブラウザの設定で「PDF 文書を保存する」設定になってい 

ないか確認してください。 

「PDF 文書を保存する」設定になっていた場合は、「プレビュー画面に表示する」設定に変更してください。 

設定を変更する手順については、各ブラウザのヘルプ等を参照してください。 
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2.3.3 見積の詳細情報 

 soarize のホーム画面で［販売］タブをクリックします。 

 

 「販売」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

対象の「見積」が紐づく「販売」の［{販売番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル販売 A」の［{販売番号}］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル販売 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。 
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 表示が［関連］タブに切り替わります。対象の［{見積番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル見積 A」の［{見積番号}］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル見積 A」の詳細画面が表示されます。 
 

 「見積」詳細画面のアクション 

 
 

アクション名 クリック時の動作 

［＋ フォローする］ レコードがフォロー中に切り替わります（表示が［✓ フォロー中］に変化します）。 

フォロー中は、項目変更、投稿、ToDo、コメントなどの更新がフィードに表示されます。 

［✓ フォロー中］にマウスカーソルを当てると表示が［ｘ フォロー解除］に変化し、 

これをクリックすることでレコードのフォローを解除できます。 

［承認申請］ 「承認申請」画面が表示されます。 

※Salesforce の承認申請機能を利用する場合は、次の設定が必要です。 

・ 承認プロセス 

・ 項目自動更新 

［参照］設定方法の詳細については、Salesforce ヘルプを参照してください。 

「承認プロセスの設定」 

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

「項目自動更新アクション」 

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

［削除］ 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

［印刷用に表示］ 詳細画面の情報を印刷するための新規タブがブラウザに追加されます。 

新規タブ内の右上にある［このページを印刷］リンクをクリックすると、「印刷」ダイアログ

が表示されます。 

https://help.salesforce.com/articleView?id=approvals_getting_started.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?id=workflow_managing_field_updates.htm&type=5
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アクション名 クリック時の動作 

［▼］クリックで表示されるアクション 

［編集］ レコードの編集画面が表示されます。 

［コピー］ 「見積登録画面」が表示されます。 

各入力項目にはレコードのコピーがセットされます。 

［見積書出力］ 見積書がプレビュー画面に表示されます。 

［参照］詳細については、「2.3.2 見積書を出力する」を参照してください。 

［新規サポート］ 「新規サポート」画面が表示されます。 

［見積書 PDF 保存］ 見積書の PDF が作成され、［関連］タブの「メモ＆添付ファイル」に保存されます。 

 

 「見積」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

見積番号 - 「見積」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「Q-{yyyymm}-{10 桁の連番}」の形式です。 

件名 - 件名が表示されます。 

主担当者 〇 主担当者がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

受注済 - 「見積」から「受注」を作成した場合にチェックが付きます。 

帳票タイプ - 帳票タイプが表示されます。 

サポート 〇 ※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。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

契約管理 〇 ※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。 

ワーク番号 〇 ※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。 

ワーク名 - ※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。 

有効 -  チェックが付いている場合、有効レコードです。 

 チェックが付いていない場合、無効レコードです。 

販売 〇 当レコードが紐づく「販売」の「販売番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

承認状況 - ※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。 

Salesforce の承認プロセス等を利用する場合に利用します。 

仕切率(%) - 仕切率(%)が表示されます。 

見積情報 

見積書発行日 - 見積書発行日が表示されます。 

見積書有効期限 - 見積書有効期限が表示されます。 

取引方法 - 取引方法が表示されます。 

備考 - 備考が表示されます。 

納品期限 - 納品期限が表示されます。 

納品場所 - 納品場所が表示されます。 

プロジェクト計画情報   ※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。 

金額情報 

税種別合計税額(消費税) - （8%税額合計＋10%税額合計）が表示されます。 

この項目はサンプルですが、「8%税額」「10%税額」と連動して表示されるよう

に設定しています。 

粗利 - 各明細の「金額」－「仕入金額」で算出された粗利合計が表示されます。 

8%税額 - 8%税額合計が表示されます。 

この項目はサンプルですが、次のことを行うと表示されるように設定しています。 

 名称が「消費税（軽減税率）」の「税種マスタ」を登録します。 

 「消費税（軽減税率）」に税率 8%の「税率マスタ」を紐づけ登録します。 

 対象の「品目・サービスマスタ」の「税種」に「消費税（軽減税率）」を 

設定します。 

10%税額 - 10%税額合計が表示されます。 

この項目はサンプルですが、次のことを行うと表示されるように設定しています。 

 名称が「消費税」の「税種マスタ」を登録します。 

 「消費税」に税率 10%の「税率マスタ」を紐づけ登録します。 

 対象の「品目・サービスマスタ」の「税種」に「消費税」を設定します。 

粗利率(%) - 「粗利」÷「合計金額」で算出された粗利率(%)が表示されます。 
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Point 「金額情報」の「税種別合計税額(消費税)」「8%税額」「10%税額」は、あくまでサンプルとして用意している

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。 

 

 「見積」詳細画面の［関連］タブ（ボタン、リンク） 

 
 

ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

見積明細 

［{見積明細番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「見積明細」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細については、「2.3.4 見積明細の詳細情報」を参照してください。 

［▼］クリックで表示されるリンク 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

税種別合計(見積)   ※「見積明細」の品目・サービスに「税種」が設定されている場合に自動で作成されます。 

［{税種別合計 NO}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 
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ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

受注 

［新規］ボタン 「受注登録画面」が表示されます。 

「見積」に紐づけて「受注」を登録する場合は、クリックしてください。 

［参照］クリックする場合は、「2.4 受注」に進んでください。 

［{受注番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「受注」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細については、「2.4.2 受注の詳細情報」を参照してください。 

［▼］クリックで表示されるリンク 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 
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2.3.4 見積明細の詳細情報 

 「見積」の［関連］タブで対象の［{見積明細番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、品目・サービス名「サンプル_PC 本体」の［{見積明細番号}］リンクをクリックします。 

 

 「見積明細」（サンプル_PC 本体）の詳細画面が表示されます。 
 

 「見積明細」詳細画面の［詳細］タブ 

 

 

項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

見積明細番号 - 「見積明細」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「QD-{yyyymm}-{10 桁の連番}」の形式です。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

品目・サービスマスタ 〇 登録時に「品目・サービスマスタ」を参照し設定した場合、 

「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。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

品目・サービス名 - 品目・サービス名が表示されます。 

品番 - 品番が表示されます。 

受注タイプ - 受注タイプが表示されます。 

備考 - 備考が表示されます。 

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。 

見積 〇 当レコードが紐づく「見積」の「見積番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

契約要員 - ※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。 

並び順 - 「見積」詳細画面の［関連］タブに表示される「見積明細」の並び順が表示

されます。 

階層 - 品目・サービスがセット品の場合、構成表の階層（1～3）が表示されます。 

数量 - 数量が表示されます。 

単位 - 単位が表示されます。 

納品予定日 - 納品予定日が表示されます。 

金額情報 

標準価格 - 標準価格が表示されます。 

仕切率(%) - 仕切率(%)が表示されます。 

単価 - 単価が表示されます。 

金額 - 「単価」×「数量」が表示されます。 

軽減税率対象 - 軽減税率対象の場合にチェックが付きます。 

課税区分 - 課税区分が表示されます。 

税率(%) - 税率(%)が表示されます。 

税額 - 「課税区分」が「外税」の場合、「金額」×「税率(%)」÷100 が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

税率再計算対象 - 税率再計算対象の場合にチェックが付きます。 

※API など外部からの登録で「標準価格」「数量」等が変更された際に、 

計算結果項目（「金額」「税額」等）を再計算するかどうかを決めるトリガ

です。チェックが付いている場合は再計算処理が行われ、計算結果項目が

更新されます。 

仕入情報 

仕入単価 - 仕入単価が表示されます。 

仕入金額 - 「仕入単価」×「数量」が表示されます。 

仕入先 〇 仕入先がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

仕入備考 - 仕入備考が表示されます。 

要発注 - 発注が必要な品目・サービスの場合にチェックが付きます。 

サブスクリプション   ※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。 
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2.4 受注 

 オブジェクト構成図 

 
 

 機能概要 

「受注」は、取引先から受注した品目・サービス、その数量や金額などのデータを登録するオブジェクトです。 

● 上位オブジェクトの「販売」または「見積」に紐づけて登録します。 

● 「見積」に紐づけて「受注」を登録する場合、登録時に引き継ぎ情報がデフォルト値として表示されます。 

● 1 つの「受注」に複数の「納品」を紐づけることができます。 

● 月額請求を行う予定の「受注明細」に対し、請求回数分の明細に分割して管理することができます。 

● 「受注」を登録した品目・サービスの発注が必要になった場合は、受注データをコピーして「発注」を自動作成するこ

とができます。 

 

2.4.1 受注を登録する 

 soarize のホーム画面で［販売］タブをクリックします。 

 

（凡例） 

主従関係 
 

参照関係 

受注 

  納品 

    受注明細 

    納品明細 

販売 

見積 

    見積明細 
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 「販売」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。対象の［{販売番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル販売 A」の［{販売番号}］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル販売 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。「見積」の［{見積番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル見積 A」の［{見積番号}］リンクをクリックします。 
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Point 「販売」の［関連］タブ（手順 4）で「受注」の［新規］ボタンをクリックした場合、「見積」の対象レコードを

選択する画面が表示されます。 

「販売」に紐づけて「受注」を登録する場合は、対象レコードを選択せずに［次へ］ボタンをクリックします。 

「見積」に紐づけて「受注」を登録する場合は、次のように対象レコードを選択します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対象レコードを選択して［次へ］ボタンをクリックしたあとは、手順 4 で［{見積番号}］リンクをクリックした 

場合と同じ流れになります。 

［参照］検索画面の詳細については、「5.1.5 検索画面（虫眼鏡アイコン）」を参照してください。 

 

Point  「販売」に紐づけて「受注」を登録する場合は、「販売」の「取引先」に紐づく「会計設定」など一部のデータ

を除き引き継ぎ情報がありません。そのため、入力が必要な項目は多くなります。 

ただし、「受注明細」については、「受注検索画面」で過去の「受注明細」を引用することができます。 

［参照］「受注検索画面」については、「5.1.4 受注検索画面」を参照してください。 

 「見積」に紐づけて「受注」を登録する場合は、「見積」登録時に入力した値が「受注」に引き継がれます。

引き継がれる値は「受注」登録時にデフォルトでセットされるため、入力が必要な項目は少なくなります。 

また、「販売」と「見積」が紐づいているため、「受注」の登録によって「販売」と「受注」も紐づきます。 

 

クリックすると、検索画面が

呼び出されます。 

クリックすると、呼び出し元に

「見積番号」がセットされます。 

クリックすると、入力用セクション

が表示されます。 
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 「受注登録画面」の入力用セクションが表示されます。 

ここでは例として、「基本情報」の「件名」を「サンプル受注 A」に変更します。 

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。 
 

 「受注登録画面」（1/4）「基本情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

受注番号 - 登録時に自動採番されるため、ここには表示されません。 

件名 - 件名を入力します。 

主担当者 - 「要員マスタ」を参照し設定します。 

仕切率(％) - 仕切率(%)を入力します。 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されていない場合は、 

「100.00000」がデフォルトでセットされます。 

※この「仕切率(%)」は、明細追加時のデフォルト値になります。 

ワーク番号 - ※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。 

有効 - 無効レコードにする場合は、チェックを外します。 

※無効にすると合計金額などの集計対象から外されます。 

販売 - 紐づける「販売」の「販売番号」がリンク表示されます。 

クリックすると対象レコードの詳細画面が表示されます。 

見積 -  「見積」に紐づける場合は、「見積番号」がリンク表示されます。 

クリックすると対象レコードの詳細画面が表示されます。 

 「見積」に紐づけない場合は表示されません。 

契約管理 - ※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。 

 

Point  「見積」に紐づける場合は、次の項目に「見積」の値が引き継がれます。 

「件名」「主担当者」「仕切率(％)」「ワーク番号」「契約管理」 

 「見積」から引き継がれる値が優先的にデフォルト値になるため、それ以外の値はセットされません。 

例えば、「仕切率(％)」の項目説明に記載しているデフォルト値は引き継ぎ情報がない場合が前提であ

り、「見積」に紐づける場合は必ず「見積」から引き継ぐ値がデフォルトでセットされます。 
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 「受注登録画面」（2/4）「受注情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

受注日 - 受注日を入力します。 

当日がデフォルトでセットされます。 
 

税率と単価の適用基準日です。 

ただし初期状態では、「受注明細」に「納品予定日」を設定している明細に

限り、「納品予定日」が適用基準日として優先されます。 
 

カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」で適用基準日項目を 

「受注日」のみに変更することができます。 

［参照］カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

備考 - 備考を入力します。 

出荷先 - 「取引先」を参照し設定します。 

紐づける「販売」に「取引先」が設定されている場合、その「取引先」がデフォル

トでセットされます。 

直送 - 直送で納品する予定の場合にチェックを付けます。 
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 「受注登録画面」（3/4）「会計情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

税額計算方法 - 次のいずれかを選択します。 

「明細の金額 x 税率」「合計金額 x 税率」 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されていない場合は、 

「明細の金額 x 税率」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」 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されていない場合は、 

「四捨五入」がデフォルトでセットされます。 

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」 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されていない場合は、 

「四捨五入」がデフォルトでセットされます。 

［金額計算］ボタン - クリックすると、「合計金額」「合計税額」「合計仕入金額」が算出され、 

「明細情報」下部に表示されます。 

［保存］ボタン - クリックすると、入力内容が保存され画面が閉じます。 

［キャンセル］ボタン - クリックすると、入力内容がキャンセルされ画面が閉じます。 

 

Point  「見積」に紐づける場合は、「見積」の「会計情報」の値が引き継がれます。 

 「見積」から引き継がれる値が優先的にデフォルト値になるため、それ以外の値はセットされません。 

例えば、「税額計算方法」の項目説明に記載しているデフォルト値は引き継ぎ情報がない場合が前提で

あり、「見積」に紐づける場合は必ず「見積」から引き継ぐ値がデフォルトでセットされます。 
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 「受注登録画面」（4/4）「明細情報」 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

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

※「見積」から取り消す明細がある場合は、一覧から削除します。 

並び替え  - 「選択」にチェックを付けてリンクをクリックすると、対象行が移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 5 つ前の行に移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 1 つ前の行に移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 1 つ後の行に移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 5 つ後の行に移動します。 

※移動可能な行数が 5 つ以下のとき［ ］をクリックすると、対象行は常に

先頭行に移動します。同様の条件で［ ］をクリックすると、対象行は常

に最終行に移動します。 

［品目・サービス選択］ボタン - クリックすると、「品目・サービス検索画面」が表示されます。 

［参照］「品目・サービス検索画面」の詳細については、 

「5.1.1 品目・サービス検索画面」を参照してください。 

［構成表選択］ボタン - クリックすると、「構成表選択画面」が表示されます。 

［参照］「構成表選択画面」の詳細については、 

「5.1.2 構成表選択画面」を参照してください。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

［行追加］ボタン - クリックすると、明細の最後にブランク行が 1 行追加されます。 

最終ページが表示されていない場合は、最終ページまでページ送りされてから

追加されます。 

マスタに登録されていない品目・サービスを明細に追加する場合に使用しま

す。 

［受注検索］ボタン - クリックすると、「受注検索画面」が表示されます。 

［参照］「受注検索画面」の詳細については、 

「5.1.4 受注検索画面」を参照してください。 

仕入項目を表示する - チェックを付けると、次の仕入項目が追加表示されます。 

「仕入単価」「仕入金額」「仕入先」「要発注」「見積明細」 

金額計算項目を表示する - チェックを付けると、次の金額計算項目が追加表示されます。 

「単価×数量の丸めモード」「金額×税率の丸めモード」「税種」「税率(%)」 

「軽減税率対象」「税率再計算対象」 

月額請求の設定をする - チェックを付けると、次の月額請求設定項目が追加表示されます。 

「契約開始日」「契約終了日」「請求間隔」「回数」「初月分」「通常月分」 

「計上日」 

選択 - チェックを付けて［行削除］ボタンをクリックすると、対象行が削除されます。 

チェックを付けて「並び替え」の各リンクをクリックすると、対象行が移動します。 

並び順 - 明細の並び順を変更する場合に入力します。 

数字を入れ替えて［並び順変更］ボタンをクリックすると、明細の並び順が 

入れ替えた数字の並びに変更されます。 

品番 - 品番を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

階層 - セット品の階層が表示されます。 

品目・サービス名 - 品目・サービス名を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

受注タイプ - 次のいずれかを選択します。 

「物品」「サービス」 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

納品予定日 - 納品予定日を入力します。 

税率と単価の適用基準日です。 

初期状態では、「受注情報」の「受注日」よりも適用基準日として優先されま

す。 

カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」で適用基準日項目を 

「受注情報」の「受注日」のみに変更することができます。 

［参照］カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

※「月額請求の設定をする」にチェックを付けると、この位置に月額請求の設定項目が追加表示されます。 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

「受注明細」を分割するために必要な項目です。 

［参照］「受注明細」の分割については、「2.4.4 受注明細を分割する」を参照してください。 

 契約開始日 - 契約開始日を入力します。 

 契約終了日 - 契約終了日を入力します。 

契約開始月～契約終了月の月数が 2 以上になるように入力します。 

 請求間隔 - 次のいずれかを選択します。 

「1 ヶ月間隔」「2 ヶ月間隔」「3 ヶ月間隔」「4 ヶ月間隔」「6 ヶ月間隔」 

「12 ヶ月間隔」 

 回数 - 請求回数が次のように算出され表示されます。 

（契約開始月～契約終了月の月数）÷「請求間隔」 

 初月分 - 初月分の請求額が次のように算出され表示されます。 

「単価」－（「通常月分」×（「回数」－1）） 

 通常月分 - 通常月分の請求金額を入力します。 

「単価」＞「通常月分」×（「回数」－1） となるように入力します。 

 計上日 - 計上日を入力します。 

数量 - 数量を入力します。 

1 がデフォルトでセットされます。 

納品数量 - 納品数量が表示されます。 

「納品」登録後に表示されるようになります。 

単位 - 取引を行う単位を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

標準価格 - 標準価格を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」に紐づく「単価マスタ」の「単価区分」が 

「標準単価」の場合に「単価マスタ」の「単価」がデフォルトでセットされます。 

仕切率(%) - 明細単位の仕切率(%)を入力します。 

「基本情報」の「仕切率(%)」がデフォルトでセットされます。 

単価 - 単価を入力します。 

「標準価格」×「仕切率(%)」÷100 がデフォルトでセットされます。 

［単価反映］ボタンが活性化している場合は、「単価マスタ」または「数量別

単価マスタ」から最適な単価をセットすることができます。 

［単価反映］ボタン - 「品目・サービスマスタ」に紐づけて「単価マスタ」が登録されている場合のみ、

ボタンが活性化します。 

クリックすると、「単価マスタ」または「数量別単価マスタ」から最適な単価が選

択され、明細の「単価」「仕入単価」のそれぞれに反映されます。 

※一度クリックするとボタンが非活性化しますが、「受注日」「納品予定日」

「数量」「標準価格」「単価」などの関連項目を変更すると再び活性化しま

す。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

［単価参照］ボタン - 「品目・サービスマスタ」に紐づけて「単価マスタ」が登録されている場合のみ、

ボタンが活性化します。 

クリックすると、「単価マスタ」「数量別単価マスタ」の登録内容が表示されま

す。 

※「単価マスタ」の適用期間が「受注情報」の「受注日」または「受注明細」の

「納品予定日」と一致するレコードが参照可能です。 

「受注日」または「納品予定日」のどちらが適用基準日として優先されるか

については、それぞれの項目説明を参照してください。 

金額 - 「単価」×「数量」が表示されます。 

「単価」「数量」を変更した場合、フォーカスアウト時に再計算されます。 

※小数点以下の端数が出た場合は、「単価×数量の丸めモード」に応じた値

が表示されます。 

税額 - 「金額」×「税率(%)」÷100 が表示されます。 

「単価」「数量」「税率(%)」を変更した場合、フォーカスアウト時に再計算され

ます。 

※小数点以下の端数が出た場合は、「金額×税率の丸めモード」に応じた値

が表示されます。 

課税区分 - 次のいずれかを選択します。 

「外税」「非課税」 

「外税」がデフォルトでセットされます。 

※「金額計算項目を表示する」にチェックを付けると、この位置に金額計算項目が追加表示されます。 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 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」 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されていない場合は、 

「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 - 

 税種 - 「税種マスタ」を参照し設定します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

 税率(%) - 税率を入力します。 

「税種マスタ」に紐づく「税率マスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

 軽減税率対象 - 軽減税率対象にする品目・サービスにチェックを付けます。 

選択した「品目・サービスマスタ」のチェックがデフォルトでセットされます。 

 税率再計算対象 - 税率再計算対象にする品目・サービスにチェックを付けます。 

※API など外部からの登録で「標準価格」「数量」等が変更された際に、 

計算結果項目（「金額」「税額」等）を再計算するかどうかを決めるトリガ

です。チェックが付いている場合は再計算処理が行われ、計算結果項目が

更新されます。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

※「仕入項目を表示する」にチェックを付けると、この位置に仕入項目が追加表示されます。 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 仕入単価 - 仕入単価を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

［単価反映］ボタンが活性化している場合は、「単価マスタ」または「数量別

単価マスタ」から最適な単価をセットすることができます。 

 仕入金額 - 「仕入単価」×「数量」が表示されます。 

 仕入先 - 「取引先」を参照し設定します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

 要発注 - 発注が必要な品目・サービスにチェックを付けます。 

 見積明細 - 「見積」に紐づける場合に、引用した「見積明細」の「見積明細番号」がリンク

表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

契約要員 - ※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。 

備考 - 備考を入力します。 

納品済 - 「受注」に紐づけて「納品」を登録した場合、登録時に納品対象になった明細

にチェックが付きます。 

<<  <前へ {ページ} 次へ>  >> - ページング制御を行います。 

 ［<<］をクリックすると、最初のページに移動します。 

 ［<前へ］をクリックすると、1 つ前のページに移動します。 

 「{ページ}」でページを指定してフォーカスアウトすると、指定ページに移動し

ます。［Enter］キーを押すと、保存が実行されるので注意してください。 

 ［次へ>］をクリックすると、1 つ次のページに移動します。 

 ［>>］をクリックすると、最後のページに移動します。 

※これらの項目は、カスタム設定「VisualforcePageSetting」で明細ページ 

ング制御を ON にしている場合に表示されます。 

［参照］カスタム設定「VisualforcePageSetting」の詳細については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

［並び順変更］ボタン - 「並び順」の数字を入れ替えて［並び順変更］ボタンをクリックすると、明細の

並び順が入れ替えた数字の並びに変更されます。 

※このボタンは、カスタム設定「VisualforcePageSetting」で明細ページング 

制御を ON にしている場合に表示されます。 

［参照］カスタム設定「VisualforcePageSetting」の詳細については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

合計金額 - ［金額計算］ボタンをクリックすると、全明細の「金額」の合計が算出され、

「合計金額」として表示されます。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

合計税額 - ［金額計算］ボタンをクリックすると、全明細の「税額」の合計が算出され、

「合計税額」として表示されます。 

合計仕入金額 - ［金額計算］ボタンをクリックすると、全明細の「仕入金額」の合計が算出さ

れ、「合計仕入金額」として表示されます。 

［金額計算］ボタン - クリックすると、「合計金額」「合計税額」「合計仕入金額」が算出され、 

「明細情報」下部に表示されます。 

［保存］ボタン - クリックすると、入力内容が保存され画面が閉じます。 

［キャンセル］ボタン - クリックすると、入力内容がキャンセルされ画面が閉じます。 

 

Point  「見積」に紐づける場合は、次の項目に「見積」の値が引き継がれます。 

「品番」「品目・サービス名」「受注タイプ」「納品予定日」「数量」「単位」「標準価格」「仕切率(%)」 

「単価」「単価×数量の丸めモード」「金額×税率の丸めモード」「税種」「税率(%)」「軽減税率対象」 

「税率再計算対象」「仕入単価」「仕入先」「要発注」「契約要員」「備考」 

 「見積」から引き継がれる値が優先的にデフォルト値になるため、それ以外の値はセットされません。 

例えば、「数量」の項目説明に記載しているデフォルト値は引き継ぎ情報がない場合が前提であり、 

「見積」に紐づける場合は必ず「見積」から引き継ぐ値がデフォルトでセットされます。 

 「見積」にない明細を「受注」の明細に追加した場合は、引き継ぎ情報がありません。 

この場合は、項目説明に記載している値がデフォルトでセットされます。 

 保存が終わると、「サンプル受注 A」の詳細画面が表示されます。以上で「受注」の登録は完了です。 
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2.4.2 受注の詳細情報 

 soarize のホーム画面で［販売］タブをクリックします。 

 

