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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で、サブスクリプション契約の業務を管理するための操作マニュアルです。 

 

本書をご利用いただくことで、サブスクリプション契約の見積・受注・納品・契約管理データの作成や、請求締めによる請求

データの作成、契約管理データを基にした契約更新などの手順が理解できることを目的としています。 

 

ソアスクのインストールや各種設定については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 

ソアスク/soarize の販売管理・購買管理機能については、以下のドキュメントを参照してください。 

● ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド 

● ソアスク/soarize 販売管理・購買管理ユーザガイド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
ここではソアスクの概要や操作上の注意事項・制限事項について説明します。 

 

 

 

1.1 概要 

ソアスクは、サブスクリプションビジネスに対応したクラウド販売管理システムです。 

「見積」「受注」「請求」などの販売管理を中心に、プロジェクトに紐づけた業務を行えます。また、契約期間に応じた毎月の

売上計上や前受金の管理など、サブスクリプションに特化した販売プロセスに対応しています。 
 

◼ ソアスクにおけるサブスクリプション管理 

● 月額制などのサブスクリプションモデルの商品を扱えます。 

● 請求タイミングと売上計上タイミングを別々に設定できます。 

例：1年契約の場合、お客様への請求は利用開始時とし、売上計上は毎月とする。 

● 契約管理台帳を管理できます。 

● 従量課金制の契約に対応しています。 
 

◼ Salesforce との連携 

Sales Cloud の「商談」に紐づけて、サブスクリプションの「見積」「請求」を管理できます。 
 

◼ 提供アプリケーション 

ソアスク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 soasc SalesCloud Subscription 「商談」または「販売」から入力を開始し

ます。 

Sales Cloud 以外を契約、 

またはソアスク単体で契約 

soasc Subscription 「販売」から入力を開始します。 
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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、以下のとおりです。 

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 はソアスクのサポート対象外です。 
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  新規契約 
新規契約を作成します。「商談または販売の登録」から、「見積条件および見積の登録」「見積データの 

確認」「受注確定」について説明します。 

 

 

2章における処理の流れは、以下のとおりです。 
 

 
 

2章で使用する主なオブジェクトと構成は、以下のとおりです。 
 

◼ オブジェクト構成図 1（Sales Cloud を導入済みで「商談」を利用している場合） 

 
 

◼ オブジェクト構成図 2（Sales Cloud を導入していない場合、または導入済みで「商談」を利用していない場合） 

 
 

※受注確定によって新規に作成されるオブジェクトは、構成図に含まれていません。 

［参照］受注確定によって作成されるオブジェクトについては、「3 見積を登録し受注確定をする」を参照してください。 

2.1 商談または販売の登録 

2.2 見積条件および見積の登録 

2.4受注確定 

※受注確定前に必要に応じて、見積データを確認します。 

2.3 見積データの確認 

（凡例） 

主従関係 
 

参照関係 

商談※1 

  見積条件 

販売※2 

見積 

※2 「見積条件」「見積」登録時に、 

自動で作成されます。 

※1 起点となるオブジェクトです。 

（凡例） 

主従関係 
 

参照関係 

見積条件 

販売※1 

見積 

※1 起点となるオブジェクトです。 
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2.1 商談または販売の登録 

新規契約は、「商談」または「販売」の登録から開始します。 
 

※「商談」の登録から開始する手順については、Sales Cloudを導入し「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。 
 

※「商談」を登録する場合は、あらかじめ「商談」のページレイアウトを変更しておく必要があります。 

［参照］「商談」のページレイアウトを変更する手順については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 

2.1.1 商談を登録する 

「商談」の登録から開始する手順について説明します。 

［参照］「販売」の登録から開始する場合は、「2.1.2 販売を登録する」を参照してください。 

 「商談」の「最近参照したデータ」画面で［新規］をクリックします。 

 