 「販売」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

対象の「受注」が紐づく「販売」の［{販売番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル販売 A」の［{販売番号}］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル販売 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。 
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 表示が［関連］タブに切り替わります。対象の［{受注番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル受注 A」の［{受注番号}］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル受注 A」の詳細画面が表示されます。 
 

 「受注」詳細画面のアクション 

 
 

アクション名 クリック時の動作 

［＋ フォローする］ レコードがフォロー中に切り替わります（表示が［✓ フォロー中］に変化します）。 

フォロー中は、項目変更、投稿、ToDo、コメントなどの更新がフィードに表示されます。 

［✓ フォロー中］にマウスカーソルを当てると表示が［ｘ フォロー解除］に変化し、 

これをクリックすることでレコードのフォローを解除できます。 

［編集］ レコードの編集画面が表示されます。 

［新規取引先責任者］ 「新規取引先責任者」画面が表示されます。 
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アクション名 クリック時の動作 

［新規商談］ 「新規商談」画面が表示されます。 

［▼］クリックで表示されるアクション 

［新規ケース］ 「新規ケース」画面が表示されます。 

［新規リード］ 「新規リード」画面が表示されます。 

［削除］ 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

［コピー］ 「受注登録画面」が表示されます。 

各入力項目にはレコードのコピーがセットされます。 

［印刷用に表示］ 詳細画面の情報を印刷するための新規タブがブラウザに追加されます。 

新規タブ内の右上にある［このページを印刷］リンクをクリックすると、「印刷」ダイアログ

が表示されます。 

［発注自動作成］ 「発注自動作成画面」が表示されます。 

［参照］発注自動作成については、「2.4.5 受注から発注を自動作成する」を参照 

してください。 

［明細分割］ 「明細の分割」画面が表示されます。 

［参照］明細分割については、「2.4.4 受注明細を分割する」を参照してください。 

［抵触日通知書出力］ 抵触日通知書がプレビュー画面に表示されます。 

※役務管理機能で使用する帳票であり、ここで表示されるのはサンプル帳票です。 

［派遣先通知書出力］ 派遣先通知書がプレビュー画面に表示されます。 

※役務管理機能で使用する帳票であり、ここで表示されるのはサンプル帳票です。 

 

 「受注」詳細画面の［詳細］タブ 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

受注番号 - 「受注」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「SO-{yyyymm}-{10 桁の連番}」の形式です。 

件名 - 件名が表示されます。 

主担当者 〇 主担当者がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

仕切率(%) - 仕切率(%)が表示されます。 

契約管理 〇 ※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。 

ワーク番号 〇 ※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。 

ワーク名 - ※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。 

有効 -  チェックが付いている場合、有効レコードです。 

 チェックが付いていない場合、無効レコードです。 

販売 〇 当レコードが紐づく「販売」の「販売番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

見積 〇 当レコードが紐づく「見積」の「見積番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

※「見積」に紐づいていない場合は表示されません。 

納品済 - 「受注明細」のすべてのレコードが「納品」登録済みになると、チェックが付きま

す。 

販売.取引先 ID - 当レコードが紐づく「販売」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先 ID」が表示されます。 

※「取引先 ID」とは、「取引先」ごとに自動採番で付与された ID です。 

税種 - 当レコードが紐づく「販売」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の「税種」「税率」が表示されます。 

課税区分 - ※消費税改正対応前に使用していた項目です。 

この「課税区分」は現在使用しておらず、明細ごとの「課税区分」を使用し

ています。 

税額計算方法 - 当レコードが紐づく「販売」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の「税額計算方法」が表示されます。 

受注情報 

受注日 - 受注日が表示されます。 

出荷先 〇 出荷先がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

備考 - 備考が表示されます。 

直送 - 直送で納品する予定の場合にチェックが付きます。 

プロジェクト計画情報   ※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。 

金額情報 

粗利 - 各明細の「金額」－「仕入金額」で算出された粗利合計が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

粗利率(%) - 「粗利」÷「合計金額」で算出された粗利率(%)が表示されます。 

 

 「受注」詳細画面の［関連］タブ（ボタン、リンク） 

 
 

ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

受注明細 

［{受注明細番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「受注明細」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細については、「2.4.3 受注明細の詳細情報」を参照してください。 

［▼］クリックで表示されるリンク 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

税種別合計(受注)   ※「受注明細」の品目・サービスに「税種」が設定されている場合に自動で作成されます。 

［{税種別合計 NO}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 
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ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

納品 

［新規］ボタン 「納品登録画面」が表示されます。 

「受注」に紐づけて「納品」を登録する場合は、クリックしてください。 

［参照］クリックする場合は、「2.5 納品」に進んでください。 

［{納品番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「納品」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細については、「2.5.3 納品の詳細情報」を参照してください。 

［▼］クリックで表示されるリンク 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 
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2.4.3 受注明細の詳細情報 

 「受注」の［関連］タブで対象の［{受注明細番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、品目・サービス名「サンプル_マウス」の［{受注明細番号}］リンクをクリックします。 

 

 「受注明細」（サンプル_マウス）の詳細画面が表示されます。 
 

 「受注明細」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

受注明細番号 - 「受注明細」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「SOD-{yyyymm}-{10 桁の連番}」の形式です。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

品目・サービスマスタ 〇 登録時に「品目・サービスマスタ」を参照し設定した場合、 

「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。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

品目・サービス名 - 品目・サービス名が表示されます。 

品番 - 品番が表示されます。 

受注タイプ - 受注タイプが表示されます。 

備考 - 備考が表示されます。 

品目・サービスマスタ 発注タイプ - 登録時に「品目・サービスマスタ」を参照し設定した場合、 

「品目・サービスマスタ」の「発注タイプ」が表示されます。 

金額×税率の丸めモード - 金額×税率の丸めモードが表示されます。 

単価×数量の丸めモード - 単価×数量の丸めモードが表示されます。 

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。 

有効 -  チェックが付いている場合、有効レコードです。 

 チェックが付いていない場合、無効レコードです。 

受注 〇 当レコードが紐づく「受注」の「受注番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

契約要員 - ※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。 

並び順 - 「受注」詳細画面の［関連］タブに表示される「受注明細」の並び順が表示

されます。 

階層 - 品目・サービスがセット品の場合、構成表の階層（1～3）が表示されます。 

数量 - 数量が表示されます。 

単位 - 単位が表示されます。 

納品予定日 - 納品予定日が表示されます。 

納品済 - 当レコードが「納品」登録済みになると、チェックが付きます。 

金額情報 

標準価格 - 標準価格が表示されます。 

仕切率(%) - 仕切率(%)が表示されます。 

単価 - 単価が表示されます。 

金額 - 「単価」×「数量」が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

軽減税率対象 - 軽減税率対象の場合にチェックが付きます。 

課税区分 - 課税区分が表示されます。 

税率(%) - 税率(%)が表示されます。 

税額 - 「課税区分」が「外税」の場合、「金額」×「税率(%)」÷100 が表示されます。 

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。 

税率再計算対象 - 税率再計算対象の場合にチェックが付きます。 

※API など外部からの登録で「標準価格」「数量」等が変更された際に、 

計算結果項目（「金額」「税額」等）を再計算するかどうかを決めるトリガ

です。チェックが付いている場合は再計算処理が行われ、計算結果項目が

更新されます。 

仕入情報 

仕入単価 - 仕入単価が表示されます。 

仕入金額 - 「仕入単価」×「数量」が表示されます。 

仕入先 〇 仕入先がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

仕入備考 - 仕入備考が表示されます。 

要発注 - 発注が必要な品目・サービスの場合にチェックが付きます。 

請求設定   ※明細入力時に「月額請求の設定をする」にチェックを付け、各項目を入力した場合に表示されます。 

契約開始日 - 契約開始日が表示されます。 

契約終了日 - 契約終了日が表示されます。 

計上日 - 計上日が表示されます。 

通常月分 - 通常月分の請求額が表示されます。 

初月分 - 初月分の請求額が表示されます。 

回数 - 請求回数が表示されます。 

請求間隔 - 請求間隔が表示されます。 

分割表示フラグ - 「受注明細」を分割した場合にチェックが付きます。 

分割元受注明細 ○ 分割元受注明細の「明細番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

サブスクリプション   ※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。 
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2.4.4 受注明細を分割する 

月額請求を行う予定の「受注明細」に対し、請求回数分の明細に分割して管理することができます。 

新規登録時に「受注明細」を分割することもできますが、ここでは例として、登録済み「受注」の「受注明細」を分割する 

手順について説明します。 

 soarize のホーム画面で［販売］タブをクリックします。 

 

 「販売」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。対象の［{販売番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル販売 A」の［{販売番号}］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル販売 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。 
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 表示が［関連］タブに切り替わります。「受注」の［▼］＞［編集］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル受注 A」の［編集］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル受注 A」の編集画面が表示されます。 

「明細情報」セクションまで画面を下にスクロールし、分割する「受注明細」を表示させます。 
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 「月額請求の設定をする」にチェックを付けます。 

 

 明細行の途中に月額請求の設定項目が追加表示されます。 

 

 ここでは例として、品目・サービス名「サンプル_サポートサービス（一年）」に次のように入力します。 

契約開始日：2020/01/01   契約終了日：2020/12/31   請求間隔：1 ヶ月間隔 

通常月分：4,000   計上日：2020/01/31 
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 ［保存］ボタンをクリックします。 

 

 件名「サンプル受注 A」の詳細画面が表示されます。［▼］＞［明細分割］をクリックします。 

 

 「明細の分割」画面が表示されます。品目・サービス名「サンプル_サポートサービス（一年）」の「選択」に 

チェックを付け、［明細の分割］ボタンをクリックします。 

 



｜ 2.販売管理 ｜ 2.4.受注 ｜ 

75 

 分割されたイメージが表示されます。問題がなければ［保存］ボタンをクリックします。 

以上で明細の分割は完了ですが、引き続き分割後の明細を確認します。 
 

Point  分割された各明細の「品目・サービス名」「計上日」にはデフォルト値がセットされますが、この画面で変更

できます。 

 明細分割とは、あくまで単価を分割する機能であり、金額を分割する機能ではありません。 

 

 

請求回数が 12 回のため、

12 分割されています。 

明細の計上日に月の末日を設定

しているため、各月の計上日にも

末日が設定されます。 



｜ 2.販売管理 ｜ 2.4.受注 ｜ 

76 

 件名「サンプル受注 A」の詳細画面に戻ります。［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。「受注明細」の［すべて表示］リンクをクリックします。 
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 「受注明細」の一覧画面が表示されます。 

分割元の明細が無効になり、分割後の明細が追加されていることが確認できます。 

 

分割元の明細です。 

「有効」のチェックが外れています。 

分割後の明細です。請求回数分追加されています。 
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2.4.5 受注から発注を自動作成する 

「受注」登録時に同じ品目・サービスの「発注」登録が必要になった場合は、受注データをコピーして「発注」を自動作成す

ることができます。また、「発注」が作成されると、上位オブジェクトの「購買」も同時に作成されます。 

「発注」は次のように「受注明細」の「仕入先」ごとに分割して作成され、受注データが「発注」および「発注明細」にコピーさ

れます。 

 
 

次の手順で「受注」から「発注」を自動作成します。 

 soarize のホーム画面で［販売］タブをクリックします。 

 

 「販売」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

対象の「受注」が紐づく「販売」の［{販売番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル販売 A」の［{販売番号}］リンクをクリックします。 

 

品目 1 

仕入先 A 

「受注明細」 「発注」 

品目 2 

仕入先 B 

品目 3 

仕入先 A 

品目 4 

仕入先 C 

品目 5 

仕入先 A 

品目 1 

品目 6 

仕入先 C 

仕入先 A 

仕入先 B 

仕入先 C 

品目 3 

品目 5 

品目 2 

「発注明細」 

品目 4 

品目 6 

※「購買」を 1 つ作って「発注」をまとめて紐づけるか、 

「発注」ごとに「購買」を作成して紐づけるかについては、 

「発注自動作成画面」で選択できます。 
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 「サンプル販売 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。対象の［{受注番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル受注 A」の［{受注番号}］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル受注 A」の詳細画面が表示されます。［▼］＞［発注自動作成］をクリックします。 
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 「発注自動作成画面」が表示されます。 

発注の作成方法のうち「まとめて作成」「分割して作成」のいずれかを選択し、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

Point  「まとめて作成」を選択した場合は、「購買」が 1 つ作成されます。 

 「分割して作成」を選択した場合は、「購買」が「仕入先」の数だけ作成されます。 

 作成される「購買」の「件名」には、コピー元の「受注」が紐づく「販売」の「件名」が引用されます。 

「分割して作成」を選択すると、すべての「購買」が同じ件名になるため、必要に応じて変更してください。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 「仕入先」が設定されていない品目・サービスの明細が「受注」にある場合、その明細に対しては「発注」の

作成は行われません。 

 「作成済み購買情報」に作成された「購買」が表示されます。 

以上で発注自動作成は完了ですが、引き続き作成された「購買」「発注」を確認します。 

［{購買の件名}］リンクをクリックします。 
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 件名「サンプル販売 A」（「購買」オブジェクト）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。 

この例では「仕入先」が 3 件のため、［発注］も 3 件作成されています。 

1 件目の［{発注番号}］リンクをクリックします。 

 

 件名「サンプル受注 A」（「発注」オブジェクト）の詳細画面が表示されます。［関連］タブをクリックします。 

 

「受注」の「件名」がすべての

「発注」に引用されます。 

「受注明細」の品目・サービスから 

抽出された 1 件目の「仕入先」です。 
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 表示が［関連］タブに切り替わります。 

この例では「サンプル仕入先 A」から仕入をしている品目・サービスが「受注明細」に１件あるため、 

［発注明細］が 1 件作成されています。 

 

 手順 9 の画面に戻って 2 件目の［{発注番号}］リンクをクリックします。 

 

 件名「サンプル受注 A」（「発注」オブジェクト）の詳細画面が表示されます。［関連］タブをクリックします。 

 

2 件目に抽出された

「仕入先」です。 
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 表示が［関連］タブに切り替わります。 

この例では「サンプル仕入先 B」から仕入をしている品目・サービスが「受注明細」に 2 件あるため、 

［発注明細］が 2 件作成されています。 

 

 同様に３件目の「発注」についても確認します。 

この例では「サンプル仕入先 C」から仕入をしている品目・サービスが「受注明細」に 2 件あるため、 

［発注明細］が 2 件作成されています。 

 

 

3 件目に抽出された

「仕入先」です。 
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2.5 納品 

 オブジェクト構成図 

 
 

 機能概要 

「納品」は、納品先、納品日、どの品目・サービスを納品したかなどのデータを登録するオブジェクトです。 

● 上位オブジェクトの「販売」または「受注」に紐づけて登録します。 

● 「受注」に紐づけて「納品」を登録する場合、登録時に引き継ぎ情報がデフォルト値として表示されます。 

● 「納品」登録後に納品書が出力できます。 

● 登録した 1 つの「納品」に複数の「請求」を紐づけることができます。 
 

注意 「納品」と「請求」および「納品明細」と「請求明細」が紐づくのは、「納品」から「請求」を手動で作成した場合

のみです。「請求」を単独で作成した場合や、請求締めで作成した場合には紐づきません。 

［参照］「請求」を単独または請求締めで作成する手順については、「2.6 請求」を参照してください。 

 

2.5.1 納品を登録する 

 soarize のホーム画面で［販売］タブをクリックします。 

 

（凡例） 

主従関係 
 

参照関係 
 

（手動の場合のみ） 

納品 

    納品明細 

受注 

見積 

    受注明細 
  請求 

    請求明細 

販売 
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 「販売」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。対象の［{販売番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル販売 A」の［{販売番号}］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル販売 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。「受注」の［{受注番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル受注 A」の［{受注番号}］リンクをクリックします。 
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Point 「販売」の［関連］タブ（手順 4）で「納品」の［新規］ボタンをクリックした場合、「受注」の対象レコードを

選択する画面が表示されます。 

「販売」に紐づけて「納品」を登録する場合は、対象レコードを選択せずに［次へ］ボタンをクリックします。 

「受注」に紐づけて「納品」を登録する場合は、次のように対象レコードを選択します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対象レコードを選択して［次へ］ボタンをクリックしたあとは、手順 4 で［{受注番号}］リンクをクリックした 

場合と同じ流れになります。 

［参照］検索画面の詳細については、「5.1.5 検索画面（虫眼鏡アイコン）」を参照してください。 

 

Point  「販売」に紐づけて「納品」を登録する場合は、「販売」の「取引先」に紐づく「会計設定」など一部のデータ

を除き引き継ぎ情報がありません。そのため、入力が必要な項目は多くなります。 

 「受注」に紐づけて「納品」を登録する場合は、「受注」登録時に入力した値が「納品」に引き継がれます。

引き継がれる値は「納品」登録時にデフォルトでセットされるため、入力が必要な項目は少なくなります。 

また、「販売」と「受注」が紐づいているため、「納品」の登録によって「販売」と「納品」も紐づきます。 

クリックすると、検索画面が

呼び出されます。 

クリックすると、呼び出し元に

「受注番号」がセットされます。 

クリックすると、入力用セクション

が表示されます。 
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 「納品登録画面」の入力用セクションが表示されます。 

「基本情報」で「請求先」を入力し、「納品情報」で「納品先」「納品日」を入力します。 

「請求先」と「納品日」はデフォルト値がセットされるので、変更不要の場合はそのままとします。 

ここでは例として、「基本情報」の「件名」を「サンプル納品 A」に変更し、「納品情報」の「納品先」で 

「サンプル得意先 B」を選択します。 

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。 
 

 「納品登録画面」（1/4）「基本情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

納品番号 - 登録時に自動採番されるため、ここには表示されません。 

件名 - 件名を入力します。 

主担当者 - 「要員マスタ」を参照し設定します。 

仕切率(％) - 仕切率(%)を入力します。 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されていない場合は、 

「100.00000」がデフォルトでセットされます。 

※この「仕切率(%)」は、明細追加時のデフォルト値になります。 

有効 - 無効レコードにする場合は、チェックを外します。 

※無効にすると合計金額などの集計対象から外されます。 

販売 - 紐づける「販売」の「販売番号」がリンク表示されます。 

クリックすると対象レコードの詳細画面が表示されます。 

請求先 ○ 「取引先」を参照し設定します。 

紐づける「販売」に「取引先」が設定されている場合、デフォルト値は次のよう

になります。 

 「取引先」に紐づく「会計設定」に「請求先」が設定されている場合は、 

「請求先」がデフォルトでセットされます。 

 「取引先」に紐づく「会計設定」に「請求先」が設定されていない場合は、 

「取引先」がデフォルトでセットされます。 

受注 -  「受注」に紐づける場合は、「受注番号」がリンク表示されます。 

クリックすると対象レコードの詳細画面が表示されます。 

 「受注」に紐づけない場合は表示されません。 
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Point  「受注」に紐づける場合は、次の項目に「受注」の値が引き継がれます。 

「件名」「主担当者」「仕切率(％)」 

 「受注」から引き継がれる値が優先的にデフォルト値になるため、それ以外の値はセットされません。 

例えば、「仕切率(％)」の項目説明に記載しているデフォルト値は引き継ぎ情報がない場合が前提であ

り、「受注」に紐づける場合は必ず「受注」から引き継ぐ値がデフォルトでセットされます。 

 

 「納品登録画面」（2/4）「納品情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

納品先 ○ 「取引先」を参照し設定します。 

納品日 ○ 納品日を入力します。 

当日がデフォルトでセットされます。 
 

税率と単価の適用基準日です。 

ただし初期状態では、「納品明細」に「計上日」を設定している明細に限り、 

「計上日」が適用基準日として優先されます。 
 

カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」で適用基準日項目を 

「納品日」のみに変更することができます。 

［参照］カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

納品書発行日 - 納品書発行日を入力します。 

納品先郵便番号 - 納品先郵便番号を入力します。 

※「納品先」に登録された場所とは異なる場所に納品する場合、この項目に

入力しておくと、後処理で利用（例：納品書に出力）できます。 

納品先住所 - 納品先住所を入力します。 

※「納品先」に登録された場所とは異なる場所に納品する場合、この項目に

入力しておくと、後処理で利用（例：納品書に出力）できます。 

備考 - 備考を入力します。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

納品先責任者 - 「取引先責任者」を参照し設定します。 

納品区分 - 次のいずれかを選択します。 

「売掛」「現金」 

直送 - 直送で納品した場合にチェックを付けます。 

帳票タイプ - 納品用に登録されている帳票タイプを選択します。 

標準で用意されているサンプルは次のとおりです。 

「delivery_default_v2」「PDF OutboundDelivery (default)」 

「delivery_default_v2」がデフォルトでセットされます。 

 

 「納品登録画面」（3/4）「会計情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

税額計算方法 - 次のいずれかを選択します。 

「明細の金額 x 税率」「合計金額 x 税率」 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されていない場合は、 

「明細の金額 x 税率」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」 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されていない場合は、 

「四捨五入」がデフォルトでセットされます。 

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」 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されていない場合は、 

「四捨五入」がデフォルトでセットされます。 

［金額計算］ボタン - クリックすると、「合計金額」「合計税額」「合計仕入金額」が算出され、 

「明細情報」下部に表示されます。 

［保存］ボタン - クリックすると、入力内容が保存され画面が閉じます。 

［キャンセル］ボタン - クリックすると、入力内容がキャンセルされ画面が閉じます。 
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Point  「受注」に紐づける場合は、「受注」の「会計情報」の値が引き継がれます。 

 「受注」から引き継がれる値が優先的にデフォルト値になるため、それ以外の値はセットされません。 

例えば、「税額計算方法」の項目説明に記載しているデフォルト値は引き継ぎ情報がない場合が前提で

あり、「受注」に紐づける場合は必ず「受注」から引き継ぐ値がデフォルトでセットされます。 

 

 「納品登録画面」（4/4）「明細情報」 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

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

※後日納品予定の明細がある場合は、一覧から削除します。 

並び替え  - 「選択」にチェックを付けてリンクをクリックすると、対象行が移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 5 つ前の行に移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 1 つ前の行に移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 1 つ後の行に移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 5 つ後の行に移動します。 

※移動可能な行数が 5 つ以下のとき［ ］をクリックすると、対象行は常に

先頭行に移動します。同様の条件で［ ］をクリックすると、対象行は常

に最終行に移動します。 

［品目・サービス選択］ボタン - クリックすると、「品目・サービス検索画面」が表示されます。 

［参照］「品目・サービス検索画面」の詳細については、 

「5.1.1 品目・サービス検索画面」を参照してください。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

［構成表選択］ボタン - クリックすると、「構成表選択画面」が表示されます。 

［参照］「構成表選択画面」の詳細については、 

「5.1.2 構成表選択画面」を参照してください。 

［行追加］ボタン - クリックすると、明細の最後にブランク行が 1 行追加されます。 

最終ページが表示されていない場合は、最終ページまでページ送りされてから

追加されます。 

マスタに登録されていない品目・サービスを明細に追加する場合に使用しま

す。 

仕入項目を表示する - チェックを付けると、次の仕入項目が追加表示されます。 

「仕入単価」「仕入金額」「仕入先」 

金額計算項目を表示する - チェックを付けると、次の金額計算項目が追加表示されます。 

「単価×数量の丸めモード」「金額×税率の丸めモード」「税種」「税率(%)」 

「軽減税率対象」「税率再計算対象」 

選択 - チェックを付けて［行削除］ボタンをクリックすると、対象行が削除されます。 

チェックを付けて「並び替え」の各リンクをクリックすると、対象行が移動します。 

並び順 - 明細の並び順を変更する場合に入力します。 

数字を入れ替えて［並び順変更］ボタンをクリックすると、明細の並び順が 

入れ替えた数字の並びに変更されます。 

品番 - 品番を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

階層 - セット品の階層が表示されます。 

品目・サービス名 - 品目・サービス名を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

受注タイプ - 次のいずれかを選択します。 

「物品」「サービス」 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

計上日 - 計上日を入力します。 

請求締めで「請求」を作成する場合は必ず入力してください。 

税率と単価の適用基準日です。 

初期状態では、「納品情報」の「納品日」よりも適用基準日として優先されま

す。 

カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」で適用基準日項目を 

「納品情報」の「納品日」のみに変更することができます。 

［参照］カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

数量 - 数量を入力します。 

1 がデフォルトでセットされます。 

単位 - 取引を行う単位を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

標準価格 - 標準価格を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」に紐づく「単価マスタ」の「単価区分」が 

「標準単価」の場合に「単価マスタ」の「単価」がデフォルトでセットされます。 

仕切率(%) - 明細単位の仕切率(%)を入力します。 

「基本情報」の「仕切率(%)」がデフォルトでセットされます。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

単価 - 単価を入力します。 

「標準価格」×「仕切率(%)」÷100 がデフォルトでセットされます。 

［単価反映］ボタンが活性化している場合は、「単価マスタ」または「数量別

単価マスタ」から最適な単価をセットすることができます。 

［単価反映］ボタン - 「品目・サービスマスタ」に紐づけて「単価マスタ」が登録されている場合のみ、

ボタンが活性化します。 

クリックすると、「単価マスタ」または「数量別単価マスタ」から最適な単価が選

択され、明細の「単価」「仕入単価」のそれぞれに反映されます。 

※一度クリックするとボタンが非活性化しますが、「納品日」「計上日」「数量」

「標準価格」「単価」などの関連項目を変更すると再び活性化します。 

［単価参照］ボタン - 「品目・サービスマスタ」に紐づけて「単価マスタ」が登録されている場合のみ、

ボタンが活性化します。 

クリックすると、「単価マスタ」「数量別単価マスタ」の登録内容が表示されま

す。 

※「単価マスタ」の適用期間が「納品情報」の「納品日」または「納品明細」の

「計上日」と一致するレコードが参照可能です。 

「納品日」または「計上日」のどちらが適用基準日として優先されるかについ

ては、それぞれの項目説明を参照してください。 

金額 - 「単価」×「数量」が表示されます。 

「単価」「数量」を変更した場合、フォーカスアウト時に再計算されます。 

※小数点以下の端数が出た場合は、「単価×数量の丸めモード」に応じた値

が表示されます。 

税額 - 「金額」×「税率(%)」÷100 が表示されます。 

「単価」「数量」「税率(%)」を変更した場合、フォーカスアウト時に再計算され

ます。 

※小数点以下の端数が出た場合は、「金額×税率の丸めモード」に応じた値

が表示されます。 

課税区分 - 次のいずれかを選択します。 

「外税」「非課税」 

「外税」がデフォルトでセットされます。 

※「金額計算項目を表示する」にチェックを付けると、この位置に金額計算項目が追加表示されます。 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 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」 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

 紐づける「販売」に「取引先」が設定されていない場合は、 

「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 - 

 税種 - 「税種マスタ」を参照し設定します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

 税率(%) - 税率を入力します。 

「税種マスタ」に紐づく「税率マスタ」の値がデフォルトでセットされます。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

 軽減税率対象 - 軽減税率対象にする品目・サービスにチェックを付けます。 

選択した「品目・サービスマスタ」のチェックがデフォルトでセットされます。 

 税率再計算対象 - 税率再計算対象にする品目・サービスにチェックを付けます。 

※API など外部からの登録で「標準価格」「数量」等が変更された際に、 

計算結果項目（「金額」「税額」等）を再計算するかどうかを決めるトリガ

です。チェックが付いている場合は再計算処理が行われ、計算結果項目が

更新されます。 

※「仕入項目を表示する」にチェックを付けると、この位置に仕入項目が追加表示されます。 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 仕入単価 - 仕入単価を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

［単価反映］ボタンが活性化している場合は、「単価マスタ」または「数量別

単価マスタ」から最適な単価をセットすることができます。 

 仕入金額 - 「仕入単価」×「数量」が表示されます。 

 仕入先 - 「取引先」を参照し設定します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

受注明細 - 「受注」に紐づける場合は、引用した「受注明細」の「受注明細番号」がリンク

表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

シリアル/ロット NO 入力 - ※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。 

入力済シリアル/ロット NO - ※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。 

備考 - 備考を入力します。 

<<  <前へ {ページ} 次へ>  >> - ページング制御を行います。 

 ［<<］をクリックすると、最初のページに移動します。 

 ［<前へ］をクリックすると、1 つ前のページに移動します。 

 「{ページ}」でページを指定してフォーカスアウトすると、指定ページに移動し

ます。［Enter］キーを押すと、保存が実行されるので注意してください。 

 ［次へ>］をクリックすると、1 つ次のページに移動します。 

 ［>>］をクリックすると、最後のページに移動します。 

※これらの項目は、カスタム設定「VisualforcePageSetting」で明細ページ 

ング制御を ON にしている場合に表示されます。 

［参照］カスタム設定「VisualforcePageSetting」の詳細については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

［並び順変更］ボタン - 「並び順」の数字を入れ替えて［並び順変更］ボタンをクリックすると、明細の

並び順が入れ替えた数字の並びに変更されます。 

※このボタンは、カスタム設定「VisualforcePageSetting」で明細ページング 

制御を ON にしている場合に表示されます。 

［参照］カスタム設定「VisualforcePageSetting」の詳細については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

合計金額 - ［金額計算］ボタンをクリックすると、全明細の「金額」の合計が算出され、

「合計金額」として表示されます。 

合計税額 - ［金額計算］ボタンをクリックすると、全明細の「税額」の合計が算出され、

「合計税額」として表示されます。 

合計仕入金額 - ［金額計算］ボタンをクリックすると、全明細の「仕入金額」の合計が算出さ

れ、「合計仕入金額」として表示されます。 

［金額計算］ボタン - クリックすると、「合計金額」「合計税額」「合計仕入金額」が算出され、 

「明細情報」下部に表示されます。 

［保存］ボタン - クリックすると、入力内容が保存され画面が閉じます。 

［キャンセル］ボタン - クリックすると、入力内容がキャンセルされ画面が閉じます。 

 

Point  「受注」に紐づける場合は、次の項目に「受注」の値が引き継がれます。 

「品番」「品目・サービス名」「受注タイプ」「計上日（「受注」の「納品予定日」）」「数量」「単位」 

「標準価格」「仕切率(%)」「単価」「課税区分」「単価×数量の丸めモード」「金額×税率の丸めモード」 

「税種」「税率(%)」「軽減税率対象」「税率再計算対象」「仕入単価」「仕入先」「備考」 

 「受注」から引き継がれる値が優先的にデフォルト値になるため、それ以外の値はセットされません。 

例えば、「数量」の項目説明に記載しているデフォルト値は引き継ぎ情報がない場合が前提であり、 

「受注」に紐づける場合は必ず「受注」から引き継ぐ値がデフォルトでセットされます。 

 「受注」にない明細を「納品」の明細に追加した場合は、引き継ぎ情報がありません。 

この場合は、項目説明に記載している値がデフォルトでセットされます。 

 保存が終わると、「サンプル納品 A」の詳細画面が表示されます。以上で「納品」の登録は完了です。 

 
 

Point  「受注」に紐づけて「納品」を登録した場合、初回登録時に除外した明細を 2 回目以降の登録で選択す

ることができます。 
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2.5.2 納品書を出力する 

 「納品」を登録すると、「納品」の詳細画面が表示されます。［▼］＞［納品書出力］をクリックします。 

 

 納品書がプレビュー画面に表示されます。 

印刷する場合は［ ］、保存する場合は［ ］をクリックしてください。 

［参照］ロゴ・担当者印影の設定については、「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を 

        参照してください。 

 ※これはデフォルトで用意されている帳票タイプ（delivery_default_v2）で出力したサンプルです。 

 
 

注意 納品書がプレビュー画面に表示されない場合は、ブラウザの設定で「PDF 文書を保存する」設定になってい 

ないか確認してください。 

「PDF 文書を保存する」設定になっていた場合は、「プレビュー画面に表示する」設定に変更してください。 

設定を変更する手順については、各ブラウザのヘルプ等を参照してください。 



｜ 2.販売管理 ｜ 2.5.納品 ｜ 

96 

2.5.3 納品の詳細情報 

 soarize のホーム画面で［販売］タブをクリックします。 

 

 「販売」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

対象の「納品」が紐づく「販売」の［{販売番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル販売 A」の［{販売番号}］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル販売 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。 
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 表示が［関連］タブに切り替わります。対象の［{納品番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル納品 A」の［{納品番号}］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル納品 A」の詳細画面が表示されます。 
 

 「納品」詳細画面のアクション 

 
 

アクション名 クリック時の動作 

［＋ フォローする］ レコードがフォロー中に切り替わります（表示が［✓ フォロー中］に変化します）。 

フォロー中は、項目変更、投稿、ToDo、コメントなどの更新がフィードに表示されます。 

［✓ フォロー中］にマウスカーソルを当てると表示が［ｘ フォロー解除］に変化し、 

これをクリックすることでレコードのフォローを解除できます。 

［編集］ レコードの編集画面が表示されます。 

※納品ロック機能が有効になっている場合、かつ［詳細］タブの「請求済」にチェックが

付いている場合、このアクションは表示されません。 

［参照］納品ロック機能については、「2.6.6 納品データをロックする」を参照してくださ

い。 
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アクション名 クリック時の動作 

［新規取引先責任者］ 「新規取引先責任者」画面が表示されます。 

［新規商談］ 「新規商談」画面が表示されます。 

［▼］クリックで表示されるアクション 

［新規ケース］ 「新規ケース」画面が表示されます。 

［新規リード］ 「新規リード」画面が表示されます。 

［削除］ 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

※納品ロック機能が有効になっている場合、かつ［詳細］タブの「請求済」にチェックが

付いている場合、このアクションは表示されません。 

［参照］納品ロック機能については、「2.6.6 納品データをロックする」を参照してく 

ださい。 

［コピー］ 「納品登録画面」が表示されます。 

各入力項目にはレコードのコピーがセットされます。 

［レコードタイプを変更］ 次のいずれかが選択された状態で「納品レコードタイプを変更」画面が表示されます。 

「通常」「ロック」 

※変更可能なレコードタイプが選択されています。つまり、現在のレコードタイプが通常

のときは「ロック」、ロックのときは「通常」が選択されています。 

※「納品」のレコードタイプは、手動で変更することができません。 

レコードタイプ「ロック」で「納品」の編集・削除を制限したい場合は、納品ロック機能

や承認プロセスなどを利用し、自動で変更されるように設定してください。 

［参照］納品ロック機能については、「2.6.6 納品データをロックする」を参照してくださ

い。 

［参照］承認プロセスについては、Salesforce ヘルプを参照してください。 

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

［印刷用に表示］ 詳細画面の情報を印刷するための新規タブがブラウザに追加されます。 

新規タブ内の右上にある［このページを印刷］リンクをクリックすると、「印刷」ダイアログ

が表示されます。 

［承認申請］ 「承認申請」画面が表示されます。 

※Salesforce の承認申請機能を利用する場合は、次の設定が必要です。 

・ 承認プロセス 

・ 項目自動更新 

［参照］設定方法の詳細については、Salesforce ヘルプを参照してください。 

「承認プロセスの設定」 

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

「項目自動更新アクション」 

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

［納品書出力］ 納品書がプレビュー画面に表示されます。 

［参照］詳細については、「2.5.2 納品書を出力する」を参照してください。 

 

https://help.salesforce.com/articleView?id=approvals_getting_started.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?id=approvals_getting_started.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?id=workflow_managing_field_updates.htm&type=5
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 「納品」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

納品番号 - 「納品」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「OD-{yyyymm}-{10 桁の連番}」の形式です。 

件名 - 件名が表示されます。 

主担当者 〇 主担当者がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

仕切率(%) - 仕切率(%)が表示されます。 

帳票タイプ - 帳票タイプが表示されます。 

有効 -  チェックが付いている場合、有効レコードです。 

 チェックが付いていない場合、無効レコードです。 

販売 〇 当レコードが紐づく「販売」の「販売番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

請求先 〇 請求先がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

請求済 - 「納品明細」のすべてのレコードが「請求」登録済みになると、チェックが付きま

す。 

受注情報 

受注 〇 当レコードが紐づく「受注」の「受注番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

※「受注」に紐づいていない場合は表示されません。 

納品情報 

納品先 〇 納品先がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

納品日 - 納品日が表示されます。 

納品書発行日 - 納品書発行日が表示されます。 

納品先郵便番号 - 納品先郵便番号が表示されます。 

納品先住所 - 納品先住所が表示されます。 

備考 - 備考が表示されます。 

納品先責任者 〇 「納品先責任者」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

納品区分 - 納品区分が表示されます。 

直送 - 直送で納品した場合にチェックが付きます。 

金額情報 

粗利 - 各明細の「金額」－「仕入金額」で算出された粗利合計が表示されます。 

8%税額 - 8%税額合計が表示されます。 

この項目はサンプルですが、次のことを行うと表示されるように設定しています。 

 名称が「消費税（軽減税率）」の「税種マスタ」を登録します。 

 「消費税（軽減税率）」に税率 8%の「税率マスタ」を紐づけ登録します。 

 対象の「品目・サービスマスタ」の「税種」に「消費税（軽減税率）」を 

設定します。 

10%税額 - 10%税額合計が表示されます。 

この項目はサンプルですが、次のことを行うと表示されるように設定しています。 

 名称が「消費税」の「税種マスタ」を登録します。 

 「消費税」に税率 10%の「税率マスタ」を紐づけ登録します。 

 対象の「品目・サービスマスタ」の「税種」に「消費税」を設定します。 

粗利率(%) - 「粗利」÷「合計金額」で算出された粗利率(%)が表示されます。 

 

Point 「金額情報」の「8%税額」「10%税額」は、あくまでサンプルとして用意している項目です。 

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。 

 



｜ 2.販売管理 ｜ 2.5.納品 ｜ 

101 

 「納品」詳細画面の［関連］タブ（ボタン、リンク） 

 
 

ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

納品明細 

［{納品明細番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「納品明細」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細については、「2.5.4 納品明細の詳細情報」を参照してください。 

［▼］クリックで表示されるリンク 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

税種別合計(納品)   ※「納品明細」の品目・サービスに「税種」が設定されている場合に自動で作成されます。 

［{税種別合計 NO}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

請求 

［新規］ボタン 「請求登録画面」が表示されます。 

「納品」に紐づけて「請求」を登録する場合は、クリックしてください。 

［参照］クリックする場合は、「2.6 請求」に進んでください。 
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ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

［{請求番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「請求」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細については、「2.6.4 請求の詳細情報」を参照してください。 

［▼］クリックで表示されるリンク 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 
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2.5.4 納品明細の詳細情報 

 「納品」の［関連］タブで対象の［{納品明細番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、品目・サービス名「サンプル_付属品」の［{納品明細番号}］リンクをクリックします。 

 

 「納品明細」（サンプル_付属品）の詳細画面が表示されます。 
 

 「納品明細」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

納品明細番号 - 「納品明細」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「ODD-{yyyymm}-{10 桁の連番}」の形式です。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

品目・サービスマスタ 〇 登録時に「品目・サービスマスタ」を参照し設定した場合、 

「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。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

品目・サービス名 - 品目・サービス名が表示されます。 

品番 - 品番が表示されます。 

備考 - 備考が表示されます。 

解約日 - ※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。 

従量課金 - ※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。 

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。 

納品 〇 当レコードが紐づく「納品」の「納品番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

並び順 - 「納品」詳細画面の［関連］タブに表示される「納品明細」の並び順が表示

されます。 

階層 - 品目・サービスがセット品の場合、構成表の階層（1～3）が表示されます。 

数量 - 数量が表示されます。 

単位 - 単位が表示されます。 

計上日 - 計上日が表示されます。 

請求済 - 当レコードが「請求」登録済みになると、チェックが付きます。 

金額情報 

標準価格 - 標準価格が表示されます。 

仕切率(%) - 仕切率(%)が表示されます。 

単価 - 単価が表示されます。 

金額 - 「単価」×「数量」が表示されます。 

軽減税率対象 - 軽減税率対象の場合にチェックが付きます。 

課税区分 - 課税区分が表示されます。 

税率(%) - 税率(%)が表示されます。 

税額 - 「課税区分」が「外税」の場合、「金額」×「税率(%)」÷100 が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

税率再計算対象 - 税率再計算対象の場合にチェックが付きます。 

※API など外部からの登録で「標準価格」「数量」等が変更された際に、 

計算結果項目（「金額」「税額」等）を再計算するかどうかを決めるトリガ

です。チェックが付いている場合は再計算処理が行われ、計算結果項目が

更新されます。 

仕入情報 

仕入単価 - 仕入単価が表示されます。 

仕入金額 - 「仕入単価」×「数量」が表示されます。 

仕入先 〇 仕入先がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

仕入備考 - 仕入備考が表示されます。 

受注情報 

受注明細 〇 当レコードに紐づく「受注明細」の「受注明細番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

※「受注」に紐づいていない場合は表示されません。 

受注タイプ - 受注タイプが表示されます。 

科目情報   ※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   ※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。 
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2.6 請求 

 オブジェクト構成図 

 
 

 機能概要 

「請求」は、請求締日、支払期日、支払方法、どの納品に対して請求を行ったかなどのデータを登録するオブジェクトです。 

● 「請求」を単独で登録するか、または上位オブジェクトの「納品」に紐づけて登録します。 

● 「納品」に紐づけて「請求」を登録する場合、登録時に引き継ぎ情報がデフォルト値として表示されます。 

● 「請求」登録後に請求書が出力できます。 

● 請求締めで「請求先」ごとの「請求」をまとめて作成することができます。 
 

注意 「納品」と「請求」および「納品明細」と「請求明細」が紐づくのは、「納品」から「請求」を手動で作成した場合

のみです。「請求」を単独で作成した場合や、請求締めで作成した場合には紐づきません。 

［参照］「請求」を単独で作成する手順については「2.6.1 請求を登録する」を参照してください。 

請求締めで作成する手順については「2.6.2 請求締めで請求を作成する」を参照してください。 

 

2.6.1 請求を登録する 

 soarize のホーム画面で［販売］タブをクリックします。 

 

（凡例） 
主従関係 

 

参照関係 
 

（手動の場合のみ） 

納品 

  請求 

    納品明細 

    請求明細 

販売 

受注 

見積 
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 「販売」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。対象の［{販売番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル販売 A」の［{販売番号}］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル販売 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。対象の［{納品番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル納品 A」の［{納品番号}］リンクをクリックします。 
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Point 「請求」の「最近参照したデータ」画面で［新規］ボタンをクリックした場合、「請求先」と「納品」の対象レコー

ドを選択する画面が表示されます。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

「請求」を単独で登録する場合は、「請求先」のみを選択し、［次へ］ボタンをクリックします。 

「納品」に紐づけて「請求」を登録する場合は、次のように「請求先」と対象レコードを選択します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対象レコードを選択して［次へ］ボタンをクリックしたあとは、手順 4 で［{納品番号}］リンクをクリックした 

場合と同じ流れになります。 

［参照］検索画面の詳細については、「5.1.5 検索画面（虫眼鏡アイコン）」を参照してください。 

 

Point  単独で「請求」を登録する場合は、「請求先」に紐づく「会計設定」など一部のデータを除き引き継ぎ情報

がありません。そのため、入力が必要な項目は多くなります。 

 「納品」に紐づけて「請求」を登録する場合は、「納品」登録時に入力した値が「請求」に引き継がれます。

引き継がれる値は「請求」登録時にデフォルトでセットされるため、入力が必要な項目は少なくなります。 

また、「販売」と「納品」は紐づいていますが、「請求」の登録によって「販売」と「請求」が直接紐づくことはあ

りません。 

 上記 Point の「請求登録画面」で「納品番号」を選択した場合に限り、「請求先」はダミーの必須項目に 

なります。そのため、検索画面でどの「取引先名」を選択しても問題ありません。 

「納品」に紐づけて「請求」を登録する場合、「請求」の「請求先」には必ず「納品」で選択した「請求先」が

引き継がれます。「請求」登録時に変更することはできません。 

クリックすると、検索画面が

呼び出されます。 

クリックすると、入力用セクション

が表示されます。 

クリックすると、呼び出し元に

「取引先名」がセットされます。 
クリックすると、呼び出し元に

「納品番号」がセットされます。 
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 「請求登録画面」の入力用セクションが表示されます。 

ここでは例として、「基本情報」の「件名」を「サンプル請求 A」に変更します。 

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。 
 

 「請求登録画面」（1/6）「基本情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

請求番号 - 登録時に自動採番されるため、ここには表示されません。 

件名 - 件名を入力します。 

仕切率(％) - 仕切率(%)を入力します。 

「請求先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

※この「仕切率(%)」は、明細追加時のデフォルト値になります。 

請求先 - 「請求先」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

請求先責任者 - 「取引先責任者」を参照し設定します。 

主担当者 - 「要員マスタ」を参照し設定します。 

 

Point  「納品」に紐づける場合は、次の項目に「納品」の値が引き継がれます。 

「件名」「仕切率(％)」「請求先」「主担当者」 

 「納品」から引き継がれる値が優先的にデフォルト値になるため、それ以外の値はセットされません。 

例えば、「仕切率(％)」の項目説明に記載しているデフォルト値は引き継ぎ情報がない場合が前提であ

り、「納品」に紐づける場合は必ず「納品」から引き継ぐ値がデフォルトでセットされます。 
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 「請求登録画面」（2/6）「請求情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

請求書発行日 - 請求書発行日を入力します。 

当日がデフォルトでセットされます。 

請求締日 - 請求締日を入力します。 

過去から現在までの直近の締日がデフォルトでセットされます。 

※「請求先」に紐づく「会計設定」の「請求先：締日」を基に算出された日付

です。 

［参照］請求締日の算出方法については、 

「2.6.7 請求締日の算出方法」を参照してください。 
 

税率と単価の適用基準日です。 

ただし初期状態では、「請求明細」に「計上日」を設定している明細に限り、 

「計上日」が適用基準日として優先されます。 
 

カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」で適用基準日項目を 

「請求締日」のみに変更することができます。 

［参照］カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

支払期日 - 支払期日を入力します。 

直近の支払期日がデフォルトでセットされます。 

※「請求先」に紐づく「会計設定」の「請求先：支払月」と「請求先：支払

日」を基に算出された日付です。 

支払方法 - 支払方法を入力します。 

「設定マスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

［参照］「設定マスタ」の詳細については、「ソアスク/soarize 販売管理・ 

購買管理セットアップガイド」を参照してください。 

備考 - 備考を入力します。 

入金額 - 入金額を入力します。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

帳票タイプ - 請求書用に登録されている帳票タイプを選択します。 

標準で用意されているサンプルは次のとおりです。 

「Billing_default_v2」「PDF Billing (default)」 

「Billing_default_v2」がデフォルトでセットされます。 

請求先：締日 - 「請求先」に紐づく「会計設定」の「請求先：締日」が表示されます。 

請求先：支払月 - 「請求先」に紐づく「会計設定」の「請求先：支払月」が表示されます。 

請求先：支払日 - 「請求先」に紐づく「会計設定」の「請求先：支払日」が表示されます。 

入金済 - 「請求明細」すべての入金が確認できた場合にチェックを付けます。 

 

 「請求登録画面」（3/6）「会計情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

税額計算方法 - 次のいずれかを選択します。 

「明細の金額 x 税率」「合計金額 x 税率」 

「請求先」に紐づく「会計設定」の値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」 

「請求先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

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」 

「請求先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

［金額計算］ボタン - クリックすると、「合計金額」「合計税額」が算出され、「明細情報」下部に 

表示されます。 

［保存］ボタン - クリックすると、入力内容が保存され画面が閉じます。 

［キャンセル］ボタン - クリックすると、入力内容がキャンセルされ画面が閉じます。 

 

Point  「納品」に紐づける場合は、「納品」の「会計情報」の値が引き継がれます。 

 「納品」から引き継がれる値が優先的にデフォルト値になるため、それ以外の値はセットされません。 

例えば、「税額計算方法」の項目説明に記載しているデフォルト値は引き継ぎ情報がない場合が前提で

あり、「納品」に紐づける場合は必ず「納品」から引き継ぐ値がデフォルトでセットされます。 
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 「請求登録画面」（4/6）「前回請求」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

選択 - 前回請求に設定する「請求」のレコードを 1 つ選択しチェックを付けます。 

※分割納品時、前回請求をした情報と紐づけを行うために選択します。 

今回請求の「請求締日」よりも過去の請求データを対象に最大 25 件まで

表示されます。 

※前回請求は、一度設定するとクリアできません。 

 

 「請求登録画面」（5/6）「対象納品明細」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

選択 - すべての明細にデフォルトでチェックが付いています。 

今回「請求明細」を作成しない「納品明細」からチェックを外します。 

 