 「新規商談」画面が表示されます。「商談情報」で「商談名」を入力し、「取引先名」を設定します。 

「完了予定日」を入力し、「フェーズ」を選択します。必要に応じて他の項目も入力します。 

ここでは例として、次のように設定します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

商談名 ○ 商談名を入力します。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

商談 所有者 - 当レコードの所有者（Salesforce ユーザ名）が表示されます。 

種別 - 次のいずれかを選択します。 

「Existing Customer - Upgrade」「Existing Customer - Replacement」 

「Existing Customer - Downgrade」「New Customer」 

非公開 - ※Salesforce側で用意されている項目です。ソアスクでは使用しません。 

取引先名 

※便宜上、「取引先」代表と記載

している箇所があります。 

- 「取引先」を参照し設定します。 

※必須項目ではありませんが、値が引き継がれる「見積条件登録画面」で 

必須項目となるため、先に選択しておくことをお勧めします。 

エンドユーザ - エンドユーザが「取引先」代表と異なる場合、「取引先」を参照し設定します。 

［参照］詳細は、「9.3 取引先・請求先・エンドユーザについて」を参照して

ください。 

請求先 - 請求先が「取引先」代表と異なる場合、「取引先」を参照し設定します。 

※ブランクで保存した場合は、「取引先」代表を基に自動で設定されます。 

［参照］詳細は、「9.3 取引先・請求先・エンドユーザについて」を参照して

ください。 

フェーズ ○ 次のいずれかを選択します。 

「Prospecting」「Qualification」「Needs Analysis」「Value Proposition」 

「Id. Decision Makers」「Perception Analysis」「Proposal/Price Quote」 

「Negotiation/Review」「Closed Won」「Closed Lost」 

主キャンペーンソース - 「キャンペーン」を参照し設定します。 

Next Step - ※Salesforce側で用意されている項目です。ソアスクでは使用しません。 

リードソース - 次のいずれかを選択します。 

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

確度(%) - 「フェーズ」を選択すると、「フェーズ」に設定された確度(%)が自動でセットされ

ます（変更可能です）。 

完了予定日 ○ 完了予定日を入力します。 

金額 - ※Salesforce側で用意されている項目です。ソアスクでは使用しません。 

 「契約情報」で「契約区分」に「新規契約」を選択し、「契約期間 開始日」「契約期間 終了日」を入力します。 

ここでは例として、「部門」「主担当者」も選択し、次のように設定します。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

契約管理 - 「契約管理」を参照し設定します。 

※新規契約の場合は、対象となる「契約管理」レコードが存在しないため、

選択できません。 

契約区分 ○ 次のいずれかを選択します。 

「新規契約」「契約変更」「契約更新」「契約解約」 

※ここでは「新規契約」を選択します。 

契約期間 開始日 - 契約期間の開始日を入力します。 

※必須項目ではありませんが、値が引き継がれる「見積条件登録画面」で 

必須項目となるため、先に入力しておきます。 

契約期間 終了日 - 契約期間の終了日を入力します。 

※必須項目ではありませんが、値が引き継がれる「見積条件登録画面」で 

必須項目となるため、先に入力しておきます。 

部門 - 「部門マスタ」を参照し設定します。 

※「見積条件登録画面」の［見積］タブにある同項目に引き継がれ、デフォ

ルト値として表示されます。 

［参照］「見積条件登録画面」の［見積］タブについては、 

「2.2.2 見積を登録する」を参照してください。 

主担当者 - 「要員マスタ」を参照し設定します。 

※「見積条件登録画面」の［見積］タブにある同項目に引き継がれ、デフォ

ルト値として表示されます。 

［参照］「見積条件登録画面」の［見積］タブについては、 

「2.2.2 見積を登録する」を参照してください。 

 必要に応じて「分析情報」を設定します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

想定月額 - 想定月額を入力します。 

※有効な「見積」登録時に、「見積明細」の月額費用で上書きされます。 

現在月額 - 現在月額を入力します。 

※「商談」に「契約管理」を設定し保存されたタイミングで、その契約から生じ

るMRR（月次経常収益）を基に自動で設定されます。 

獲得/解約月額 - 「想定月額」－「現在月額」の値が自動で設定されます。 

※当項目は、「商談」の新規登録時には表示されません。 

新規登録後、「商談」の詳細画面や編集画面などに表示されます。 

初期費用 - 初期費用を入力します。 

※有効な「見積」登録時に、「見積明細」の初期費用で上書きされます。 

この初期費用とは、「売上サイクル」が「初期費用」または「初期費用按分」

となっている「見積明細」の合計金額です。 

 