Point  ［保存］ボタンをクリックすると、チェックの付いた「納品明細」を引用して「請求明細」が作成されます。 

 「納品明細」を引用しない場合は、次の「明細情報」で［品目・サービス選択］や［構成表選択］など

のボタンを使って「請求明細」を作成（追加）してください。 

 「納品明細」を引用して「請求明細」を作成すると同時に、ボタンを使って作成した「請求明細」を追加す

ることもできます。 
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 「請求登録画面」（6/6）「明細情報」 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

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

※後日請求予定の明細がある場合は、一覧から削除します。 

並び替え  - 「選択」にチェックを付けてリンクをクリックすると、対象行が移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 5 つ前の行に移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 1 つ前の行に移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 1 つ後の行に移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 5 つ後の行に移動します。 

※移動可能な行数が 5 つ以下のとき［ ］をクリックすると、対象行は常に

先頭行に移動します。同様の条件で［ ］をクリックすると、対象行は常

に最終行に移動します。 

［品目・サービス選択］ボタン - クリックすると、「品目・サービス検索画面」が表示されます。 

［参照］「品目・サービス検索画面」の詳細については、 

「5.1.1 品目・サービス検索画面」を参照してください。 

［構成表選択］ボタン - クリックすると、「構成表選択画面」が表示されます。 

［参照］「構成表選択画面」の詳細については、 

「5.1.2 構成表選択画面」を参照してください。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

［行追加］ボタン - クリックすると、明細の最後にブランク行が 1 行追加されます。 

最終ページが表示されていない場合は、最終ページまでページ送りされてから

追加されます。 

マスタに登録されていない品目・サービスを明細に追加する場合に使用しま

す。 

金額計算項目を表示する - チェックを付けると、次の金額計算項目が追加表示されます。 

「単価×数量の丸めモード」「金額×税率の丸めモード」「税種」「税率(%)」 

「軽減税率対象」「税率再計算対象」 

選択 - チェックを付けて［行削除］ボタンをクリックすると、対象行が削除されます。 

チェックを付けて「並び替え」の各リンクをクリックすると、対象行が移動します。 

並び順 - 明細の並び順を変更する場合に入力します。 

数字を入れ替えて［並び順変更］ボタンをクリックすると、明細の並び順が 

入れ替えた数字の並びに変更されます。 

納品明細 - 「請求」登録時には表示されません。 

「請求」登録後、対象レコードの編集画面を開くと「納品明細番号」がリンク

表示されます。 

※「納品明細」を引用して登録した「請求明細」にのみ表示されます。 

品番 - 品番を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

階層 - セット品の階層が表示されます。 

品目・サービス名 - 品目・サービス名を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

受注タイプ - 次のいずれかを選択します。 

「物品」「サービス」 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

計上日 - 計上日を入力します。 

税率と単価の適用基準日です。 

初期状態では、「請求情報」の「請求締日」よりも適用基準日として優先さ

れます。 

カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」で適用基準日項目を 

「請求情報」の「請求締日」のみに変更することができます。 

［参照］カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

数量 - 数量を入力します。 

1 がデフォルトでセットされます。 

単位 - 取引を行う単位を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

標準価格 - 標準価格を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」に紐づく「単価マスタ」の「単価区分」が 

「標準単価」の場合に「単価マスタ」の「単価」がデフォルトでセットされます。 

仕切率(%) - 明細単位の仕切率(%)を入力します。 

「基本情報」の「仕切率(%)」がデフォルトでセットされます。 

単価 - 単価を入力します。 

「標準価格」×「仕切率(%)」÷100 がデフォルトでセットされます。 

［単価反映］ボタンが活性化している場合は、「単価マスタ」または「数量別

単価マスタ」から最適な単価をセットすることができます。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

［単価反映］ボタン - 「品目・サービスマスタ」に紐づけて「単価マスタ」が登録されている場合のみ、

ボタンが活性化します。 

クリックすると、「単価マスタ」または「数量別単価マスタ」から最適な単価が選

択され、明細の「単価」に反映されます。 

※一度クリックするとボタンが非活性化しますが、「請求締日」「計上日」 

「数量」「標準価格」「単価」などの関連項目を変更すると再び活性化しま

す。 

［単価参照］ボタン - 「品目・サービスマスタ」に紐づけて「単価マスタ」が登録されている場合のみ、

ボタンが活性化します。 

クリックすると、「単価マスタ」「数量別単価マスタ」の登録内容が表示されま

す。 

※「単価マスタ」の適用期間が「請求情報」の「請求締日」または 

「請求明細」の「計上日」と一致するレコードが参照可能です。 

「請求締日」または「計上日」のどちらが適用基準日として優先されるかにつ

いては、それぞれの項目説明を参照してください。 

金額 - 「単価」×「数量」が表示されます。 

「単価」「数量」を変更した場合、フォーカスアウト時に再計算されます。 

※小数点以下の端数が出た場合は、「単価×数量の丸めモード」に応じた値

が表示されます。 

税額 - 「金額」×「税率(%)」÷100 が表示されます。 

「単価」「数量」「税率(%)」を変更した場合、フォーカスアウト時に再計算され

ます。 

※小数点以下の端数が出た場合は、「金額×税率の丸めモード」に応じた値

が表示されます。 

課税区分 - 次のいずれかを選択します。 

「外税」「非課税」 

「外税」がデフォルトでセットされます。 

※「金額計算項目を表示する」にチェックを付けると、この位置に金額計算項目が追加表示されます。 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 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」 

「請求先」に紐づく「会計情報」の値がデフォルトでセットされます。  金額×税率の丸めモード - 

 税種 - 「税種マスタ」を参照し設定します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

 税率(%) - 税率を入力します。 

「税種マスタ」に紐づく「税率マスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

 軽減税率対象 - 軽減税率対象にする品目・サービスにチェックを付けます。 

選択した「品目・サービスマスタ」のチェックがデフォルトでセットされます。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

 税率再計算対象 - 税率再計算対象にする品目・サービスにチェックを付けます。 

※API など外部からの登録で「標準価格」「数量」等が変更された際に、 

計算結果項目（「金額」「税額」等）を再計算するかどうかを決めるトリガ

です。チェックが付いている場合は再計算処理が行われ、計算結果項目が

更新されます。 

備考 - 備考を入力します。 

<<  <前へ {ページ} 次へ>  >> - ページング制御を行います。 

 ［<<］をクリックすると、最初のページに移動します。 

 ［<前へ］をクリックすると、1 つ前のページに移動します。 

 「{ページ}」でページを指定してフォーカスアウトすると、指定ページに移動し

ます。［Enter］キーを押すと、保存が実行されるので注意してください。 

 ［次へ>］をクリックすると、1 つ次のページに移動します。 

 ［>>］をクリックすると、最後のページに移動します。 

※これらの項目は、カスタム設定「VisualforcePageSetting」で明細ページ 

ング制御を ON にしている場合に表示されます。 

［参照］カスタム設定「VisualforcePageSetting」の詳細については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

［並び順変更］ボタン - 「並び順」の数字を入れ替えて［並び順変更］ボタンをクリックすると、明細の

並び順が入れ替えた数字の並びに変更されます。 

※このボタンは、カスタム設定「VisualforcePageSetting」で明細ページング 

制御を ON にしている場合に表示されます。 

［参照］カスタム設定「VisualforcePageSetting」の詳細については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

合計金額 - ［金額計算］ボタンをクリックすると、全明細の「金額」の合計が算出され、

「合計金額」として表示されます。 

合計税額 - ［金額計算］ボタンをクリックすると、全明細の「税額」の合計が算出され、

「合計税額」として表示されます。 

［金額計算］ボタン - クリックすると、「合計金額」「合計税額」が算出され、「明細情報」下部に 

表示されます。 

［保存］ボタン - クリックすると、入力内容が保存され画面が閉じます。 

［キャンセル］ボタン - クリックすると、入力内容がキャンセルされ画面が閉じます。 

 

Point  「納品」に紐づける場合は、次の項目に「納品」の値が引き継がれます。 

「品番」「品目・サービス名」「受注タイプ」「計上日」「数量」「単位」「標準価格」「仕切率(%)」「単価」 

「課税区分」「単価×数量の丸めモード」「金額×税率の丸めモード」「税種」「税率(%)」 

「軽減税率対象」「税率再計算対象」「備考」 

 「納品」から引き継がれる値が優先的にデフォルト値になるため、それ以外の値はセットされません。 

例えば、「数量」の項目説明に記載しているデフォルト値は引き継ぎ情報がない場合が前提であり、 

「納品」に紐づける場合は必ず「納品」から引き継ぐ値がデフォルトでセットされます。 

 「納品」にない明細を「請求」の明細に追加した場合は、引き継ぎ情報がありません。 

この場合は、項目説明に記載している値がデフォルトでセットされます。 
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 保存が終わると、「サンプル請求 A」の詳細画面が表示されます。以上で「請求」の登録は完了です。 
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2.6.2 請求締めで請求を作成する 

納品データを基に、請求締めで「請求」「請求明細」を作成します。 

● 作成元となる「納品」「納品明細」を「締日」や「納品日」などの検索条件で絞り込みます。 

検索結果は、「請求先」ごとの納品データがグループ化された形で表示されます。 

● 各グループの「請求書発行日」や「件名」などを入力します。 

● 請求一括登録バッチを起動し、「請求」「請求明細」を作成します。 

 

次の手順で「請求」「請求明細」を作成します。 

 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「請求締め」と入力し、下に表示される［請求締め(V2)］リンクをクリックします。 
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 「請求締め」画面が表示されます。「締日」を入力します。 

必要に応じて他の検索条件も入力し、［検索］ボタンをクリックします。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

検索条件   ※「請求」「請求明細」の作成元となる「納品」「納品明細」を絞り込むための検索条件です。 

締日 ○ 締日を入力します。 

次の条件で「請求明細」の作成元となる「納品明細」が絞り込まれます。 

締日 ≧（「納品明細」の計上日） 

納品日（From ～ To） - 納品日を範囲指定で入力します。 

次の条件で「請求」の作成元となる「納品」が絞り込まれます。 

納品日 From ≦（「納品」の納品日）≦ 納品日 To 

納品書発行日（From ～ To） - 納品書発行日を範囲指定で入力します。 

次の条件で「請求」の作成元となる「納品」が絞り込まれます。 

納品書発行日 From ≦（「納品」の納品書発行日）≦ 納品書発行日 To 

サブスクリプション検索 - ※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。 

［検索］ボタン - クリックすると、「請求作成」セクションに検索結果が表示されます。 

「請求先」ごとの納品データがグループ化された形で表示されます。 

 

注意 「計上日」が設定されている「納品明細」が存在していても、以下の場合は検索結果がエラーになります。 

 締日 ≧（「納品明細」の計上日）となる「納品明細」が 1 件もない場合 

 締日 ≧（「納品明細」の計上日）となる「納品明細」がすべて請求済の場合 

 

Point  「納品明細」詳細画面の［詳細］タブで「請求済」にチェックが付いているレコードは検索対象外です。 

［参照］「請求済」のチェックについては、「2.5.4 納品明細の詳細情報」を参照してください。 

 「納品明細」に「計上日」が設定されていないレコードは検索対象外です。 

［参照］「計上日」については、「2.5.1 納品を登録する」の「明細情報」を参照してください。 

 「納品日」は「納品」の必須項目であるため、日付ですべてのレコードを検索できます。 

「納品書発行日」は必須項目ではないため、日付では検索できないレコードがあります。 

［参照］「納品日」「納品書発行日」については、「2.5.1 納品を登録する」の「納品情報」を参照 

        してください。 

 各日付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。 
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 「検索条件」の下に「一括入力」と「請求作成」（検索結果）のセクションが追加表示されます。 

必要に応じて「請求作成」の一覧の「請求書発行日」や「件名」などを入力し、［請求作成］ボタンをクリックし

ます。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

一括入力   ※「請求作成」の一覧に「請求書発行日」「件名」を一括で入力する場合に利用します。 

請求書発行日 - 請求書発行日を入力します。 

「請求作成」の「請求書発行日」をすべて同じ日付にする場合に入力します。 
 

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。 

件名 - 件名を入力します。 

「請求作成」の「件名」をすべて同じ件名にする場合に入力します。 

［反映］ボタン - クリックすると、ここで入力した「請求書発行日」「件名」が一括で「請求作成」

の一覧に反映されます。 

請求作成   ※検索結果が表示されます。「請求先」ごとの納品データがグループ化された形で表示されます。 

登録 - デフォルトですべてのグループにチェックが付いています。 

この状態で［請求作成］ボタンをクリックすると、すべてのグループを対象に 

請求一括登録バッチが起動します。 

必要に応じて、対象外のグループのチェックを外します。 

※見出しの右にあるチェックボックスにチェックを付けると、すべてのグループに 

チェックが付き、チェックを外すとすべてのグループからチェックが外れます。 

請求先 - 「請求先」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

請求書発行日 - 請求書発行日を入力します。 

デフォルトで当日がセットされます。 

「一括入力」を利用し、一括で別の日付に変更することもできます。 
 

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。 



｜ 2.販売管理 ｜ 2.6.請求 ｜ 

121 

項目名 
入力
必須 

説明 

件名 - 件名を入力します。 

「一括入力」を利用し、一括で同じ件名を入力することもできます。 

支払期日 - 支払期日を入力します。 

「請求先」の「会計設定」から算出された支払期日がデフォルトでセットされま

す。 
 

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。 

帳票タイプ - 請求書用に登録されている帳票タイプを選択します。 

標準で用意されているサンプルは次のとおりです。 

「Billing_default_v2」「PDF Billing (default)」 

納品明細数 - 各グループの納品データに含まれる「納品明細」の総数が表示されます。 

［請求作成］ボタン - クリックすると、請求一括登録バッチが起動します。 

対象グループの納品データを基に、「請求」「請求明細」が作成されます。 

 

注意  請求一括登録バッチで 1 つの「請求先」に対して処理できる総明細数は 50 件までです。 

検索した結果、総明細数が 50 件を超える「請求先」については画面に表示されません。 

総明細数が 50 件を超える「請求先」については、手動で「納品」に紐づけて「請求」を登録する、または

「請求」を単独で登録する必要があります。 

［参照］手動で「納品」に紐づけて「請求」を登録する手順、および「請求」を単独で登録する手順に 

        ついては、「2.6.1 請求を登録する」を参照してください。 

 請求一括登録バッチで一度に処理できる「請求先」は 100 件までです。 

検索した結果、「請求先」が 100 件を超えていても 101 件目以降は表示されません。 

請求一括登録バッチを複数回起動して処理してください。 

※ 請求一括登録バッチで一度処理された「納品明細」は検索対象外（請求済）となるため、 

   2 回目以降の検索で残りの「請求先」についても表示されるようになります。 

 「請求一括登録バッチを開始しました。」と表示されます。 

 

 バッチが完了すると、次のような自動送信メールが届きます。以上で「請求」「請求明細」の作成は完了です。 
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Point  請求一括登録バッチで作成された「請求」は、請求の「最近参照したデータ」画面には表示されません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 レコード自体は存在するため、［最近参照したデータ ▼］＞［All Bills］をクリックすると表示できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 作成した「請求」のレコードを削除すると、再度請求締めで「請求」を作成できるようになります。 

手動で「納品」に紐づけて「請求」を登録する場合や「請求」を単独で登録する場合も同様で、作成した

「請求」のレコードを削除してください。 
 

 新規リストビューを作成し、検索条件を追加して特定の「請求」を表示することもできます。 

［参照］リストビューの作成については、Salesforce ヘルプを参照してください。 

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

 

https://help.salesforce.com/articleView?id=customviews_lex.htm&type=5
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2.6.3 請求書を出力する 

 「請求」を登録すると、「請求」の詳細画面が表示されます。［▼］＞［請求書出力］をクリックします。 

 

 請求書がプレビュー画面に表示されます。 

印刷する場合は［ ］、保存する場合は［ ］をクリックしてください。 

［参照］ロゴ・担当者印影の設定については、「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を 

        参照してください。 

 ※これはデフォルトで用意されている帳票タイプ（Billing_default_v2）で出力したサンプルです。 

 
 

注意 請求書がプレビュー画面に表示されない場合は、ブラウザの設定で「PDF 文書を保存する」設定になってい 

ないか確認してください。 

「PDF 文書を保存する」設定になっていた場合は、「プレビュー画面に表示する」設定に変更してください。 

設定を変更する手順については、各ブラウザのヘルプ等を参照してください。 
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2.6.4 請求の詳細情報 

 soarize のホーム画面で［請求］タブをクリックします。 

 

 「請求」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。対象の［{請求番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル請求 A」の［{請求番号}］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル請求 A」の詳細画面が表示されます。 
 

 「請求」詳細画面のアクション 

 
 

アクション名 クリック時の動作 

［＋ フォローする］ レコードがフォロー中に切り替わります（表示が［✓ フォロー中］に変化します）。 

フォロー中は、項目変更、投稿、ToDo、コメントなどの更新がフィードに表示されます。 

［✓ フォロー中］にマウスカーソルを当てると表示が［ｘ フォロー解除］に変化し、 

これをクリックすることでレコードのフォローを解除できます。 

［編集］ レコードの編集画面が表示されます。 
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アクション名 クリック時の動作 

［新規取引先責任者］ 「新規取引先責任者」画面が表示されます。 

［新規商談］ 「新規商談」画面が表示されます。 

［▼］クリックで表示されるアクション 

［新規ケース］ 「新規ケース」画面が表示されます。 

［新規リード］ 「新規リード」画面が表示されます。 

［削除］ 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

［コピー］ 「請求登録画面」が表示されます。 

各入力項目にはレコードのコピーがセットされます。 

［印刷用に表示］ 詳細画面の情報を印刷するための新規タブがブラウザに追加されます。 

新規タブ内の右上にある［このページを印刷］リンクをクリックすると、「印刷」ダイアログ

が表示されます。 

［承認申請］ 「承認申請」画面が表示されます。 

※Salesforce の承認申請機能を利用する場合は、次の設定が必要です。 

・ 承認プロセス 

・ 項目自動更新 

［参照］設定方法の詳細については、Salesforce ヘルプを参照してください。 

「承認プロセスの設定」 

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

「項目自動更新アクション」 

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

［請求書出力］ 請求書がプレビュー画面に表示されます。 

［参照］詳細については、「2.6.3 請求書を出力する」を参照してください。 

 

 「請求」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

https://help.salesforce.com/articleView?id=approvals_getting_started.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?id=workflow_managing_field_updates.htm&type=5
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項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

請求番号 - 「請求」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「B-{yyyymm}-{10 桁の連番}」の形式です。 

件名 - 件名が表示されます。 

主担当者 〇 主担当者がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

仕切率(%) - 仕切率(%)が表示されます。 

帳票タイプ - 帳票タイプが表示されます。 

部門 - ※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。 

8%税額 - 8%税額合計が表示されます。 

この項目はサンプルですが、次のことを行うと表示されるように設定しています。 

 名称が「消費税（軽減税率）」の「税種マスタ」を登録します。 

 「消費税（軽減税率）」に税率 8%の「税率マスタ」を紐づけ登録します。 

対象の「品目・サービスマスタ」の「税種」に「消費税（軽減税率）」を 

設定します。 

10%税額 - 10%税額合計が表示されます。 

この項目はサンプルですが、次のことを行うと表示されるように設定しています。 

 名称が「消費税」の「税種マスタ」を登録します。 

 「消費税」に税率 10%の「税率マスタ」を紐づけ登録します。 

対象の「品目・サービスマスタ」の「税種」に「消費税」を設定します。 

請求先 〇 「請求先」の名称がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

請求先責任者 〇 請求先責任者がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

納品 〇 紐づく「納品」の「納品番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

※「納品」に紐づいていない場合は表示されません。 

請求情報 

前回請求 〇 前回請求レコードの「請求番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

請求書発行日 - 請求書発行日が表示されます。 

請求締日 - 請求締日が表示されます。 

支払期日 - 支払期日が表示されます。 

支払方法 - 支払方法が表示されます。 

備考 - 備考が表示されます。 

入金済 - すべての「請求明細」が入金済の場合にチェックが付きます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

金額情報 

入金額 - 入金額が表示されます。 

 

Point 「基本情報」の「8%税額」「10%税額」は、あくまでサンプルとして用意している項目です。 

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。 

 

 「請求」詳細画面の［関連］タブ（ボタン、リンク） 

 
 

ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

請求明細 

［{請求明細番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「請求明細」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細については、「2.6.5 請求明細の詳細情報」を参照してください。 

［▼］クリックで表示されるリンク 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 
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ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

税種別合計(請求)   ※「請求明細」の品目・サービスに「税種」が設定されている場合に自動で作成されます。 

［{税種別合計 NO}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

請求   ※当レコードを「前回請求」に設定しているレコードがある場合、そのレコードが表示されます。 

［{請求番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

［{請求先名}］リンク 対象レコードの「請求先」の詳細画面が表示されます。 

［▼］クリックで表示されるリンク 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 
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2.6.5 請求明細の詳細情報 

 「請求」の［関連］タブで対象の［{請求明細番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、品目・サービス名「サンプル_液晶モニタ」の［{請求明細番号}］リンクをクリックします。 

 

 「請求明細」（サンプル_液晶モニタ）の詳細画面が表示されます。 
 

 「請求明細」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

請求明細番号 - 「請求明細」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「ODD-{yyyymm}-{10 桁の連番}」の形式です。 

品目・サービスマスタ 〇 登録時に「品目・サービスマスタ」を参照し設定した場合、 

「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。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

品目・サービス名 - 品目・サービス名が表示されます。 

品番 - 品番が表示されます。 

受注タイプ - 受注タイプが表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

備考 - 備考が表示されます。 

契約ライセンス - ※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。 

従量課金 - ※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。 

請求 〇 当レコードが紐づく「請求」の「請求番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

並び順 - 「請求」詳細画面の［関連］タブに表示される「請求明細」の並び順が表示

されます。 

階層 - 品目・サービスがセット品の場合、構成表の階層（1～3）が表示されます。 

数量 - 数量が表示されます。 

単位 - 単位が表示されます。 

計上日 - 計上日が表示されます。 

金額情報 

標準価格 - 標準価格が表示されます。 

仕切率(%) - 仕切率(%)が表示されます。 

単価 - 単価が表示されます。 

金額 - 「単価」×「数量」が表示されます。 

軽減税率対象 - 軽減税率対象の場合にチェックが付きます。 

課税区分 - 課税区分が表示されます。 

税率(%) - 税率(%)が表示されます。 

税額 - 「課税区分」が「外税」の場合、「金額」×「税率(%)」÷100 が表示されます。 

税率再計算対象 - 税率再計算対象の場合にチェックが付きます。 

※API など外部からの登録で「標準価格」「数量」等が変更された際に、 

計算結果項目（「金額」「税額」等）を再計算するかどうかを決めるトリガ

です。チェックが付いている場合は、再計算処理が行われます。 

サブスクリプション   ※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。 

関連情報 

納品明細 〇 当レコードに紐づく「納品明細」の「納品明細番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

※「納品」に紐づいていない場合は表示されません。 
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2.6.6 納品データをロックする 

請求済の「納品」「納品明細」に対して、各詳細画面で編集・削除ができないようにする納品ロック機能があります。 
 

Point ロック時に、詳細画面の［編集］ボタンと［削除］ボタンが非表示になる簡易的なロック機能です。 

 

次のソアスク/soarize 標準のワークフロールールを有効化すると、この機能を利用することができます。 

● 「Lock Delivery」（納品のロック） 

● 「Lock Delivery Detail」（納品明細のロック） 

 

次の手順でワークフロールールを有効化します。 

 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［プロセスの自動化］＞［ワークフロールール］をクリックします。 
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 「ワークフロールール」画面が表示されます。［次へ］ボタンをクリックします。 

 

 「すべてのワークフロールール」画面が表示されます。 

ルール名「Lock Delivery」「Lock Delivery Detail」の左にある［有効化］リンクをクリックします。 
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 リンク表示が［無効化］に変わり、「有効」にチェックが付きます。以上でワークフロールールの有効化は完了です。 
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2.6.7 請求締日の算出方法 

「請求締日」は、「請求先」の「会計設定」と「請求」の登録日を基に自動で算出されます。 

算出された「請求締日」は、「請求登録画面」の「請求情報」セクションにデフォルトでセットされます。 

［参照］「請求登録画面」の詳細については、「2.6.1 請求を登録する」を参照してください。 

 

ここでは例を使って、請求締日の算出方法について説明します。 

 「請求先」の「会計設定」が次のように設定されているとします。 

「請求先：締日」は「20 日」で、当月が 2019 年 12 月とします。 

 

 「請求」を当月の 19 日（2019/12/19）に登録します。 

この場合、まだ当月の締日（20 日）が来ていないため、「請求締日」には前月の締日である 2019/11/20 が 

デフォルトでセットされます。 

 

 「請求」を当月の 25 日（2019/12/25）に登録します。 

この場合、すでに当月の締日（20 日）を過ぎているため、「請求締日」には当月の締日である 2019/12/20 が

デフォルトでセットされます。締日当日（2019/12/20）に登録する場合も同じ結果になります。 
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  購買管理 
購買管理を行います。「購買」から、「発注」「仕入」「支払」などのオブジェクト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。 

 

 

購買 

［参照］3.1 購買 

発注 

［参照］3.2 発注 

仕入 

［参照］3.3 仕入 

支払 

［参照］3.4 支払 
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3.1 購買 

 オブジェクト構成図 

 
 

 機能概要 

「購買」は、購買管理におけるオブジェクト構成の中で最上位のオブジェクトになります。 

● 購買系オブジェクト登録時の起点になるオブジェクトです。 

● 1 つの「購買」に複数の「発注」「仕入」を紐づけることができます。 

● 「購買」に紐づく各オブジェクトの合計金額は集計され、「購買」の詳細画面に表示されます。 

 

Point 購買管理では「購買」「発注」「仕入」「支払」のほかに、次のオブジェクトを利用することができます。 

 見積依頼 

仕入先候補に発注前の見積依頼を行うオブジェクトです。 

「見積回答」の親オブジェクトです。 

 見積回答 

見積依頼を行った仕入先候補の見積回答を行うオブジェクトです。 

「見積依頼」の子オブジェクトで、「見積回答明細」の親オブジェクトです。 

 見積回答明細 

見積を行った仕入先候補からの品目・サービスの詳細情報を管理するオブジェクトです。 

「見積回答」の子オブジェクトです。 

 

3.1.1 購買を登録する 

 soarize のホーム画面で［購買］タブをクリックします。 

 

購買 

  発注 

（凡例） 

主従関係 
 

参照関係 

    支払 

    仕入 
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 「購買」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。 

 

 「新規購買」画面が表示されます。 

ここでは例として、「基本情報」の「件名」で「サンプル購買 A」と入力します。 

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。 
 

 「新規購買」画面（1/5）「基本情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

購買番号 - 登録時に自動採番されるため、ここには表示されません。 

件名 - 件名を入力します。 

ワーク番号 - ※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。 

有効 - 無効レコードにする場合は、チェックを外します。 

仕入予定日 - 仕入予定日を入力します。 

完了日 - 購買完了日を入力します。 
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 「新規購買」画面（2/5）「関連情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

取引先 - 「取引先」を参照し設定します。 

プロジェクト - 「プロジェクト」を参照し設定します。 

「購買」を「プロジェクト」に紐づける場合に設定します。 

 

Point 「取引先」を設定すると、「取引先」に紐づく「会計設定」の値が「発注」「仕入」の各登録画面にある「会計

情報」にデフォルトでセットされます。 

 

 「新規購買」画面（3/5）「担当情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

主担当者 - 「要員マスタ」を参照し設定します。 

担当部門 - 担当部門を入力します。 

購買担当者 - 「要員マスタ」を参照し設定します。 

購買担当部門 - 購買担当部門を入力します。 
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 「新規購買」画面（4/5）「契約情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

取引先 契約調印者 - 「取引先責任者」を参照し設定します。 

自社 契約担当者 - 「要員マスタ」を参照し設定します。 

契約分類 - 次のいずれかを選択します。 

「売買契約」「請負契約」「賃貸仮契約」「雇用契約」「委任契約」 

「保守契約」「その他」 

契約開始日 - 契約開始日を入力します。 

契約終了日 - 契約終了日を入力します。 

契約分類(その他) - 契約分類が「その他」の場合、契約分類をテキストで入力します。 

 

 「新規販売」画面（5/5）「金額情報」 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

予定金額 - 販売予定金額を入力します。 

実績金額 - 販売実績金額を入力します。 

予定金額（月単位） - 月単位の販売予定金額を入力します。 

［キャンセル］ボタン - クリックすると、入力内容がキャンセルされ画面が閉じます。 



｜ 3.購買管理 ｜ 3.1.購買 ｜ 

140 

項目名 
入力
必須 

説明 

［保存＆新規］ボタン - クリックすると、入力内容が保存され新規登録画面に切り替わります。 

［保存］ボタン - クリックすると、入力内容が保存され画面が閉じます。 

 保存が終わると、「サンプル購買 A」の詳細画面が表示されます。以上で「購買」の登録は完了です。 
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3.1.2 購買の詳細情報 

 soarize のホーム画面で［購買］タブをクリックします。 

 

 「購買」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。対象の［{購買番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル購買 A」の［{購買番号}］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル購買 A」の詳細画面が表示されます。 
 

 「購買」詳細画面のアクション 

 
 

アクション名 クリック時の動作 

［＋ フォローする］ レコードがフォロー中に切り替わります（表示が［✓ フォロー中］に変化します）。 

フォロー中は、項目変更、投稿、ToDo、コメントなどの更新がフィードに表示されます。 

［✓ フォロー中］にマウスカーソルを当てると表示が［ｘ フォロー解除］に変化し、 

これをクリックすることでレコードのフォローを解除できます。 

［編集］ レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］ 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

［コピー］ 「新規購買」画面が表示されます。 

各入力項目にはレコードのコピーがセットされます。 

［▼］クリックで表示されるアクション 

［所有者の変更］ 「所有者の変更」画面が表示されます。 
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アクション名 クリック時の動作 

［印刷用に表示］ 詳細画面の情報を印刷するための新規タブがブラウザに追加されます。 

新規タブ内の右上にある［このページを印刷］リンクをクリックすると、「印刷」ダイアログ

が表示されます。 

 

 「購買」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

購買番号 - 「購買」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「P-{yyyymm}-{10 桁の連番}」の形式です。 

件名 - 件名が表示されます。 

ワーク番号 〇 当レコードが紐づく「ワーク」がある場合にリンク表示されます。 

クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

有効 -  チェックが付いている場合、有効レコードです。 

 チェックが付いていない場合、無効レコードです。 

仕入予定日 - 仕入予定日が表示されます。 

完了日 - 購買完了日が表示されます。 

関連情報 

取引先 〇 取引先がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

プロジェクト 〇 当レコードが紐づく「プロジェクト」がある場合にリンク表示されます。 

クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

担当情報 

主担当者 〇 主担当者がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

担当部門 - 担当部門が表示されます。 

購買担当者 〇 購買担当者がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

購買担当部門 - 購買担当部門が表示されます。 

契約情報 

取引先 契約調印者 〇 取引先 契約調印者がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

自社 契約担当者 〇 自社 契約担当者がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

契約分類 - 契約分類が表示されます。 

契約開始日 - 契約開始日が表示されます。 

契約終了日 - 契約終了日が表示されます。 

契約分類(その他) - 契約分類(その他)が表示されます。 

金額情報 

予定金額 - 購買予定金額が表示されます。 

実績金額 - 購買実績金額が表示されます。 

発注合計(税抜) - 当レコードに紐づく「発注」の合計金額を集計した値が表示されます。 

予定金額（月単位） - 月単位の購買予定金額が表示されます。 

仕入合計(税抜) - 当レコードに紐づく「仕入」の合計金額を集計した値が表示されます。 

 

Point 「発注合計(税抜)」「仕入合計(税抜)」の集計対象は、次のとおりです。 

 「発注合計(税抜)」は、「発注」の「有効（appsfs__fs_IsActive__c）」にチェックが付いているレコードが

対象です。 

 「仕入合計(税抜)」は、「仕入」の「有効（appsfs__fs_IsActive__c）」にチェックが付いているレコードが

対象です。 
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 「購買」詳細画面の［関連］タブ（ボタン、リンク） 

 
 

ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

発注 

［新規］ボタン 「発注登録画面」が表示されます。 

「購買」に紐づけて「発注」を登録する場合は、クリックしてください。 

［参照］クリックする場合は、「3.2 発注」に進んでください。 

［{発注番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「発注」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細については、「2.4.2 受注の詳細情報」を参照してください。 

［▼］クリックで表示されるリンク 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

仕入 

［新規］ボタン 「仕入登録画面」が表示されます。 

「購買」に紐づけて「仕入」を登録する場合は、クリックしてください。 

［参照］クリックする場合は、「3.3 仕入」に進んでください。 

［{仕入番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「仕入」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細については、「3.3.2 仕入の詳細情報」を参照してください。 

［▼］クリックで表示されるボタン 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 
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3.2 発注 

 オブジェクト構成図 

 
 

 機能概要 

「発注」は、仕入先に発注した品目・サービス、その数量や金額などのデータを登録するオブジェクトです。 

● 上位オブジェクトの「購買」に紐づけて登録します。 

● 1 つの「発注」に複数の「仕入」を紐づけることができます。 

● 月額支払を行う予定の「発注明細」に対し、支払回数分の明細に分割して管理することができます。 

 

3.2.1 発注を登録する 

 soarize のホーム画面で［購買］タブをクリックします。 

 

  仕入 

（凡例） 

主従関係 
 

参照関係 

    発注明細 

    仕入明細 

購買 

    発注 
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 「購買」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。対象の［{購買番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル購買 A」の［{購買番号}］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル購買 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。「発注」の［新規］ボタンをクリックします。 
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 「発注登録画面」が表示されます。 

ここでは例として、「基本情報」の「件名」で「サンプル発注 A」と入力します。 

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。 
 

 「発注登録画面」（1/5）「基本情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

発注番号 - 登録時に自動採番されるため、ここには表示されません。 

件名 - 件名を入力します。 

主担当者 - 「要員マスタ」を参照し設定します。 

有効 - 無効レコードにする場合は、チェックを外します。 

※無効にすると合計金額などの集計対象から外されます。 

購買 - 紐づける「購買」の「購買番号」がリンク表示されます。 

クリックすると対象レコードの詳細画面が表示されます。 

取引先 - 「取引先」を参照し設定します。 

この取引先は、当画面の「受注引用」で対象の「受注明細」が引用できるか

どうかの条件として利用されます。 

また、「受注」の「発注自動作成」を行うと、「品目・サービスマスタ」の「仕入

先」がセットされます。 

［参照］「発注自動作成」の詳細については、 

「2.4.5 受注から発注を自動作成する」を参照してください。 

 



｜ 3.購買管理 ｜ 3.2.発注 ｜ 

148 

 「発注登録画面」（2/5）「発注情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

発注日 ○ 発注日を入力します。 

当日がデフォルトでセットされます。 
 

税率と単価の適用基準日です。 

ただし初期状態では、「発注明細」に「納品日」を設定している明細に限り、 

「納品日」が適用基準日として優先されます。 
 

カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」で適用基準日項目を 

「発注日」のみに変更することができます。 

［参照］カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

納期 - 納期（年月日）を入力します。 

備考 - 備考を入力します。 

帳票タイプ - 発注書用に登録されている帳票タイプを選択します。 

標準で用意されているサンプルは次のとおりです。 

「PDF PurchaseOrder (default)」 

納品場所 - 納品場所を入力します。 

「設定マスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

［参照］「設定マスタ」の詳細については、「ソアスク/soarize 販売管理・ 

購買管理セットアップガイド」を参照してください。 

納品方法 - 納品方法を入力します。 

直送 - 直送で納品する予定の場合にチェックを付けます。 
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 「発注登録画面」（3/5）「会計情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

税額計算方法 - 次のいずれかを選択します。 

「明細の金額 x 税率」「合計金額 x 税率」 

 紐づける「購買」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

 紐づける「購買」に「取引先」が設定されていない場合は、 

「明細の金額 x 税率」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」 

 紐づける「購買」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

 紐づける「購買」に「取引先」が設定されていない場合は、 

「四捨五入」がデフォルトでセットされます。 

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」 

 紐づける「購買」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

 紐づける「購買」に「取引先」が設定されていない場合は、 

「四捨五入」がデフォルトでセットされます。 

［金額計算］ボタン - クリックすると、「合計仕入金額」「合計税額」が算出され、「明細情報」下部

に表示されます。 

［保存］ボタン - クリックすると、入力内容が保存され画面が閉じます。 

［キャンセル］ボタン - クリックすると、入力内容がキャンセルされ画面が閉じます。 

 



｜ 3.購買管理 ｜ 3.2.発注 ｜ 

150 

 「発注登録画面」（4/5）「受注引用」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

受注 - 受注データを検索し、「発注」に引用する「受注」を選択します。 

［受注引用］ボタン - クリックすると、選択した「受注」に紐づく「受注明細」が引用され、 

「発注明細」が作成されます（すでに「発注明細」がある場合は、そのあと

に追加されます）。 

※対象の「受注明細」が引用できるかどうかには条件があります。 

 

Point 対象の「受注明細」のうち、次のすべての条件を満たしている「受注明細」のみ「発注明細」に引用され、それ

以外の「受注明細」は引用されません。 

 「受注明細」の「有効」にチェックが付いていること。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 「受注明細」に「仕入先」が設定されていること。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 上記「仕入先」と「発注」の「取引先」が一致すること。「発注」の「取引先」が設定されていない場合は、

上記「仕入先」と「発注」が紐づく「購買」の「取引先」が一致すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



｜ 3.購買管理 ｜ 3.2.発注 ｜ 

151 

 「発注登録画面」（5/5）「明細情報」 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

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

並び替え  - 「選択」にチェックを付けてリンクをクリックすると、対象行が移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 5 つ前の行に移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 1 つ前の行に移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 1 つ後の行に移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 5 つ後の行に移動します。 

※移動可能な行数が 5 つ以下のとき［ ］をクリックすると、対象行は常に

先頭行に移動します。同様の条件で［ ］をクリックすると、対象行は常

に最終行に移動します。 

［品目・サービス選択］ボタン - クリックすると、「品目・サービス検索画面」が表示されます。 

［参照］「品目・サービス検索画面」の詳細については、 

「5.1.1 品目・サービス検索画面」を参照してください。 

［構成表選択］ボタン - クリックすると、「構成表選択画面」が表示されます。 

［参照］「構成表選択画面」の詳細については、 

「5.1.2 構成表選択画面」を参照してください。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

［行追加］ボタン - クリックすると、明細の最後にブランク行が 1 行追加されます。 

最終ページが表示されていない場合は、最終ページまでページ送りされてから

追加されます。 

マスタに登録されていない品目・サービスを明細に追加する場合に使用しま

す。 

金額計算項目を表示する - チェックを付けると、次の金額計算項目が追加表示されます。 

「単価×数量の丸めモード」「金額×税率の丸めモード」「税種」「税率(%)」 

「軽減税率対象」「税率再計算対象」 

受注項目を表示する - チェックを付けると、次の受注項目が追加表示されます。 

「受注明細」「直送」「出荷先」「出荷予定日」 

※「受注引用」で「発注明細」を作成した場合に引き継がれる項目です。 

月額支払を設定する - チェックを付けると、次の月額支払設定項目が追加表示されます。 

「契約開始日」「契約終了日」「支払間隔」「回数」「初月分」「通常月分」 

「計上日」 

選択 - チェックを付けて［行削除］ボタンをクリックすると、対象行が削除されます。 

チェックを付けて「並び替え」の各リンクをクリックすると、対象行が移動します。 

並び順 - 明細の並び順を変更する場合に入力します。 

数字を入れ替えて［並び順変更］ボタンをクリックすると、明細の並び順が 

入れ替えた数字の並びに変更されます。 

品番 - 品番を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

階層 - セット品の階層が表示されます。 

品目・サービス名 - 品目・サービス名を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

発注タイプ - 次のいずれかを選択します。 

「物品」「サービス」 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

※「月額支払の設定をする」にチェックを付けると、この位置に月額支払の設定項目が追加表示されます。 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

「発注明細」を分割するために必要な項目です。 

［参照］「発注明細」の分割については、「3.2.5 発注明細を分割する」を参照してください。 

 契約開始日 - 契約開始日を入力します。 

 契約終了日 - 契約終了日を入力します。 

契約開始月～契約終了月の月数が 2 以上になるように入力します。 

 支払間隔 - 次のいずれかを選択します。 

「1 ヶ月間隔」「2 ヶ月間隔」「3 ヶ月間隔」「4 ヶ月間隔」「6 ヶ月間隔」 

「12 ヶ月間隔」 

 回数 - 支払回数が次のように算出され表示されます。 

（契約開始月～契約終了月の月数）÷「支払間隔」 

 初月分 - 初月分の支払額が次のように算出され表示されます。 

「単価」－（「通常月分」×（「回数」－1）） 
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項目名 
入力
必須 

説明 

 通常月分 - 通常月分の支払金額を入力します。 

「単価」＞「通常月分」×（「回数」－1） となるように入力します。 

 計上日 - 計上日を入力します。 

数量 - 数量を入力します。 

1 がデフォルトでセットされます。 

仕入数量 - 仕入数量が表示されます。 

「仕入」登録後に表示されるようになります。 

単位 - 取引を行う単位を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

仕入単価 - 仕入単価を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

［単価反映］ボタンが活性化している場合は、「単価マスタ」または「数量別

単価マスタ」から最適な単価をセットすることができます。 

［単価反映］ボタン - 「品目・サービスマスタ」に紐づけて「単価マスタ」が登録されている場合のみ、

ボタンが活性化します。 

クリックすると、「単価マスタ」または「数量別単価マスタ」から最適な単価が選

択され、明細の「仕入単価」に反映されます。 

※一度クリックするとボタンが非活性化しますが、「発注日」「納品日」「数量」

「仕入単価」などの関連項目を変更すると再び活性化します。 

［単価参照］ボタン - 「品目・サービスマスタ」に紐づけて「単価マスタ」が登録されている場合のみ、

ボタンが活性化します。 

クリックすると、「単価マスタ」「数量別単価マスタ」の登録内容が表示されま

す。 

※「単価マスタ」の適用期間が「発注情報」の「発注日」または「発注明細」の

「納品日」と一致するレコードが参照可能です。 

「発注日」または「納品日」のどちらが適用基準日として優先されるかについ

ては、それぞれの項目説明を参照してください。 

仕入金額 - 「仕入単価」×「数量」が表示されます。 

「仕入単価」「数量」を変更した場合、フォーカスアウト時に再計算されます。 

※小数点以下の端数が出た場合は、「単価×数量の丸めモード」に応じた値

が表示されます。 

税額 - 「仕入金額」×「税率(%)」÷100 が表示されます。 

「仕入単価」「数量」「税率(%)」を変更した場合、フォーカスアウト時に再計

算されます。 

※小数点以下の端数が出た場合は、「金額×税率の丸めモード」に応じた値

が表示されます。 

課税区分 - 次のいずれかを選択します。 

「外税」「非課税」 

「外税」がデフォルトでセットされます。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

※「金額計算項目を表示する」にチェックを付けると、この位置に金額計算項目が追加表示されます。 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 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」 

 紐づける「購買」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

 紐づける「購買」に「取引先」が設定されていない場合は、 

「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 - 

 税種 - 「税種マスタ」を参照し設定します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

 税率(%) - 税率を入力します。 

「税種マスタ」に紐づく「税率マスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

 軽減税率対象 - 軽減税率対象にする品目・サービスにチェックを付けます。 

選択した「品目・サービスマスタ」のチェックがデフォルトでセットされます。 

 税率再計算対象 - 税率再計算対象にする品目・サービスにチェックを付けます。 

※API など外部からの登録で「標準価格」「数量」等が変更された際に、 

計算結果項目（「金額」「税額」等）を再計算するかどうかを決めるトリガ

です。チェックが付いている場合は、再計算処理が行われます。 

納品希望日 - 自社が希望する納品日を入力します。 

納品回答日 - 仕入先から回答があった納品日を入力します。 

納品日 - 納品日（予定）を入力します。 

初期状態では、「発注情報」の「発注日」よりも適用基準日として優先されま

す。 

カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」で適用基準日項目を 

「発注情報」の「発注日」のみに変更することができます。 

［参照］カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

※「受注項目を表示する」にチェックを付けると、この位置に受注項目が追加表示されます。 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 受注明細 - 「受注引用」で「発注明細」を作成した場合、引用した「受注明細」の「受注

明細番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

 直送 - 「受注引用」で「発注明細」を作成した場合、引用した「受注明細」の「直

送」のチェックが表示されます。 

 出荷先 - 「受注引用」で「発注明細」を作成した場合、引用した「受注明細」の「出荷

先」が表示されます。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

 出荷予定日 - 「受注引用」で「発注明細」を作成した場合、引用した「受注明細」の「納品

予定日」が表示されます。 

備考 - 備考を入力します。 

仕入済 - 「発注」に紐づけて「仕入」を登録した場合、登録時に仕入対象になった明細

にチェックが付きます。 

<<  <前へ {ページ} 次へ>  >> - ページング制御を行います。 

 ［<<］をクリックすると、最初のページに移動します。 

 ［<前へ］をクリックすると、1 つ前のページに移動します。 

 「{ページ}」でページを指定してフォーカスアウトすると、指定ページに移動し

ます。［Enter］キーを押すと、保存が実行されるので注意してください。 

 ［次へ>］をクリックすると、1 つ次のページに移動します。 

 ［>>］をクリックすると、最後のページに移動します。 

※これらの項目は、カスタム設定「VisualforcePageSetting」で明細ページ 

ング制御を ON にしている場合に表示されます。 

［参照］カスタム設定「VisualforcePageSetting」の詳細については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

［並び順変更］ボタン - 「並び順」の数字を入れ替えて［並び順変更］ボタンをクリックすると、明細の

並び順が入れ替えた数字の並びに変更されます。 

※このボタンは、カスタム設定「VisualforcePageSetting」で明細ページング 

制御を ON にしている場合に表示されます。 

［参照］カスタム設定「VisualforcePageSetting」の詳細については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

合計仕入金額 - ［金額計算］ボタンをクリックすると、全明細の「仕入金額」の合計が算出さ

れ、「合計仕入金額」として表示されます。 

合計税額 - ［金額計算］ボタンをクリックすると、全明細の「税額」の合計が算出され、

「合計税額」として表示されます。 

［金額計算］ボタン - クリックすると、「合計仕入金額」「合計税額」が算出され、「明細情報」下部

に表示されます。 

［保存］ボタン - クリックすると、入力内容が保存され画面が閉じます。 

［キャンセル］ボタン - クリックすると、入力内容がキャンセルされ画面が閉じます。 
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 保存が終わると、「サンプル発注 A」の詳細画面が表示されます。以上で「発注」の登録は完了です。 
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3.2.2 発注書を出力する 

 「発注」を登録すると、「発注」の詳細画面が表示されます。［▼］＞［注文書出力］をクリックします。 

 

 発注書がプレビュー画面に表示されます。 

印刷する場合は画面右上の［ ］、保存する場合は［ ］をクリックしてください。 

［参照］ロゴ・印影などの設定については、「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を 

        参照してください。 

 

注意 発注書がプレビュー画面に表示されない場合は、ブラウザの設定で「PDF 文書を保存する」設定になってい 

ないか確認してください。 

「PDF 文書を保存する」設定になっていた場合は、「プレビュー画面に表示する」設定に変更してください。 

設定を変更する手順については、各ブラウザのヘルプ等を参照してください。 

 

Point 標準で用意されている発注書はサンプルです。あくまでサンプルのため、消費税改正対応用の帳票とはなって

いません。 
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3.2.3 発注の詳細情報 

 soarize のホーム画面で［購買］タブをクリックします。 

 

 「購買」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

対象の「発注」が紐づく「購買」の［{購買番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル購買 A」の［{購買番号}］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル購買 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。 
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 表示が［関連］タブに切り替わります。対象の［{発注番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル発注 A」の［{発注番号}］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル発注 A」の詳細画面が表示されます。 
 

 「発注」詳細画面のアクション 

 
 

アクション名 クリック時の動作 

［＋ フォローする］ レコードがフォロー中に切り替わります（表示が［✓ フォロー中］に変化します）。 

フォロー中は、項目変更、投稿、ToDo、コメントなどの更新がフィードに表示されます。 

［✓ フォロー中］にマウスカーソルを当てると表示が［ｘ フォロー解除］に変化し、 

これをクリックすることでレコードのフォローを解除できます。 

［編集］ レコードの編集画面が表示されます。 

［新規取引先責任者］ 「新規取引先責任者」画面が表示されます。 

［新規商談］ 「新規商談」画面が表示されます。 

［▼］クリックで表示されるアクション 

［新規ケース］ 「新規ケース」画面が表示されます。 
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アクション名 クリック時の動作 