※各項目の値は、「見積」の登録や受注確定などの後処理を行った際に自動で再設定されます。 

 

※当セクションの項目には、「商談」登録時

から「見積」を作成するまでの概算金額を

入力します。 
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Point 「分析情報」がどのように再設定されるのかについて説明します。 
 

①ここでは例として、「分析情報」を次のように設定し、「商談」を登録します。 

 

②「見積」の「明細情報」で品目・サービスを設定し登録すると、「分析情報」が次のように再設定されます。 

 

［参照］見積の登録については、「2.2.2 見積を登録する」を参照してください 
 

③「商談」または「見積条件」の詳細画面で受注確定をします。 

［参照］新規契約時の受注確定については、「2.4 受注確定」を参照してください。 

［参照］契約変更時の受注確定については、「5.3 受注確定」を参照してください。 
 

④受注確定完了後、「分析情報」が次のように再設定されます。 

 

 

※ソアスクにおけるMRR分析は、サブスクリプション分析機能によって実施することができます。 

［参照］サブスクリプション分析機能については、「ソアスク セットアップガイド」の補足を参照してください。 

 必要に応じて「ソアスク金額情報」を設定します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

soarize連動 - 「商談」の各「フェーズ」の合計金額を表示させる場合にチェックを付けます。 

対象となる合計金額は、次のとおりです。 

「見積合計(税抜)」「受注合計(税抜)」「納品合計(税抜)」 

※「現在月額」に受注確定前

の「獲得/解約月額」が設定

され、「獲得/解約月額」に 

「0.00」が設定されます。 

※「想定月額」「初期費用」は 

上書きされ、新たに「獲得/ 

解約月額」が設定されます。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

見積合計(税抜) - 「商談」を基に見積データを登録した場合は、「商談」に紐づく「見積」のうち、

「有効」にチェックが付いているレコードの合計金額が表示されます。 
 

※当項目を有効にする場合は、「soarize連動」にチェックを付けてください。 

［参照］「見積」の金額項目については、「2.3.2 見積の詳細情報」および

「2.3.3 見積明細の詳細情報」を参照してください。 

受注合計(税抜) - 「商談」を基に登録した見積データに対して受注確定をした場合は、「商談」

に紐づく「受注」のうち、「有効」にチェックが付いているレコードの合計金額が

表示されます。 
 

※当項目を有効にする場合は、「soarize連動」にチェックを付けてください。 

［参照］「受注」の金額項目については、「3.1.3 受注の詳細情報」および

「3.1.4 受注明細の詳細情報」を参照してください。 

納品合計(税抜) - 「商談」を基に登録した見積データに対して受注確定をした場合は、「商談」

に紐づく「納品」のうち、「有効」にチェックが付いているレコードの合計金額が

表示されます。 
 

※当項目を有効にする場合は、「soarize連動」にチェックを付けてください。 

［参照］「納品」の金額については、「3.2.3 納品の詳細情報」および

「3.2.4 納品明細の詳細情報」を参照してください。 

 

注意 「soarize連動」にチェックを付けた場合、かつ「見積条件登録画面」で「ステータス」を選択可能ないずれかの

値に設定して見積データを保存した場合は、「商談」の「フェーズ」が次のとおり切り替わります。 

 「ステータス」が「見積作成済」「見積提出済」の場合、「Proposal/Price Quote」に切り替わります。 

 「ステータス」が「受注済」の場合、「Closed Won」に切り替わります。 

［参照］「ステータス」については、「2.2.1 見積条件を登録する」を参照してください。 
 

上記のように「ステータス」を設定した場合、かつ「設定マスタ」（設定情報）の「商談連携設定用」セクション

にある「商談フェーズ（見積条件登録）」等にフェーズが設定済みであった場合は、フェーズの自動切り替え

における競合が発生します。結果として、「ステータス」の変更によるフェーズの設定が常に優先されます。 
 

そのため、「設定マスタ」（設定情報）によるフェーズの設定を優先したい場合は、「見積条件登録画面」で

「ステータス」に値を設定しないことをお勧めします。 

［参照］「設定マスタ」（設定情報）については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 「その他の情報」は設定不要です。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