［新規リード］ 「新規リード」画面が表示されます。 

［削除］ 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

［コピー］ 「発注登録画面」が表示されます。 

各入力項目にはレコードのコピーがセットされます。 

［印刷用に表示］ 詳細画面の情報を印刷するための新規タブがブラウザに追加されます。 

新規タブ内の右上にある［このページを印刷］リンクをクリックすると、「印刷」ダイアログ

が表示されます。 

［注文書出力］ 発注書がプレビュー画面に表示されます。 

［参照］詳細については、「3.2.2 発注書を出力する」を参照してください。 

［明細分割］ 「明細の分割」画面が表示されます。 

［参照］「発注明細」の分割については、「3.2.5 発注明細を分割する」を参照して 

ください。 

 

 「発注」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

発注番号 - 「発注」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「PO-{yyyymm}-{10 桁の連番}」の形式です。 

件名 - 件名が表示されます。 

主担当者 〇 主担当者がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

承認状況 - ※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。 

Salesforce の承認プロセス等を利用する場合に利用します。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

有効 -  チェックが付いている場合、有効レコードです。 

 チェックが付いていない場合、無効レコードです。 

購買 〇 当レコードが紐づく「購買」の「購買番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

取引先 〇 取引先がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

仕入済 - 「発注明細」のすべてのレコードが「仕入」登録済みになると、チェックが付きま

す。 

発注情報 

発注日 - 発注日が表示されます。 

納期 - 納期が表示されます。 

備考 - 備考が表示されます。 

帳票タイプ - 帳票タイプが表示されます。 

サンプルのみの場合、「PDF PurchaseOrder (default)」が表示されます。 

納品場所 - 納品場所が表示されます。 

納品方法 - 納品方法が表示されます。 

直送 - 直送で納品する予定の場合にチェックが付きます。 
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 「発注」詳細画面の［関連］タブ（ボタン、リンク） 

 
 

ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

発注明細 

［{発注明細番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「発注明細」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細については、「3.2.4 発注明細の詳細情報」を参照してください。 

［▼］クリックで表示されるリンク 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

税種別合計(発注)   ※「発注明細」の品目・サービスに「税種」が設定されている場合に自動で作成されます。 

［{税種別合計 NO}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

仕入 

［新規］ボタン 「仕入登録画面」が表示されます。 

「発注」に紐づけて「仕入」を登録する場合は、クリックしてください。 

［参照］クリックする場合は、「3.3 仕入」に進んでください。 



｜ 3.購買管理 ｜ 3.2.発注 ｜ 

163 

ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

［{仕入番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「仕入」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細については、「3.3.2 仕入の詳細情報」を参照してください。 

［{支払先名}］リンク 対象レコードの「支払先」の詳細画面が表示されます。 

［▼］クリックで表示されるリンク 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 
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3.2.4 発注明細の詳細情報 

 「発注」の［関連］タブで対象の［{発注明細番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、品目・サービス名「サンプル_マウス」の［{発注明細番号}］リンクをクリックします。 

 

 「発注明細」（サンプル_マウス）の詳細画面が表示されます。 
 

 「発注明細」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

発注明細番号 - 「発注明細」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「POD-{yyyymm}-{10 桁の連番}」の形式です。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

品目・サービスマスタ 〇 登録時に「品目・サービスマスタ」を参照し設定した場合、 

「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。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

品目・サービス名 - 品目・サービス名が表示されます。 

品番 - 品番が表示されます。 

発注タイプ - 発注タイプが表示されます。 

備考 - 備考が表示されます。 

直送 - 「受注引用」で「発注明細」を作成した場合、引用した「受注明細」の「直

送」のチェックが表示されます。 

出荷先 〇 「受注引用」で「発注明細」を作成した場合、引用した「受注明細」の「出荷

先」が表示されます。 

出荷予定日 - 「受注引用」で「発注明細」を作成した場合、引用した「受注明細」の「納品

予定日」が表示されます。 

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。 

有効 -  チェックが付いている場合、有効レコードです。 

 チェックが付いていない場合、無効レコードです。 

発注 〇 当レコードが紐づく「発注」の「発注番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

並び順 - 「発注」詳細画面の［関連］タブに表示される「発注明細」の並び順が表示

されます。 

階層 - 品目・サービスがセット品の場合、構成表の階層（1～3）が表示されます。 

数量 - 数量が表示されます。 

単位 - 単位が表示されます。 

納品希望日 - 納品希望日が表示されます。 

納品回答日 - 納品回答日が表示されます。 

納品日 - 納品日が表示されます。 

仕入済 - 当レコードが「仕入」登録済みになると、チェックが付きます。 

金額情報 

仕入単価 - 仕入単価が表示されます。 

仕入金額 - 「仕入単価」×「数量」が表示されます。 

軽減税率対象 - 軽減税率対象の場合にチェックが付きます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

課税区分 - 課税区分が表示されます。 

税率(%) - 税率(%)が表示されます。 

税額 - 「課税区分」が「外税」の場合、「仕入金額」×「税率(%)」÷100 が表示され

ます。 

税率再計算対象 - 税率再計算対象の場合にチェックが付きます。 

※API など外部からの登録で「標準価格」「数量」等が変更された際に、 

計算結果項目（「金額」「税額」等）を再計算するかどうかを決めるトリガ

です。チェックが付いている場合は再計算処理が行われ、計算結果項目が

更新されます。 

支払設定   ※明細入力時に「月額支払の設定をする」にチェックを付け、各項目を入力した場合に表示されます。 

契約開始日 - 契約開始日が表示されます。 

契約終了日 - 契約終了日が表示されます。 

計上日 - 計上日が表示されます。 

通常月分 - 通常月分の支払額が表示されます。 

初月分 - 初月分の支払額が表示されます。 

回数 - 支払回数が表示されます。 

支払間隔 - 支払間隔が表示されます。 

分割表示フラグ - 「発注明細」を分割した場合、チェックが付きます。 

［参照］「発注明細」の分割については、「3.2.5 発注明細を分割する」を

参照してください。 

分割元発注明細 ○ 「発注明細」を分割した場合、分割元発注明細の「明細番号」がリンク表示

されます。クリックすると、詳細画面が表示されます。 

［参照］「発注明細」の分割については、「3.2.5 発注明細を分割する」を

参照してください。 

関連情報 

受注明細 ○ 「受注引用」で「発注明細」を作成した場合、引用した「受注明細」の「受注

明細番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

要発注 - 「受注引用」で「発注明細」を作成した場合、引用した「受注明細」の「要発

注」のチェックが表示されます。 

 



｜ 3.購買管理 ｜ 3.2.発注 ｜ 

167 

3.2.5 発注明細を分割する 

月額支払を行う予定の「発注明細」に対し、支払回数分の明細に分割して管理することができます。 

新規登録時に「発注明細」を分割することもできますが、ここでは例として、登録済み「発注」の「発注明細」を分割する 

手順について説明します。 

 soarize のホーム画面で［購買］タブをクリックします。 

 

 「購買」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。対象の［{購買番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル購買 A」の［{購買番号}］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル購買 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。 
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 表示が［関連］タブに切り替わります。「発注」の［▼］＞［編集］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル発注 A」の［編集］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル発注 A」の編集画面が表示されます。 

「明細情報」セクションまで画面を下にスクロールし、分割する「発注明細」を表示させます。 
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 「月額支払を設定する」にチェックを付けます。 

 

 明細行の途中に月額支払の設定項目が追加表示されます。 

 

 ここでは例として、品目・サービス名「ウイルス対策サービス（一年）」に次のように入力します。 

契約開始日：2020/01/01   契約終了日：2020/12/31   支払間隔：1 ヶ月間隔 

通常月分：2,500   計上日：2020/01/31 
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 ［保存］ボタンをクリックします。 

 

 件名「サンプル発注 A」の詳細画面が表示されます。［▼］＞［明細分割］をクリックします。 

 

 「明細の分割」画面が表示されます。品目・サービス名「ウイルス対策サービス（一年）」の「選択」にチェックを

付け、［明細の分割］ボタンをクリックします。 
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 分割されたイメージが表示されます。問題がなければ［保存］ボタンをクリックします。 

以上で明細の分割は完了ですが、引き続き分割後の明細を確認します。 
 

Point  分割された各明細の「品目・サービス名」「計上日」にはデフォルト値がセットされますが、この画面で変更

できます。 

 明細分割とは、あくまで単価を分割する機能であり、金額を分割する機能ではありません。 

 

 

支払回数が 12 回のため、

12 分割されています。 

明細の計上日に月の末日を設定

しているため、各月の計上日にも

末日が設定されます。 
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 件名「サンプル発注 A」の詳細画面に戻ります。［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。発注明細の［すべて表示］リンクをクリックします。 
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 「発注明細」の一覧画面が表示されます。 

分割元の明細が無効になり、分割後の明細が追加されていることが確認できます。 

 

分割元の明細です。 

「有効」のチェックが外れています。 

分割後の明細です。支払回数分追加されています。 
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3.3 仕入 

 オブジェクト構成図 

 
 

 機能概要 

「仕入」は、仕入先から納品した品目・サービス、その数量や金額などのデータを登録するオブジェクトです。 

● 上位オブジェクトの「購買」「発注」に紐づけて登録します。 

● 1 つの「仕入」に複数の「支払」を紐づけることができます。 

 

3.3.1 仕入を登録する 

 soarize のホーム画面で［購買］タブをクリックします。 

 

  仕入 

（凡例） 

主従関係 
 

参照関係 

    発注明細 

    仕入明細 

購買 

    発注 

    支払 

    支払明細 

明細 
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 「購買」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。対象の［{購買番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル購買 A」の［{購買番号}］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル購買 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。「発注」の［{発注番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル発注 A」の［{発注番号}］リンクをクリックします。 
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Point 「購買」の［関連］タブ（手順 4）で「仕入」の［新規］ボタンをクリックした場合、「発注」の対象レコードを

選択する画面が表示されます。 

「購買」に紐づけて「仕入」を登録する場合は、対象レコードを選択せずに［次へ］ボタンをクリックします。 

「発注」に紐づけて「仕入」を登録する場合は、次のように対象レコードを選択します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対象レコードを選択して［次へ］ボタンをクリックしたあとは、手順 4 で［{発注番号}］リンクをクリックした 

場合と同じ流れになります。 

［参照］検索画面の詳細については、「5.1.5 検索画面（虫眼鏡アイコン）」を参照してください。 

 

Point  「購買」に紐づけて「仕入」を登録する場合は、「購買」の「取引先」に紐づく「会計設定」など一部のデータ

を除き引き継ぎ情報がありません。そのため、入力が必要な項目は多くなります。 

 「発注」に紐づけて「仕入」を登録する場合は、「発注」登録時に入力した値が「仕入」に引き継がれます。

引き継がれる値は「仕入」登録時にデフォルトでセットされるため、入力が必要な項目は少なくなります。 

また、「購買」と「発注」が紐づいているため、「仕入」の登録によって「購買」と「仕入」も紐づきます。 

 「仕入登録画面」の入力用セクションが表示されます。 

「基本情報」で「支払先」を入力し、「仕入情報」で「仕入日」を入力します。 

「仕入日」は当日がデフォルトでセットされるので、変更不要の場合はそのままとします。 

ここでは例として、「基本情報」で「件名」を「サンプル仕入 A」に変更し、「支払先」は「サンプル支払先 A」を選択

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。 
 

 「仕入登録画面」（1/4）「基本情報」 

 

クリックすると、検索画面が

呼び出されます。 

クリックすると、呼び出し元に

「発注番号」がセットされます。 

クリックすると、入力用セクション

が表示されます。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

仕入番号 - 登録時に自動採番されるため、ここには表示されません。 

件名 - 件名を入力します。 

主担当者 - 「要員マスタ」を参照し設定します。 

有効 - 無効レコードにする場合は、チェックを外します。 

※無効にすると合計金額などの集計対象から外されます。 

購買 - 紐づける「購買」の「購買番号」がリンク表示されます。 

クリックすると対象レコードの詳細画面が表示されます。 

支払先 ○ 「取引先」を参照し設定します。 

発注 -  「発注」に紐づける場合は、「発注番号」がリンク表示されます。 

クリックすると対象レコードの詳細画面が表示されます。 

 「発注」に紐づけない場合は表示されません。 

 

Point  「発注」に紐づける場合は、次の項目に「発注」の値が引き継がれます。 

「件名」「主担当者」 

 

 「仕入登録画面」（2/4）「仕入情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

仕入予定日 - 仕入予定日を入力します。 

入荷郵便番号 - 入荷場所の郵便番号を入力します。 

入荷住所 - 入荷場所の住所を入力します。 

備考 - 備考を入力します。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

仕入日 ○ 仕入日を入力します。 

当日がデフォルトでセットされます。 
 

税率と単価の適用基準日です。 

ただし初期状態では、「仕入明細」に「計上日」を設定している明細に限り、 

「計上日」が適用基準日として優先されます。 
 

カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」で適用基準日項目を 

「仕入日」のみに変更することができます。 

［参照］カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

仕入区分 - 次のいずれかを選択します。 

「買掛」「現金」 

仕入済 - 「仕入明細」すべての仕入が確認できた場合にチェックを付けます。 

 

 「仕入登録画面」（3/4）「会計情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

税額計算方法 - 次のいずれかを選択します。 

「明細の金額 x 税率」「合計金額 x 税率」 

 紐づける「購買」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

 紐づける「購買」に「取引先」が設定されていない場合は、 

「明細の金額 x 税率」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」 

 紐づける「購買」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

 紐づける「購買」に「取引先」が設定されていない場合は、 

「四捨五入」がデフォルトでセットされます。 

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」 

 紐づける「購買」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

 紐づける「購買」に「取引先」が設定されていない場合は、 

「四捨五入」がデフォルトでセットされます。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

［金額計算］ボタン - クリックすると、「合計仕入金額」「合計税額」が算出され、 

「明細情報」下部に表示されます。 

［保存］ボタン - クリックすると、入力内容が保存され画面が閉じます。 

［キャンセル］ボタン - クリックすると、入力内容がキャンセルされ画面が閉じます。 

 

Point  「発注」に紐づける場合は、「発注」の「会計情報」の値が引き継がれます。 

 「発注」から引き継がれる値が優先的にデフォルト値になるため、それ以外の値はセットされません。 

例えば、「税額計算方法」の項目説明に記載しているデフォルト値は引き継ぎ情報がない場合が前提で

あり、「発注」に紐づける場合は必ず「発注」から引き継ぐ値がデフォルトでセットされます。 

 

 「仕入登録画面」（4/4）「明細情報」 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

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

※後日仕入予定の明細がある場合は、一覧から削除します。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

並び替え  - 「選択」にチェックを付けてリンクをクリックすると、対象行が移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 5 つ前の行に移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 1 つ前の行に移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 1 つ後の行に移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 5 つ後の行に移動します。 

※移動可能な行数が 5 つ以下のとき［ ］をクリックすると、対象行は常に

先頭行に移動します。同様の条件で［ ］をクリックすると、対象行は常

に最終行に移動します。 

［品目・サービス選択］ボタン - クリックすると、「品目・サービス検索画面」が表示されます。 

［参照］「品目・サービス検索画面」の詳細については、 

「5.1.1 品目・サービス検索画面」を参照してください。 

［構成表選択］ボタン - クリックすると、「構成表選択画面」が表示されます。 

［参照］「構成表選択画面」の詳細については、 

「5.1.2 構成表選択画面」を参照してください。 

［行追加］ボタン - クリックすると、明細の最後にブランク行が 1 行追加されます。 

最終ページが表示されていない場合は、最終ページまでページ送りされてから

追加されます。 

マスタに登録されていない品目・サービスを明細に追加する場合に使用しま

す。 

金額計算項目を表示する - チェックを付けると、次の金額計算項目が追加表示されます。 

「単価×数量の丸めモード」「金額×税率の丸めモード」「税種」「税率(%)」 

「軽減税率対象」「税率再計算対象」 

選択 - チェックを付けて［行削除］ボタンをクリックすると、対象行が削除されます。 

チェックを付けて「並び替え」の各リンクをクリックすると、対象行が移動します。 

並び順 - 明細の並び順を変更する場合に入力します。 

数字を入れ替えて［並び順変更］ボタンをクリックすると、明細の並び順が 

入れ替えた数字の並びに変更されます。 

品番 - 品番を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

階層 - セット品の階層が表示されます。 

品目・サービス名 - 品目・サービス名を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

発注タイプ - 次のいずれかを選択します。 

「物品」「サービス」 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

計上日 - 計上日を入力します。 

支払締めで「支払」を作成する場合は必ず入力してください。 

税率と単価の適用基準日です。 

初期状態では、「仕入情報」の「仕入日」よりも適用基準日として優先されま

す。 

カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」で適用基準日項目を 

「仕入情報」の「仕入日」のみに変更することができます。 

［参照］カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

数量 - 数量を入力します。 

1 がデフォルトでセットされます。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

単位 - 取引を行う単位を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

仕入単価 - 仕入単価を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

［単価反映］ボタンが活性化している場合は、「単価マスタ」または「数量別

単価マスタ」から最適な単価をセットすることができます。 

［単価反映］ボタン - 「品目・サービスマスタ」に紐づけて「単価マスタ」が登録されている場合のみ、

ボタンが活性化します。 

クリックすると、「単価マスタ」または「数量別単価マスタ」から最適な単価が選

択され、明細の「仕入単価」に反映されます。 

※一度クリックするとボタンが非活性化しますが、「仕入日」「計上日」「数量」

「仕入単価」などの関連項目を変更すると再び活性化します。 

［単価参照］ボタン - 「品目・サービスマスタ」に紐づけて「単価マスタ」が登録されている場合のみ、

ボタンが活性化します。 

クリックすると、「単価マスタ」「数量別単価マスタ」の登録内容が表示されま

す。 

※「単価マスタ」の適用期間が「仕入情報」の「仕入日」または「仕入明細」の

「計上日」と一致するレコードが参照可能です。 

「仕入日」または「計上日」のどちらが適用基準日として優先されるかについ

ては、それぞれの項目説明を参照してください。 

仕入金額 - 「仕入単価」×「数量」が表示されます。 

「仕入単価」「数量」を変更した場合、フォーカスアウト時に再計算されます。 

※小数点以下の端数が出た場合は、「単価×数量の丸めモード」に応じた値

が表示されます。 

税額 - 「仕入金額」×「税率(%)」÷100 が表示されます。 

「仕入単価」「数量」「税率(%)」を変更した場合、フォーカスアウト時に再計

算されます。 

※小数点以下の端数が出た場合は、「金額×税率の丸めモード」に応じた値

が表示されます。 

課税区分 - 次のいずれかを選択します。 

「外税」「非課税」 

「外税」がデフォルトでセットされます。 

※「金額計算項目を表示する」にチェックを付けると、この位置に金額計算項目が追加表示されます。 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 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」 

 紐づける「購買」に「取引先」が設定されている場合は、 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

 紐づける「購買」に「取引先」が設定されていない場合は、 

「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 - 

 税種 - 「税種マスタ」を参照し設定します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

 税率(%) - 税率を入力します。 

「税種マスタ」に紐づく「税率マスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

 軽減税率対象 - 軽減税率対象にする品目・サービスにチェックを付けます。 

選択した「品目・サービスマスタ」のチェックがデフォルトでセットされます。 

 税率再計算対象 - 税率再計算対象にする品目・サービスにチェックを付けます。 

※API など外部からの登録で「標準価格」「数量」等が変更された際に、 

計算結果項目（「金額」「税額」等）を再計算するかどうかを決めるトリガ

です。チェックが付いている場合は再計算処理が行われ、計算結果項目が

更新されます。 

発注明細 - 「発注」に紐づける場合は、引用した「発注明細」の「発注明細番号」がリンク

表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

備考 - 備考を入力します。 

<<  <前へ {ページ} 次へ>  >> - ページング制御を行います。 

 ［<<］をクリックすると、最初のページに移動します。 

 ［<前へ］をクリックすると、1 つ前のページに移動します。 

 「{ページ}」でページを指定してフォーカスアウトすると、指定ページに移動し

ます。［Enter］キーを押すと、保存が実行されるので注意してください。 

 ［次へ>］をクリックすると、1 つ次のページに移動します。 

 ［>>］をクリックすると、最後のページに移動します。 

※これらの項目は、カスタム設定「VisualforcePageSetting」で明細ページ 

ング制御を ON にしている場合に表示されます。 

［参照］カスタム設定「VisualforcePageSetting」の詳細については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

［並び順変更］ボタン - 「並び順」の数字を入れ替えて［並び順変更］ボタンをクリックすると、明細の

並び順が入れ替えた数字の並びに変更されます。 

※このボタンは、カスタム設定「VisualforcePageSetting」で明細ページング 

制御を ON にしている場合に表示されます。 

［参照］カスタム設定「VisualforcePageSetting」の詳細については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

合計仕入金額 - ［金額計算］ボタンをクリックすると、全明細の「仕入金額」の合計が算出さ

れ、「合計仕入金額」として表示されます。 

合計税額 - ［金額計算］ボタンをクリックすると、全明細の「税額」の合計が算出され、

「合計税額」として表示されます。 

［金額計算］ボタン - クリックすると、「合計仕入金額」「合計税額」が算出され、 

「明細情報」下部に表示されます。 

［保存］ボタン - クリックすると、入力内容が保存され画面が閉じます。 

［キャンセル］ボタン - クリックすると、入力内容がキャンセルされ画面が閉じます。 
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Point  「発注」に紐づける場合は、次の項目に「発注」の値が引き継がれます。 

「品番」「品目・サービス名」「発注タイプ」「計上日（「発注」の「納品日」）」「数量」「単位」「仕入単価」

「課税区分」「単価×数量の丸めモード」「金額×税率の丸めモード」「税種」「税率(%)」 

「軽減税率対象」「税率再計算対象」「備考」 

 「発注」から引き継がれる値が優先的にデフォルト値になるため、それ以外の値はセットされません。 

例えば、「数量」の項目説明に記載しているデフォルト値は引き継ぎ情報がない場合が前提であり、 

「発注」に紐づける場合は必ず「発注」から引き継ぐ値がデフォルトでセットされます。 

 「発注」にない明細を「仕入」の明細に追加した場合は、引き継ぎ情報がありません。 

この場合は、項目説明に記載している値がデフォルトでセットされます。 

 支払締めで「支払」を作成する場合は、必ず「計上日」を入力してください。 

［参照］詳細については、「3.4.2 支払締日以前の仕入からまとめて支払を作成する」を参照してください。 

 保存が終わると、「サンプル仕入 A」の詳細画面が表示されます。以上で「仕入」の登録は完了です。 

 
 

Point  「発注」に紐づけて「仕入」を登録した場合、初回登録時に除外した明細を 2 回目以降の登録で選択す

ることができます。 
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3.3.2 仕入の詳細情報 

 soarize のホーム画面で［購買］タブをクリックします。 

 

 「購買」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

対象の「仕入」が紐づく「購買」の［{購買番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル購買 A」の［{購買番号}］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル購買 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。 
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 表示が［関連］タブに切り替わります。対象の［{仕入番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル仕入 A」の［{仕入番号}］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル仕入 A」の詳細画面が表示されます。 
 

 「仕入」詳細画面のアクション 

 
 

アクション名 クリック時の動作 

［＋ フォローする］ レコードがフォロー中に切り替わります（表示が［✓ フォロー中］に変化します）。 

フォロー中は、項目変更、投稿、ToDo、コメントなどの更新がフィードに表示されます。 

［✓ フォロー中］にマウスカーソルを当てると表示が［ｘ フォロー解除］に変化し、 

これをクリックすることでレコードのフォローを解除できます。 

［編集］ レコードの編集画面が表示されます。 

※仕入ロック機能が有効になっている場合、かつ［詳細］タブの「支払済」にチェックが

付いている場合、このアクションは表示されません。 

［参照］仕入ロック機能については、「3.4.6 仕入データをロックする」を参照してくださ

い。 

［新規取引先責任者］ 「新規取引先責任者」画面が表示されます。 
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アクション名 クリック時の動作 

［新規商談］ 「新規商談」画面が表示されます。 

［▼］クリックで表示されるアクション 

［新規ケース］ 「新規ケース」画面が表示されます。 

［新規リード］ 「新規リード」画面が表示されます。 

［削除］ 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

※仕入ロック機能が有効になっている場合、かつ［詳細］タブの「支払済」にチェックが

付いている場合、このアクションは表示されません。 

［参照］仕入ロック機能については、「3.4.6 仕入データをロックする」を参照してくださ

い。 

［コピー］ 「仕入登録画面」が表示されます。 

各入力項目にはレコードのコピーがセットされます。 

［レコードタイプを変更］ 次のいずれかが選択された状態で「仕入レコードタイプを変更」画面が表示されます。 

「通常」「ロック」 

※変更可能なレコードタイプが選択されています。つまり、現在のレコードタイプが通常

のときは「ロック」、ロックのときは「通常」が選択されています。 

※「仕入」のレコードタイプは、手動で変更することができません。 

レコードタイプ「ロック」で「仕入」の編集・削除を制限したい場合は、仕入ロック機能

や承認プロセスなどを利用し、自動で変更されるように設定してください。 

［参照］仕入ロック機能については、「3.4.6 仕入データをロックする」を参照してくださ

い。 

［参照］承認プロセスについては、Salesforce ヘルプを参照してください。 

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

［印刷用に表示］ 詳細画面の情報を印刷するための新規タブがブラウザに追加されます。 

新規タブ内の右上にある［このページを印刷］リンクをクリックすると、「印刷」ダイアログ

が表示されます。 

 

 「仕入」詳細画面の［詳細］タブ 

 

https://help.salesforce.com/articleView?id=approvals_getting_started.htm&type=5
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項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

仕入番号 - 「仕入」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「ID-{yyyymm}-{10 桁の連番}」の形式です。 

件名 - 件名が表示されます。 

主担当者 〇 主担当者がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

有効 -  チェックが付いている場合、有効レコードです。 

 チェックが付いていない場合、無効レコードです。 

購買 〇 当レコードが紐づく「購買」の「購買番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

支払先 〇 取引先がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

支払済 - 「仕入明細」のすべてのレコードが「支払」登録済みになると、チェックが付きま

す。 

発注情報 

発注 〇 当レコードが紐づく「発注」の「発注番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

※「発注」に紐づいていない場合は表示されません。 

仕入情報 

仕入日 - 仕入日が表示されます。 

仕入区分 - 仕入区分が表示されます。 

入荷郵便番号 - 仕入先郵便番号が表示されます。 

入荷住所 - 仕入先住所が表示されます。 

備考 - 備考が表示されます。 

仕入済 - 「発注」に紐づけて「仕入」を登録した場合、「発注明細」のすべてのレコード

が「仕入明細」として登録済みになると、チェックが付きます。 

直送 - 「発注」登録時、「直送」にしていた場合にチェックが付きます。 

※「仕入」登録時に変更することはできません。 
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 「仕入」詳細画面の［関連］タブ（ボタン、リンク） 

 
 

ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

仕入明細 

［{仕入明細番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「仕入明細」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細については、「3.3.3 仕入明細の詳細情報」を参照してください。 

［▼］クリックで表示されるリンク 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

支払 

［新規］ボタン 「支払登録画面」が表示されます。 

「仕入」に紐づけて「支払」を登録する場合は、クリックしてください。 

［参照］クリックする場合は、「3.4 支払」に進んでください。 

［{支払番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「支払」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細については、「3.4.4 支払の詳細情報」を参照してください。 

［{取引先名}］リンク 対象レコードの「取引先」の詳細画面が表示されます。 
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ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

［▼］クリックで表示されるリンク 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

税種別合計(仕入)   ※「仕入明細」の品目・サービスに「税種」が設定されている場合に自動で作成されます。 

［{税種別合計 NO}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 
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3.3.3 仕入明細の詳細情報 

 「仕入」の［関連］タブで対象の［{仕入明細番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、品目・サービス名「PC セット品用梱包材」の［{仕入明細番号}］リンクをクリックします。 

 

 「仕入明細」（PC セット品用梱包材）の詳細画面が表示されます。 
 

 「仕入明細」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

仕入明細番号 - 「仕入明細」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「IDD-{yyyymm}-{10 桁の連番}」の形式です。 

品目・サービスマスタ 〇 登録時に「品目・サービスマスタ」を参照し設定した場合、 

「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。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

品目・サービス名 - 品目・サービス名が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

品番 - 品番が表示されます。 

備考 - 備考が表示されます。 

支払済 - 当レコードが「支払」登録済みになると、チェックが付きます。 

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。 

仕入 〇 当レコードが紐づく「仕入」の「仕入番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

並び順 - 「仕入」詳細画面の［関連］タブに表示される「仕入明細」の並び順が表示

されます。 

階層 - 品目・サービスがセット品の場合、構成表の階層（1～3）が表示されます。 

数量 - 数量が表示されます。 

単位 - 単位が表示されます。 

計上日 - 計上日が表示されます。 

金額情報 

仕入金額 - 「仕入単価」×「数量」が表示されます。 

仕入単価 - 仕入単価が表示されます。 

軽減税率対象 - 軽減税率対象の場合にチェックが付きます。 

課税区分 - 課税区分が表示されます。 

税率(%) - 税率(%)が表示されます。 

税額 - 「課税区分」が「外税」の場合、「仕入金額」×「税率(%)」÷100 が表示され

ます。 

税率再計算対象 - 税率再計算対象の場合にチェックが付きます。 

※API など外部からの登録で「標準価格」「数量」等が変更された際に、 

計算結果項目（「金額」「税額」等）を再計算するかどうかを決めるトリガ

です。チェックが付いている場合は再計算処理が行われ、計算結果項目が

更新されます。 

発注情報 

発注明細 〇 当レコードが紐づく「発注明細」の「発注明細番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

※「発注」に紐づいていない場合は表示されません。 

発注タイプ - 発注タイプが表示されます。 

科目情報   ※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。 
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3.4 支払 

 オブジェクト構成図 

 
 

 機能概要 

「支払」は、支払締日、支払期日、支払方法、どの仕入に対して支払を行ったかなどのデータを登録するオブジェクトです。 

● 「支払」を単独で登録するか、または上位オブジェクトの「仕入」に紐づけて登録します。 

● 「仕入」に紐づけて「支払」を登録する場合、登録時に引き継ぎ情報がデフォルト値として表示されます。 

● 「支払」登録後に、お支い通知書が出力できます。 

 

3.4.1 支払を登録する 

 soarize のホーム画面で［購買］タブをクリックします。 

 

  仕入 

（凡例） 

主従関係 
 

参照関係 

    仕入明細 

購買 

    発注 

    支払 

    支払明細 

明細 
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 「購買」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。対象の［{購買番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル購買 A」の［{購買番号}］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル購買 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。「仕入」の［{仕入番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル仕入 A」の［{仕入番号}］リンクをクリックします。 
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Point 「支払」の「最近参照したデータ」画面で［新規］ボタンをクリックした場合、「取引先」（支払先）と「仕入」

の対象レコードを選択する画面が表示されます。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

「支払」を単独で登録する場合は、「取引先」のみを選択し、［次へ］ボタンをクリックします。 

「仕入」に紐づけて「支払」を登録する場合は、次のように「取引先」と対象レコードを選択します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対象レコードを選択して［次へ］ボタンをクリックしたあとは、手順 4 で［{仕入番号}］リンクをクリックした 

場合と同じ流れになります。 

［参照］検索画面の詳細については、「5.1.5 検索画面（虫眼鏡アイコン）」を参照してください。 

 

Point  単独で「支払」を登録する場合は、「取引先」に紐づく「会計設定」など一部のデータを除き引き継ぎ情報

がありません。そのため、入力が必要な項目は多くなります。 

 「仕入」に紐づけて「支払」を登録する場合は、「仕入」登録時に入力した値が「支払」に引き継がれます。

引き継がれる値は「支払」登録時にデフォルトでセットされるため、入力が必要な項目は少なくなります。 

また、「購買」と「仕入」は紐づいていますが、「支払」の登録によって「購買」と「支払」が直接紐づくことはあ

りません。 

 上記 Point の「支払登録画面」で「仕入番号」を選択した場合に限り、「取引先」はダミーの必須項目に 

なります。そのため、検索画面でどの「取引先名」を選択しても問題ありません。 

「仕入」に紐づけて「支払」を登録する場合、「支払」の「取引先」には必ず「仕入」で選択した「支払先」が

引き継がれます。「支払」登録時に変更することはできません。 

クリックすると、検索画面が

呼び出されます。 

クリックすると、入力用セクション

が表示されます。 

クリックすると、呼び出し元に

「取引先名」がセットされます。 

クリックすると、呼び出し元に

「仕入番号」がセットされます。 
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 「支払登録画面」の入力用セクションが表示されます。 

ここでは例として、「基本情報」の「件名」を「サンプル支払 A」に変更します。 

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。 
 

 「支払登録画面」（1/6）「基本情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

支払番号 - 登録時に自動採番されるため、ここには表示されません。 

件名 - 件名を入力します。 

主担当者 - 「要員マスタ」を参照し設定します。 

取引先 - 「取引先」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

支払先責任者 - 「取引先責任者」を参照し設定します。 

 

Point  「仕入」に紐づける場合は、次の項目に「仕入」の値が引き継がれます。 

「件名」「主担当者」「取引先」 
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 「支払登録画面」（2/6）「支払情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

支払通知書発行日 - お支払い通知書の発行日を入力します。 

支払締日 - 支払締日を入力します。 

過去から現在までの直近の締日がデフォルトでセットされます。 

［参照］支払締日の算出方法については、 

「3.4.7 支払締日の算出方法」を参照してください。 
 

税率と単価の適用基準日です。 

ただし初期状態では、「計上日」を設定している「支払明細」に限り、 

「計上日」が適用基準日として優先されます。 
 

カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」で適用基準日項目を 

「支払締日」のみに変更することができます。 

［参照］カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

支払期日 - 支払期日を入力します。 

直近の支払期日がデフォルトでセットされます。 

※「取引先」に紐づく「会計設定」の「支払先：支払月」と「支払先：支払

日」を基に算出された日付です。 

支払方法 - 支払方法を入力します。 

「設定マスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

［参照］「設定マスタ」の詳細については、「ソアスク/soarize 販売管理・ 

購買管理セットアップガイド」を参照してください。 

備考 - 備考を入力します。 

支払日 - 支払日を入力します。 

当日がデフォルトでセットされます。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

帳票タイプ - お支払い通知書用に登録されている帳票タイプを選択します。 

標準で用意されているサンプルは次のとおりです。 

「PDF Payment (default)」 

支払先：締日 - 「取引先」に紐づく「会計設定」の「支払先：締日」が表示されます。 

支払先：支払月 - 「取引先」に紐づく「会計設定」の「支払先：支払月」が表示されます。 

支払先：支払日 - 「取引先」に紐づく「会計設定」の「支払先：支払日」が表示されます。 

支払先口座 - 支払先口座に関する情報を入力します。 

 

 「支払登録画面」（3/6）「会計情報」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

税額計算方法 - 次のいずれかを選択します。 

「明細の金額 x 税率」「合計金額 x 税率」 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値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」 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

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」 

「取引先」に紐づく「会計設定」の値がデフォルトでセットされます。 

［金額計算］ボタン - クリックすると、「合計仕入金額」「合計税額」が算出され、「明細情報」下部

に表示されます。 

［保存］ボタン - クリックすると、入力内容が保存され画面が閉じます。 

［キャンセル］ボタン - クリックすると、入力内容がキャンセルされ画面が閉じます。 

 

Point  「仕入」に紐づける場合は、「仕入」の「会計情報」の値が引き継がれます。 

 「仕入」から引き継がれる値が優先的にデフォルト値になるため、それ以外の値はセットされません。 

例えば、「税額計算方法」の項目説明に記載しているデフォルト値は引き継ぎ情報がない場合が前提で

あり、「仕入」に紐づける場合は必ず「仕入」から引き継ぐ値がデフォルトでセットされます。 
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 「支払登録画面」（4/6）「前回支払」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

選択 - 前回支払に設定する「支払」のレコードを 1 つ選択しチェックを付けます。 

※分割仕入時、前回支払をした情報と紐づけを行うために選択します。 

今回支払の「支払締日」よりも過去の支払データを対象に最大 25 件まで

表示されます。 

※前回支払は、一度設定するとクリアできません。 

 

 「支払登録画面」（5/6）「対象仕入明細」 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

選択 - すべての明細にデフォルトでチェックが付いています。 

今回「支払明細」を作成しない「仕入明細」からチェックを外します。 

 

Point  ［保存］ボタンをクリックすると、チェックの付いた「仕入明細」を引用して「支払明細」が作成されます。 

 「仕入明細」を引用しない場合は、次の「明細情報」で［品目・サービス選択］や［構成表選択］など

のボタンを使って「支払明細」を作成（追加）してください。 

 「仕入明細」を引用して「支払明細」を作成すると同時に、ボタンを使って作成した「支払明細」を追加す

ることもできます。 
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 「支払登録画面」（6/6）「明細情報」 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

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

※後日仕入予定の明細がある場合は、一覧から削除します。 

並び替え  - 「選択」にチェックを付けてリンクをクリックすると、対象行が移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 5 つ前の行に移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 1 つ前の行に移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 1 つ後の行に移動します。 

 ［ ］をクリックすると、対象行は 5 つ後の行に移動します。 

※移動可能な行数が 5 つ以下のとき［ ］をクリックすると、対象行は常に

先頭行に移動します。同様の条件で［ ］をクリックすると、対象行は常

に最終行に移動します。 

［品目・サービス選択］ボタン - クリックすると、「品目・サービス検索画面」が表示されます。 

［参照］「品目・サービス検索画面」の詳細については、 

「5.1.1 品目・サービス検索画面」を参照してください。 

［構成表選択］ボタン - クリックすると、「構成表選択画面」が表示されます。 

［参照］「構成表選択画面」の詳細については、 

「5.1.2 構成表選択画面」を参照してください。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

［行追加］ボタン - クリックすると、明細の最後にブランク行が 1 行追加されます。 

最終ページが表示されていない場合は、最終ページまでページ送りされてから

追加されます。 

マスタに登録されていない品目・サービスを明細に追加する場合に使用しま

す。 

金額計算項目を表示する - チェックを付けると、次の金額計算項目が追加表示されます。 

「単価×数量の丸めモード」「金額×税率の丸めモード」「税種」「税率(%)」 

「軽減税率対象」「税率再計算対象」 

選択 - チェックを付けて［行削除］ボタンをクリックすると、対象行が削除されます。 

チェックを付けて「並び替え」の各リンクをクリックすると、対象行が移動します。 

並び順 - 明細の並び順を変更する場合に入力します。 

数字を入れ替えて［並び順変更］ボタンをクリックすると、明細の並び順が 

入れ替えた数字の並びに変更されます。 

仕入明細 - 「支払」登録時には表示されません。 

「支払」登録後、対象レコードの編集画面を開くと「仕入明細番号」がリンク

表示されます。 

※「仕入明細」を引用した「支払明細」にのみ表示されます。 

品番 - 品番を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

※「仕入明細」を引用した場合は、登録後、編集画面で変更できません。 

階層 - セット品の階層が表示されます。 

品目・サービス名 - 品目・サービス名を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

※「仕入明細」を引用した場合は、登録後、編集画面で変更できません。 

計上日 - 計上日を入力します。 

税率と単価の適用基準日です。 

初期状態では、「支払情報」の「支払締日」よりも適用基準日として優先さ

れます。 

カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」で適用基準日項目を 

「支払情報」の「支払締日」のみに変更することができます。 

［参照］カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

※「仕入明細」を引用した場合は、登録後、編集画面で変更できません。 

発注タイプ - 次のいずれかを選択します。 

「物品」「サービス」 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

※「仕入明細」を引用した場合は、登録後、編集画面で変更できません。 

数量 - 数量を入力します。 

1 がデフォルトでセットされます。 

※「仕入明細」を引用した場合は、登録後、編集画面で変更できません。 

単位 - 取引を行う単位を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

※「仕入明細」を引用した場合は、登録後、編集画面で変更できません。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

仕入単価 - 仕入単価を入力します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

［単価反映］ボタンが活性化している場合は、「単価マスタ」または「数量別

単価マスタ」から最適な単価をセットすることができます。 

※「仕入明細」を引用した場合は、登録後、編集画面で変更できません。 

［単価反映］ボタン - 「品目・サービスマスタ」に紐づけて「単価マスタ」が登録されている場合のみ、

ボタンが活性化します。 

クリックすると、「単価マスタ」または「数量別単価マスタ」から最適な単価が選

択され、明細の「仕入単価」に反映されます。 

※一度クリックするとボタンが非活性化しますが、「支払締日」「計上日」 

「数量」「仕入単価」などの関連項目を変更すると再び活性化します。 

［単価参照］ボタン - 「品目・サービスマスタ」に紐づけて「単価マスタ」が登録されている場合のみ、

ボタンが活性化します。 

クリックすると、「単価マスタ」「数量別単価マスタ」の登録内容が表示されま

す。 

※「単価マスタ」の適用期間が「支払情報」の「支払締日」または 

「支払明細」の「計上日」と一致するレコードが参照可能です。 

「支払締日」または「計上日」のどちらが適用基準日として優先されるかにつ

いては、それぞれの項目説明を参照してください。 

仕入金額 - 「仕入単価」×「数量」が表示されます。 

「仕入単価」「数量」を変更した場合、フォーカスアウト時に再計算されます。 

※小数点以下の端数が出た場合は、「単価×数量の丸めモード」に応じた値

が表示されます。 

税額 - 「仕入金額」×「税率(%)」÷100 が表示されます。 

「仕入単価」「数量」「税率(%)」を変更した場合、フォーカスアウト時に再計

算されます。 

※小数点以下の端数が出た場合は、「金額×税率の丸めモード」に応じた値

が表示されます。 

課税区分 - 次のいずれかを選択します。 

「外税」「非課税」 

「外税」がデフォルトでセットされます。 

※「仕入明細」を引用した場合は、登録後、編集画面で変更できません。 

※「金額計算項目を表示する」にチェックを付けると、この位置に金額計算項目が追加表示されます。 

※「仕入明細」を引用した明細は、登録後、編集画面では全項目が非活性となり変更できません。 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 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」 

「取引先」に紐づく「会計情報」の値がデフォルトでセットされます。  金額×税率の丸めモード - 

 税種 - 「税種マスタ」を参照し設定します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の値がデフォルトでセットされます。 

 税率(%) - 税率を入力します。 

「税種マスタ」に紐づく「税率マスタ」の値がデフォルトでセットされます。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

 軽減税率対象 - 軽減税率対象にする品目・サービスにチェックを付けます。 

選択した「品目・サービスマスタ」のチェックがデフォルトでセットされます。 

 税率再計算対象 - 税率再計算対象にする品目・サービスにチェックを付けます。 

※API など外部からの登録で「標準価格」「数量」等が変更された際に、 

計算結果項目（「金額」「税額」等）を再計算するかどうかを決めるトリガ

です。チェックが付いている場合は再計算処理が行われ、計算結果項目が

更新されます。 

備考 - 備考を入力します。 

※「仕入明細」を引用した場合は、登録後、編集画面で変更できません。 

<<  <前へ {ページ} 次へ>  >> - ページング制御を行います。 

 ［<<］をクリックすると、最初のページに移動します。 

 ［<前へ］をクリックすると、1 つ前のページに移動します。 

 「{ページ}」でページを指定してフォーカスアウトすると、指定ページに移動し

ます。［Enter］キーを押すと、保存が実行されるので注意してください。 

 ［次へ>］をクリックすると、1 つ次のページに移動します。 

 ［>>］をクリックすると、最後のページに移動します。 

※これらの項目は、カスタム設定「VisualforcePageSetting」で明細ページ 

ング制御を ON にしている場合に表示されます。 

［参照］カスタム設定「VisualforcePageSetting」の詳細については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

［並び順変更］ボタン - 「並び順」の数字を入れ替えて［並び順変更］ボタンをクリックすると、明細の

並び順が入れ替えた数字の並びに変更されます。 

※このボタンは、カスタム設定「VisualforcePageSetting」で明細ページング 

制御を ON にしている場合に表示されます。 

［参照］カスタム設定「VisualforcePageSetting」の詳細については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照

してください。 

合計金額 - ［金額計算］ボタンをクリックすると、全明細の「金額」の合計が算出され、

「合計金額」として表示されます。 

合計税額 - ［金額計算］ボタンをクリックすると、全明細の「税額」の合計が算出され、

「合計税額」として表示されます。 

［金額計算］ボタン - クリックすると、「合計金額」「合計税額」が算出され、「明細情報」下部に 

表示されます。 

［保存］ボタン - クリックすると、入力内容が保存され画面が閉じます。 

［キャンセル］ボタン - クリックすると、入力内容がキャンセルされ画面が閉じます。 
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Point  「仕入」に紐づける場合は、次の項目に「仕入」の値が引き継がれます。 

「品番」「品目・サービス名」「計上日」「発注タイプ」「数量」「仕入単位」「課税区分」 

「単価×数量の丸めモード」「金額×税率の丸めモード」「税種」「税率(%)」「軽減税率対象」 

「税率再計算対象」「備考」 

 「仕入」から引き継がれる値が優先的にデフォルト値になるため、それ以外の値はセットされません。 

例えば、「数量」の項目説明に記載しているデフォルト値は引き継ぎ情報がない場合が前提であり、 

「仕入」に紐づける場合は必ず「仕入」から引き継ぐ値がデフォルトでセットされます。 

 「仕入」を引用して登録した「支払明細」の場合、編集画面で内容を変更することはできません。 

 「仕入」にない明細を「支払」の明細に追加した場合は、引き継ぎ情報がありません。 

この場合は、項目説明に記載している値がデフォルトでセットされます。 

 保存が終わると、「サンプル支払 A」の詳細画面が表示されます。以上で「支払」の登録は完了です。 
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3.4.2 支払締日以前の仕入からまとめて支払を作成する 

支払締日以前の仕入データから、まとめて「支払」「支払明細」を作成します。 

「支払登録画面」で、「支払締日」 ≧ 「計上日」となる「仕入明細」が作成対象になります。 

 

次の手順で「支払」「支払明細」を作成します。 

 「3.4.1 支払を登録する」の手順 1～4 で対象の仕入データを「支払登録画面」に表示します。 

ここでは例として、「取引先」の「支払締日」が 2020/01/20 になっているレコードを選択しています。 

 

 「対象仕入明細」のセクションが表示されるまで画面を下にスクロールします。 

 

 この例では 2020/01/20 ≧ 「計上日」となる「仕入明細」のみ作成対象なので、それ以外はチェックを外します。 

画面を下にスクロールし、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

Point  支払締日以前の支払データから、まとめて「支払」「支払明細」を作成する場合は、「仕入」登録時に必

ず「計上日」を入力してください。 

［参照］「計上日」については、「3.3.1 仕入を登録する」の「明細情報」を参照してください。 

 同様の手順で「取引先」ごとの「支払」「支払明細」を作成します。 

チェックを外す 

作成対象 
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3.4.3 お支払い通知書を出力する 

 「支払」を登録すると、「支払」の詳細画面が表示されます。［▼］＞［支払通知書出力］をクリックします。 

 

 お支払い通知書がプレビュー画面に表示されます。 

印刷する場合は画面右上の［ ］、保存する場合は［ ］をクリックしてください。 

［参照］ロゴ・印影などの設定については、「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を 

        参照してください。 

 

注意 お支払い通知書がプレビュー画面に表示されない場合は、ブラウザの設定で「PDF 文書を保存する」設定に 

なっていないか確認してください。 

「PDF 文書を保存する」設定になっていた場合は、「プレビュー画面に表示する」設定に変更してください。 

設定を変更する手順については、各ブラウザのヘルプ等を参照してください。 

 

Point 標準で用意されているお支払い通知書はサンプルです。あくまでサンプルのため、消費税改正対応用の帳票

とはなっていません。 
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3.4.4 支払の詳細情報 

 soarize のホーム画面で［支払］タブをクリックします。 

 

 「支払」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。対象の［{支払番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、件名「サンプル支払 A」の［{支払番号}］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル支払 A」の詳細画面が表示されます。 
 

 「支払」詳細画面のアクション 

 
 

アクション名 クリック時の動作 

［＋ フォローする］ レコードがフォロー中に切り替わります（表示が［✓ フォロー中］に変化します）。 

フォロー中は、項目変更、投稿、ToDo、コメントなどの更新がフィードに表示されます。 

［✓ フォロー中］にマウスカーソルを当てると表示が［ｘ フォロー解除］に変化し、 

これをクリックすることでレコードのフォローを解除できます。 

［編集］ レコードの編集画面が表示されます。 
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アクション名 クリック時の動作 