自動作成 - 契約自動更新によって作成された「商談」の場合にチェックが付きます。 

［参照］契約自動更新については、「6.2.1 契約自動更新を行う」を参照

してください。 

予約作成 - 契約予約更新によって作成された「商談」の場合にチェックが付きます。 

［参照］契約予約更新については、「6.2.2 次契約予約を設定し契約予

約更新を行う」を参照してください。 
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 必要に応じて「詳細情報」を設定します。［保存］ボタンをクリックします。 

「商談」の登録は完了です。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

説明 - 説明を入力します。 

 

※「商談」登録後、登録した「商談」の詳細画面が表示されます。 

新規契約では、引き続き「2.2 見積条件および見積の登録」に移動し、手順を進めてください。 

契約変更から参照している場合は、「5.2 見積条件および見積の登録」に移動し、手順を進めてください。 
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2.1.2 販売を登録する 

「販売」の登録から開始する手順について説明します。 

［参照］「商談」の登録から開始する場合は、「2.1.1 商談を登録する」を参照してください。 

 「販売」の「最近参照したデータ」画面で［新規］をクリックします。 

 

※「soasc SalesCloud Subscription」の場合は、アプリケーションランチャーで「販売」を検索してください。 

 「新規販売」画面が表示されます。「基本情報」で「件名」を入力します。 

必要に応じて他の項目も入力します。ここでは例として、次のように設定します。 

 

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。 

有効 - 無効レコードとする場合にチェックを外します。 

件名 - 件名を入力します。 

売上予定日 - 売上予定日を入力します。 

サポート - ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 

完了日 - 販売完了日を入力します。 
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 「関連情報」で「取引先」を選択します。必要に応じて他の項目も入力します。 

ここでは例として、「部門」も選択し、次のように設定します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

取引先 

※便宜上、「取引先」代表と記載

している箇所があります。 

- 「取引先」を参照し設定します。 

※必須項目ではありませんが、値が引き継がれる「見積条件登録画面」で 

必須項目となるため、先に選択しておくことをお勧めします。 

プロジェクト - ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 

施設 - 「施設マスタ」を参照し設定します。 

エンドユーザー - エンドユーザが「取引先」代表と異なる場合、「取引先」を参照し設定します。 

［参照］詳細は、「9.3 取引先・請求先・エンドユーザについて」を参照してく

ださい。 

部門  「部門マスタ」を参照し設定します。 

※「見積条件登録画面」の［見積］タブにある同項目に引き継がれ、デフォ

ルト値として表示されます。 

［参照］「見積条件登録画面」の［見積］タブについては、 

「2.2.2 見積を登録する」を参照してください。 

請求先 - 請求先が「取引先」代表と異なる場合、「取引先」を参照し設定します。 

※ブランクで保存した場合は、「取引先」代表を基に自動で設定されます。 

［参照］詳細は、「9.3 取引先・請求先・エンドユーザについて」を参照してく

ださい。 

 必要に応じて「担当情報」を設定します。 

ここでは例として、「主担当者」を選択し、次のように設定します。 
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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。 

※「見積条件登録画面」の［見積］タブにある同項目に引き継がれ、デフォ

ルト値として表示されます。 

［参照］「見積条件登録画面」の［見積］タブについては、 

「2.2.2 見積を登録する」を参照してください。 

営業担当者 - 「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。 

営業担当部門 - 営業担当部門を入力します。 

 「契約情報」で「契約区分」に「新規契約」を選択し、「契約期間 開始日」「契約期間 終了日」を入力します。 

必要に応じて他の項目も入力します。ここでは例として、次のように設定します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