［新規取引先責任者］ 「新規取引先責任者」画面が表示されます。 

［新規商談］ 「新規商談」画面が表示されます。 

［▼］クリックで表示されるアクション 

［新規ケース］ 「新規ケース」画面が表示されます。 

［新規リード］ 「新規リード」画面が表示されます。 

［削除］ 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

［コピー］ 「支払登録画面」が表示されます。 

各入力項目にはレコードのコピーがセットされます。 

［印刷用に表示］ 詳細画面の情報を印刷するための新規タブがブラウザに追加されます。 

新規タブ内の右上にある［このページを印刷］リンクをクリックすると、「印刷」ダイアログ

が表示されます。 

［支払通知書出力］ お支払い通知書がプレビュー画面に表示されます。 

［参照］詳細については、「3.4.3 お支払い通知書を出力する」を参照してください。 

 

 「支払」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

支払番号 - 「支払」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「Y-{yyyymm}-{10 桁の連番}」の形式です。 

件名 - 件名が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

主担当者 〇 主担当者がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

帳票タイプ - 帳票タイプが表示されます。 

サンプルのみの場合、「PDF Payment (default)」が表示されます。 

部門 - ※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。 

取引先 〇 「取引先」の名称がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

支払先責任者 〇 支払先責任者がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

仕入 〇 紐づく「仕入」の「仕入番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

※「仕入」に紐づいていない場合は表示されません。 

支払情報 

前回支払 〇 前回支払レコードの「支払番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

支払通知書発行日 - お支払い通知書の発行日が表示されます。 

支払締日 - 支払締日が表示されます。 

支払期日 - 支払期日が表示されます。 

支払方法 - 支払方法が表示されます。 

備考 - 備考が表示されます。 

支払日 - 支払日が表示されます。 

支払先口座 - 支払先口座に関する情報が表示されます。 
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 「支払」詳細画面の［関連］タブ（ボタン、リンク） 

 
 

ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

支払明細 

［{支払明細番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「支払明細」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細については、「3.4.5 支払明細の詳細情報」を参照してください。 

［▼］クリックで表示されるリンク 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

税種別合計(支払)   ※「支払明細」の品目・サービスに「税種」が設定されている場合に自動で作成されます。 

［{税種別合計 NO}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

支払   ※当レコードを「前回支払」に設定しているレコードがある場合、そのレコードが表示されます。 

［{支払番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

［{取引先名}］リンク 対象レコードの「取引先」の詳細画面が表示されます。 
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ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

［▼］クリックで表示されるリンク 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

 



｜ 3.購買管理 ｜ 3.4.支払 ｜ 

211 

3.4.5 支払明細の詳細情報 

 「支払」の［関連］タブで対象の［{支払明細番号}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、品目・サービス名「サンプル_液晶モニタ」の［{支払明細番号}］リンクをクリックします。 

 

 「支払明細」（サンプル_液晶モニタ）の詳細画面が表示されます。 
 

 「支払明細」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

支払明細番号 - 「支払明細」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「PD-{yyyymm}-{10 桁の連番}」の形式です。 

品目・サービスマスタ 〇 登録時に「品目・サービスマスタ」を参照し設定した場合、 

「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。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

品目・サービス名 - 品目・サービス名が表示されます。 

品番 - 品番が表示されます。 

発注タイプ - 発注タイプが表示されます。 

備考 - 備考が表示されます。 

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。 

支払 〇 当レコードが紐づく「支払」の「支払番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

並び順 - 「支払」詳細画面の［関連］タブに表示される「支払明細」の並び順が表示

されます。 

階層 - 品目・サービスがセット品の場合、構成表の階層（1～3）が表示されます。 

数量 - 数量が表示されます。 

単位 - 単位が表示されます。 

計上日 - 計上日が表示されます。 

金額情報 

仕入単価 - 仕入単価が表示されます。 

仕入金額 - 「仕入単価」×「数量」が表示されます。 

軽減税率対象 - 軽減税率対象の場合にチェックが付きます。 

課税区分 - 課税区分が表示されます。 

税率(%) - 税率(%)が表示されます。 

税額 - 「課税区分」が「外税」の場合、「仕入金額」×「税率(%)」÷100 が表示され

ます。 

税率再計算対象 - 税率再計算対象の場合にチェックが付きます。 

※API など外部からの登録で「標準価格」「数量」等が変更された際に、 

計算結果項目（「金額」「税額」等）を再計算するかどうかを決めるトリガ

です。チェックが付いている場合は、再計算処理が行われます。 

関連情報 

仕入明細 〇 当レコードが紐づく「仕入明細」の「仕入明細番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、詳細画面が表示されます。 

※「仕入」に紐づいていない場合は表示されません。 
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3.4.6 仕入データをロックする 

支払済の「仕入」「仕入明細」に対して、各詳細画面で編集・削除ができないようにする仕入ロック機能があります。 
 

Point ロック時に、詳細画面の［編集］ボタンと［削除］ボタンが非表示になる簡易的なロック機能です。 

 

次のソアスク/soarize 標準のワークフロールールを有効化すると、この機能を利用することができます。 

● 「Lock Receipt」（仕入のロック） 

● 「Lock Receipt Detail」（仕入明細のロック） 

 

次の手順でワークフロールールを有効化します。 

 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［プロセスの自動化］＞［ワークフロールール］をクリックします。 
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 「ワークフロールール」画面が表示されます。［次へ］ボタンをクリックします。 

 

 「すべてのワークフロールール」画面が表示されます。 

ルール名「Lock Receipt」「Lock Receipt Detail」の左にある［有効化］リンクをクリックします。 
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 リンク表示が［無効化］に変わり、「有効」にチェックが付きます。以上でワークフロールールの有効化は完了です。 
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3.4.7 支払締日の算出方法 

「支払締日」は、「取引先」の「会計設定」と「支払」の登録日を基に自動で算出されます。 

算出された「支払締日」は、「支払登録画面」の「支払情報」セクションにデフォルトでセットされます。 

［参照］「支払登録画面」の詳細については、「3.4.1 支払を登録する」を参照してください。 

 

ここでは例を使って、支払締日の算出方法について説明します。 

 「取引先」の「会計設定」が次のように設定されているとします。 

「支払先：締日」は「20 日」で、当月が 2020 年 1 月とします。 

 

 「支払」を当月の 19 日（2020/01/19）に登録します。 

この場合、まだ当月の締日（20 日）が来ていないため、「支払締日」には前月の締日である 2019/12/20 が 

デフォルトでセットされます。 

 

 「支払」を当月の 25 日（2020/01/25）に登録します。 

この場合、すでに当月の締日（20 日）を過ぎているため、「支払締日」には当月の締日である 2020/01/20 が

デフォルトでセットされます。締日当日（2020/01/20）に登録する場合も同じ結果になります。 
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  プロジェクト管理 
プロジェクト管理について説明します。 

 

 
 

4.1 プロジェクト 

 オブジェクト構成図 

 
 

 機能概要 

「プロジェクト」は、「プロジェクト」に紐づくオブジェクトを関連付けることができ、管理機能の中の大分類として使用します。 

● 1 つの「プロジェクト」に複数の「販売」「購買」オブジェクトを紐づけることができます。 

● 「販売」と「購買」を直接紐づけることはできませんが、「プロジェクト」を介して紐づけることができます。 

● 「プロジェクト」どうしを紐づけて、親子関係にすることができます。 

● 1 つの親プロジェクトに複数の子プロジェクトを紐づけることができます。 

 

親プロジェクト 

  販売 

    購買 

    販売 

    購買 

（凡例） 
主従関係 

 

参照関係 

    子プロジェクト 
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4.1.1 プロジェクトを登録する 

ここでは例として、親プロジェクト 1 件に子プロジェクト 1 件を紐づけて登録します。 

どちらもレコードタイプは「社外プロジェクト」とします。 
 

Point 「プロジェクト」のレコードタイプは名目上用意されていますが、どちらを選んでも、その後の処理に影響はありま

せん。 

 soarize のホーム画面で［プロジェクト］タブをクリックします。 

 

 「プロジェクト」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。 

 

 レコードタイプを選択する画面が表示されます。 

「社外プロジェクト」がデフォルトでセットされています。［次へ］ボタンをクリックします。 
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 「新規プロジェクト：社外プロジェクト」画面が表示されます。「基本情報」の「プロジェクト名」を入力します。 

ここでは例として、「サンプル親プロジェクト」と入力します。必要に応じて他の項目も入力します。 

 
 

Point 「プロジェクト」に標準で用意されている項目は、主に役務管理機能で利用する項目です。 

役務管理機能を使用しない場合は、自由にカスタマイズして利用してください。 
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 必要に応じて「担当情報」「金額情報」を入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 「サンプル親プロジェクト」が登録され、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。 

子プロジェクトを作成するため、「プロジェクト」の［新規］ボタンをクリックします。 
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 社外プロジェクトか社内プロジェクトか、レコードタイプを選択する画面が表示されます。 

「社外プロジェクト」がデフォルトでセットされています。［次へ］ボタンをクリックします。 

 

 「新規プロジェクト：社外プロジェクト」画面が表示されます。 

「基本情報」の「プロジェクト名」を入力します。ここでは例として、「サンプル子プロジェクト」と入力します。 

必要に応じて他の項目も入力します。 

 

 必要に応じて「担当情報」「金額情報」を入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

※手順 5 と同じ画面です。 

 「サンプル親プロジェクト」詳細画面の「関連」タブが表示されます。「プロジェクト」の登録は完了です。 

 
 

Point 「社外プロジェクト」「社内プロジェクト」は、どちらのレコードタイプを選んでも入力項目は同じです。 

親プロジェクトの［関連］タブに 

子プロジェクトが表示されます。 
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4.1.2 プロジェクトの詳細情報 

 soarize のホーム画面で［プロジェクト］タブをクリックします。 

 

 「プロジェクト」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

ここでは例として、プロジェクト名［サンプル親プロジェクト］リンクをクリックします。 

 

 「サンプル親プロジェクト」の詳細画面が表示されます。 
 

 「プロジェクト」詳細画面のアクション 

 
 

アクション名 クリック時の動作 

［＋ フォローする］ レコードがフォロー中に切り替わります（表示が［✓ フォロー中］に変化します）。 

フォロー中は、項目変更、投稿、ToDo、コメントなどの更新がフィードに表示されます。 

［✓ フォロー中］にマウスカーソルを当てると表示が［ｘ フォロー解除］に変化し、 

これをクリックすることでレコードのフォローを解除できます。 

［編集］ レコードの編集画面が表示されます。 

［新規取引先責任者］ 「新規取引先責任者」画面が表示されます。 

［新規商談］ 「新規商談」画面が表示されます。 
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アクション名 クリック時の動作 

［▼］クリックで表示されるアクション 

［新規ケース］ 「新規ケース」画面が表示されます。 

［新規リード］ 「新規リード」画面が表示されます。 

［削除］ 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

［コピー］ 「新規プロジェクト：社外プロジェクト」画面が表示されます。 

各入力項目にはレコードのコピーがセットされます。 

※コピー元プロジェクトのレコードタイプが「社内プロジェクト」の場合、画面のタイトルは

「新規プロジェクト：社内プロジェクト」になります。 

［レコードタイプを変更］ 「プロジェクト レコードタイプを変更」画面が表示されます。 

「社内プロジェクト」が選択された状態で表示されます。 

［次へ］ボタンをクリックすると、レコードタイプが「社内プロジェクト」に変更された状態

の「サンプル親プロジェクトを編集」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

この画面で［保存］ボタンをクリックすると、「サンプル親プロジェクト」のレコードタイプが

「社内プロジェクト」に変更されます。 

※元のレコードタイプが「社内プロジェクト」の場合は、「社外プロジェクト」に変更する流

れとなります。 

［印刷用に表示］ 詳細画面の情報を印刷するための新規タブがブラウザに追加されます。 

新規タブ内の右上にある［このページを印刷］リンクをクリックすると、「印刷」ダイアログ

が表示されます。 

 

 「プロジェクト」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

プロジェクト番号 - 「プロジェクト」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「PRJ-{yyyymm}-{10 桁の連番}」の形式です。 

※以降は「プロジェクト」登録時に入力・選択した値が表示されます。 
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 「プロジェクト」詳細画面の［関連］タブ（ボタン、リンク） 

 
 

ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

プロジェクト 

［新規］ボタン 「新規プロジェクト」画面が表示されます。 

この「プロジェクト」に紐づけて子プロジェクトを登録する場合は、クリックしてください。 

［参照］詳細については、「4.1.1 プロジェクトを登録する」を参照してください。 

［{プロジェクト名}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

この「プロジェクト」に登録済みの子プロジェクトがある場合に表示されます。 

［▼］クリックで表示されるリンク 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

販売 

［新規］ボタン 「新規販売」画面が表示されます。 

「プロジェクト」に紐づけて「販売」を登録する場合は、クリックしてください。 

［参照］クリックする場合は、「2.1 販売」に進んでください。 

［{販売番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「販売」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細については、「2.1.2 販売の詳細情報」を参照してください。 

［▼］クリックで表示されるリンク 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 
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ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 

購買 

［新規］ボタン 「新規購買」画面が表示されます。 

「プロジェクト」に紐づけて「購買」を登録する場合は、クリックしてください。 

［参照］クリックする場合は、「3.1 購買」に進んでください。 

［{購買番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「購買」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細については、「3.1.2 購買の詳細情報」を参照してください。 

［▼］クリックで表示されるリンク 

［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。 
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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 子画面について 

販売管理・購買管理の画面にある特定のボタンや虫眼鏡アイコン（ ）をクリックすると、子画面が表示されます。 

子画面を使ってマスタや過去データなどを検索し、抽出した値を明細に追加する、または項目にセットすることができます。 

ここでは、代表的な子画面の操作手順について説明します。 

 

5.1.1 品目・サービス検索画面 

ソアスク/soarize の各登録画面の「明細情報」にある［品目・サービス選択］ボタンをクリックすると表示される子画面です。 

明細追加時、「品目・サービスマスタ」から品目・サービスを引用する場合に利用します。 

 ここでは例として、「見積登録画面」で［品目・サービス選択］ボタンをクリックします。 

 

 「品目・サービス検索画面」が表示されます。検索条件を入力し、［検索］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、検索条件の「品目・サービス」に「サンプル」と入力し、［検索］ボタンをクリックします。 
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 品目・サービス名に「サンプル」が含まれる品目・サービスがすべて検索結果に表示されます。 

 
 

Point  検索条件の「品番」「品目・サービス」で検索した場合、入力した文字列で部分一致検索が行われます。 

 検索条件の「種別」で検索した場合、選択した「品目」「サービス」のいずれかで検索が行われます。 

 「品目・サービスマスタ」にカスタム項目を追加し項目セットを利用すると、そのカスタム項目を検索条件に

追加することができます（検索条件の項目セット：ProductSearchConditionFieldSet）。 

［参照］項目セットを利用してカスタム項目を追加する手順については、 

「ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド」を参照してください。 

 明細に追加する品目・サービスにチェックを付け［明細へ追加］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、「サンプル_キーボード」「サンプル_マウス」にチェックを付け［明細へ追加］ボタンをクリックします。 

 

 「見積登録画面」に戻り、明細に「サンプル_キーボード」「サンプル_マウス」が追加されます。 
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5.1.2 構成表選択画面 

ソアスク/soarize の各登録画面の「明細情報」にある［構成表選択］ボタンをクリックすると表示される子画面です。 

明細追加時、「品目・サービスマスタ」からセット品の品目・サービスをまとめて引用する場合に利用します。 

 ここでは例として、「見積登録画面」で［構成表選択］ボタンをクリックします。 

 

 「構成表選択画面」が表示されます。 

ここでは例として、「サンプル_PC セット」を選択し［構成表参照］ボタンをクリックします。 

 
 

Point 多数のセット品がマスタに登録されている場合は、事前に検索条件で対象を絞り込みます。 

［参照］検索方法については、「5.1.1 品目・サービス検索画面」を参照してください。 
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 選択した品目・サービスの構成表に表示が切り替わります。 

すべての階層を明細に反映する場合は、このまま［明細へ追加］ボタンをクリックしてください。 

 
 

Point  
 

 
 

 明細に追加する階層を制限する場合は、「品目・サービス反映階層」で次のいずれかを選択します。 

・ 「第 1、第 2 階層」：第 1、第 2 階層は明細に追加され、第 3 階層は追加されません。 

・ 「第 2、第 3 階層」：第 2、第 3 階層は明細に追加され、第 1 階層は追加されません。 

・ 「最下位の階層のみ」：最下位の階層のみ明細に追加され、残りの階層は追加されません。 
 

 明細に反映する金額を制限する場合は、「金額反映階層」で次のいずれかを選択します。 

・ 「第 1 階層のみ」：第 1 階層のみ金額が明細に反映され、残りの階層は反映されません。 

・ 「最下位の階層のみ」：最下位の階層のみ金額が明細に反映され、残りの階層は反映されません。 
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Point  
 

 
 
 

 1 つの構成表（「階層」オブジェクト）に複数の構成表種別が存在する場合、画面の「構成表種別」で 

表示対象を切り替えることができます。 

 「表示対象」が「無効を含む」の場合、上位階層との紐づけが無効な下位階層も表示され、明細に追加

される対象になります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ※有効か無効かは「階層」のことであり、「品目・サービスマスタ」のことではありません。 

 有効な下位階層のみ表示し明細に追加したい場合は、「表示対象」で「有効のみ」を選択してください。 

 すべての階層の「数量」を一括で同じ値にしたい場合は、「第 1 階層の数量」に入力してください。 

 「構成表種別」と「表示対象」は、ユーザ単位にデフォルト値を設定することができます。 

まず対象ユーザのプロファイルにページレイアウト「AppsFS User Layout」を割り当てます。 

すると、ページレイアウトを割り当てたユーザの編集画面に「構成表種別」と「表示対象」が表示されるよう

になるため、そこでデフォルト値を設定します（次ページの Point に詳しい手順の記載があります）。 

※あくまでユーザ単位のデフォルト値なので、新規ユーザが利用する都度、設定する必要があります。 

 「見積登録画面」に戻り、明細に構成表の品目・サービスが追加されます。 

 

 

［明細へ追加］ボタンをクリックすると、 

この品目・サービスも明細に追加されます。 
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Point 構成表の「構成表種別」と「表示対象」のデフォルト値を設定する手順を説明します。 

ここでは例として、ユーザ「設定担当 A」がログインし、自分用のデフォルト値を設定します。 

①「設定ホーム」画面を表示し、［オブジェクトマネージャ］タブをクリックします。 

②オブジェクトの一覧から「ユーザ」を検索し、［ユーザ］リンクをクリックします。 

③サイドバーで［ユーザ ページレイアウト］をクリックし、［ページレイアウトの割り当て］をクリックします。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

④「レイアウトの割り当て」画面で［割り当ての編集］ボタンをクリックします。 

⑤「ページレイアウトの割り当てを編集」画面で「設定ユーザ」※の行を探し、選択（クリック）します。 

※「設定ユーザ」は、ユーザ「設定担当 A」のプロファイルです。 
 
 

 
 
 

⑥ページ先頭の「使用するページレイアウト」で「AppsFS User Layout」を選択し、［保存］ボタンをクリック 

します。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

これでデフォルト値を設定する準備が整いました。 

⑦再度「設定ホーム」画面を表示し、サイドバーの「管理」で［ユーザ］＞［ユーザ］をクリックします。 

⑧「すべてのユーザ」画面で「設定担当 A」左の［編集］リンクをクリックします。 
 

 
 

⑨「追加情報」セクションが表示されるまで、画面を下にスクロールします。 

⑩ここでは例として、「構成表種別デフォルト値」で「製造」を選択し、「構成表表示対象デフォルト値 有効 

のみ」にチェックを付け、［保存］ボタンをクリックします。デフォルト値の設定は完了です。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

構成表のヘッダ部は、デフォルトで次のように表示されるようになります。 
 
 
 

 
 
 
 

※デフォルト値の構成表種別（ここでは「製造」）が構成表内に存在しない場合は、デフォルト値として表示

されません。この場合は、構成表内に存在する構成表種別の先頭がデフォルト値となります（デフォルト値

を設定していないときと同じです）。 



｜ 5.補足 ｜ 5.1.子画面について ｜ 

232 

5.1.3 見積検索画面 

「見積登録画面」の「明細情報」にある［見積検索］ボタンをクリックすると表示される子画面です。 

明細追加時、他の「見積」から明細をコピーする場合に利用します。 

 「見積登録画面」で［見積検索］ボタンをクリックします。 

 

 「見積検索画面」が表示されます。検索条件を入力し、［検索］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、検索条件の「件名」に「見積 B」と入力し、［検索］ボタンをクリックします。 

 

 件名に「見積 B」が含まれるレコードがすべて検索結果に表示されます。 

 
 

Point  検索条件の「件名」「見積番号」で検索した場合、入力した文字列で部分一致検索が行われます。 

 明細が存在しないレコードは検索対象外です。 
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 明細に追加する「見積」を 1 つ選択し、［明細へ追加］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、「サンプル見積 B-1」を 1 回目に選択し［明細へ追加］ボタンをクリックします。 

 

 「見積登録画面」に戻り、明細に「サンプル見積 B-1」からコピーされた明細が追加されます。 

 
 

Point 一度に選択できる「見積」は 1 件のみです。 

複数の「見積」から明細をコピーしたい場合は、「見積検索画面」を繰り返し利用する必要があります。 

 手順 1～3 を繰り返したあと、「サンプル見積 B-2」を 2 回目に選択し［明細へ追加］ボタンをクリックします。 

 

 「見積登録画面」に戻り、明細に「サンプル見積 B-2」からコピーされた明細が追加されます。 
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5.1.4 受注検索画面 

「受注登録画面」の「明細情報」にある［受注検索］ボタンをクリックすると表示される子画面です。 

明細追加時、他の「受注」から明細をコピーする場合に利用します。 

 「受注登録画面」で［受注検索］ボタンをクリックします。 

 

 「受注検索画面」が表示されます。検索条件を入力し、［検索］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、検索条件の「件名」に「受注 B」と入力し、［検索］ボタンをクリックします。 

 

 件名に「受注 B」が含まれるレコードがすべて検索結果に表示されます。 

 
 

Point  検索条件の「件名」「受注番号」で検索した場合、入力した文字列で部分一致検索が行われます。 

 明細が存在しないレコードは検索対象外です。 
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 明細に追加する「受注」を 1 つ選択し、［明細へ追加］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、「サンプル受注 B-1」を 1 回目に選択し［明細へ追加］ボタンをクリックします。 

 

 「受注登録画面」に戻り、明細に「サンプル受注 B-1」からコピーされた明細が追加されます。 

 
 

Point 一度に選択できる「受注」は 1 件のみです。 

複数の「受注」から明細をコピーしたい場合は、「受注検索画面」を繰り返し利用する必要があります。 

 手順 1～3 を繰り返したあと、「サンプル受注 B-2」を 2 回目に選択し［明細へ追加］ボタンをクリックします。 

 

 「受注登録画面」に戻り、明細に「サンプル受注 B-2」からコピーされた明細が追加されます。 
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5.1.5 検索画面（虫眼鏡アイコン） 

ソアスク/soarize の各画面にある虫眼鏡アイコン（ ）をクリックすると表示される子画面です。 

項目入力時、オブジェクトに登録された名称を引用し紐づけを行う場合に利用します。 

 ここでは例として、「請求登録画面」で「請求先」の虫眼鏡アイコンをクリックします。 

 

 「取引先」オブジェクトの「検索」画面が表示されます。検索条件を入力し、［Go!］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、検索条件に「*得意」と入力し、［Go!］ボタンをクリックします。 

 
 

Point  検索条件に入力した文字列で前方一致検索が行われます。 

 ワイルドカード「*」が使用できます。「*」の挿入箇所には、すべての文字列が許容されます。 

例えば、検索条件に「サンプル*A」と入力し検索すると、次のような検索結果が表示されます。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 部分一致検索を行いたい場合は、文字列の先頭に「*」を付けます。 
 

 検索対象が「見積」や「受注」などのレコードの場合、はじめからすべてのレコードが表示されます。 

「○○番号」に含まれる年月（yyyymm）などを基に、対象レコードを絞り込みます。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

検索対象がマスタ系の場合、

検索前は最近参照したデータ

のみ表示されます。 

先頭の項目が検索対象です。 
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 「得意」を含むすべての取引先名が検索結果に表示されます。「{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。 

 

 「請求登録画面」に戻り、「請求先」に「サンプル得意先 A」がセットされます。 

 
 

Point 「検索」画面に［新規］ボタンがある場合、クリックすると、対象の新規登録画面に表示が切り替わります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ここで新規登録をしてから改めて対象を選択し、元の画面にセットすることもできます。 

 

 

このリンクをクリックすると、 

検索前の状態に戻ります。 
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