契約管理 - 「契約管理」を参照し設定します。 

※新規契約の場合は、対象となる「契約管理」レコードが存在しないため、

選択できません。 

契約区分 ○ 次のいずれかを選択します。 

「新規契約」「契約変更」「契約更新」「契約解約」 

契約期間 開始日 - 契約期間の開始日を入力します。 

※必須項目ではありませんが、値が引き継がれる「見積条件登録画面」で 

必須項目となるため、先に入力しておきます。 

契約期間 終了日 - 契約期間の終了日を入力します。 

※必須項目ではありませんが、値が引き継がれる「見積条件登録画面」で必

須項目となるため、先に入力しておきます。 

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。 



｜ 2.新規契約 ｜ 2.1.商談または販売の登録 ｜ 

20 

項目名 
入力
必須 

説明 

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。 

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」以外の場合は非活性化し、選択できません。 

派遣抵触日 - 派遣抵触日を入力します。 

 必要に応じて「金額情報」を設定します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

予定金額 - 予定金額を入力します。 

予定金額（月単位） - 月単位の予定金額を入力します。 

実績金額 - 実績金額を入力します。 

粗利合計 - 粗利合計を入力します。 

 必要に応じて「分析情報」を設定します。 

 

※当セクションの項目には、「商談」登録時から「見積」を作成するまでの概算金額を入力します。 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

想定月額 - 想定月額を入力します。 

※有効な「見積」登録時に、「見積明細」の月額費用で上書きされます。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

現在月額 - 現在月額を入力します。 

※「販売」に「契約管理」を設定し保存されたタイミングで、その契約から生じ

るMRR（月額）が自動で設定されます。 

獲得/解約月額 - 「想定月額」－「現在月額」の値が自動で設定されます。 

※当項目は、「販売」の新規登録時には表示されません。 

新規登録後、「販売」の詳細画面や編集画面などに表示されます。 

初期費用 - 初期費用を入力します。 

※有効な「見積」登録時に、「見積明細」の初期費用で上書きされます。 

この初期費用とは、「売上サイクル」が「初期費用」または「初期費用按分」と

なっている「見積明細」の合計金額です。 

 

※各項目の値は、「見積」の登録や受注確定などの後処理を行った際に自動で再設定されます。 

［参照］「分析情報」がどのように再設定されるのかについては、「2.1.1 商談を登録する」の Point を参照してく

ださい。 
 

※ソアスクにおけるMRR分析は、サブスクリプション分析機能によって実施することができます。 

［参照］サブスクリプション分析機能については、「ソアスク セットアップガイド」の補足を参照してください。 

 「その他の情報」は設定不要です。［保存］ボタンをクリックします。 

「販売」の登録は完了です。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

自動作成 - 契約自動更新によって作成された「販売」の場合にチェックが付きます。 

［参照］契約自動更新については、「6.2.1 契約自動更新を行う」を参照

してください。 

予約作成 - 契約予約更新によって作成された「販売」の場合にチェックが付きます。 

［参照］契約予約更新については、「6.2.2 次契約予約を設定し契約予

約更新を行う」を参照してください。 

 

※「販売」登録後、登録した「販売」の詳細画面が表示されます。 

新規契約では、引き続き「2.2 見積条件および見積の登録」に移動し、手順を進めてください。 

契約変更から参照している場合は、「5.2 見積条件および見積の登録」に移動し、手順を進めてください。 
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2.2 見積条件および見積の登録 

「2.1 商談または販売の登録」で登録した「商談」または「販売」に紐づけて、「見積条件」および「見積」を登録します。 
 

Point 登録済みの見積データ（受注確定前）がある場合は、見積データのコピー機能を利用することができます。 

同様の見積データを複数登録する必要がある場合は、当機能を利用することをお勧めします。 

［参照］詳細は、「2.2.3 見積データをコピーして登録する」を参照してください。 

 

※ここで使用する「見積条件登録画面」は、Visualforceページです。カスタム設定「VisualforcePageSetting」によって、

Visualforce ページの数量と金額に小数点桁を使用しないように設定しています。 

［参照］カスタム設定については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 

2.2.1 見積条件を登録する 

「見積条件」を登録します。 

● 「2.1 商談または販売の登録」で「商談」を登録した場合は、手順 1 から開始してください。 

● 「2.1 商談または販売の登録」で「販売」を登録した場合は、手順 1 をスキップし、手順 2 から開始してください。 

 登録した「商談」の詳細画面で、「見積条件」の［見積条件作成］ボタンをクリックします。 

 
 

Point 関連リストにある「見積・受注・納品」に関するセクションは、デフォルトでは表示されません。 

上記のセクションを表示させるためには、関連リストに Lightning コンポーネントを配置する必要があります。 

［参照］Lightning コンポーネントの配置については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 

※手順 2 をスキップし、手順 3 に進んでください。 
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 登録した「販売」の詳細画面で、「見積条件」の［新規］ボタンをクリックします。 

 

※そのまま手順 3 に進んでください。 

 「見積条件登録画面」が表示されます。［見積条件］タブが初期表示されるため、こちらから入力します。 

「基本情報」で「見積条件名」を入力します。必要に応じて他の項目も入力します。 

ここでは例として、次のように設定します。 

 

※「見積条件名」以外の必須項目には、「商談」または「販売」の登録時に設定した値が引き継がれます。 
 

「商談」を利用している場合のみ

表示されます。 

新規契約かつ受注確定前のため、

紐づく「契約管理」が存在しません。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

契約種別 - 「サブスクリプション」がデフォルトでセットされます。 

※新規契約時は変更可能ですが、ソアスクのみ利用している場合は変更不

要です。 

有効 - 無効レコードとする場合にチェックを外します。 

既存契約に見積を追加する -  チェックが付いている場合、既存契約に見積データを追加できます。 

 チェックが付いていない場合、既存契約に見積データを追加できません。 

契約管理 ○ 当レコードに紐づく「契約管理」の「契約名」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。 

※当レコードに紐づく「契約管理」が存在しない場合は、ブランクとなります。 

見積条件名 ○ 見積条件名を入力します。 

当レコードに紐づく「契約管理」がある場合、「契約名」がデフォルトでセットさ

れます。 

見積種別 

※新規契約の場合 

- 「新規契約」と表示されます。 

見積種別 

※契約更新の場合 

- 「契約更新」と表示されます。 

見積種別 

※契約変更の場合 

○ 次のいずれかを選択します。 

「ライセンス追加」「ライセンス洗替」 

「設定マスタ」（設定情報）の「契約変更方法初期値」がデフォルトでセット

されます。 
 

※「契約変更方法初期値」がブランクの場合は、「ライセンス追加」がデフォル

トでセットされます。 

［参照］「設定マスタ」（設定情報）については、 

「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

適用開始日 ○ 適用開始日が表示されます。 

当レコードが紐づく「商談」または「販売」の「契約期間 開始日」が自動で設

定されます。 

取引先名 

※便宜上、「取引先」代表と記載

している箇所があります。 

○ 「商談」または「販売」に「取引先」代表が設定されている場合、「取引先」代

表の「取引先名」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。 

※「商談」または「販売」に当項目が設定されていない場合は、「見積条件」

で当項目を設定する必要があります。 

取引先責任者 - 「取引先責任者」を参照し設定します。 

請求先 ○ 「商談」または「販売」に「請求先」が設定されている場合、「請求先」の「取引

先名」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。 

※「商談」または「販売」に「取引先」代表と「請求先」のいずれもが設定され

ていない場合は、「見積条件」で当項目を設定する必要があります。 
 

※「商談」または「販売」に「取引先」代表が設定されていない場合、かつ当

画面で設定した場合は、「取引先」代表を基に自動で設定されます。 

［参照］詳細は、「9.3 取引先・請求先・エンドユーザについて」を参照してく

ださい。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

エンドユーザ ○ 「商談」または「販売」に「エンドユーザ」が設定されている場合、「エンドユーザ」

の「取引先名」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。 

※「商談」または「販売」に「取引先」代表と当項目のいずれもが設定されてい

ない場合は、「見積条件」で当項目を設定する必要があります。 
 

※「商談」または「販売」に「取引先」代表が設定されていない場合、かつ当

画面で設定した場合は、「取引先」代表を基に自動で設定されます。 

［参照］詳細は、「9.3 取引先・請求先・エンドユーザについて」を参照してく

ださい。 

契約日 - 契約日を入力します。 

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」 
 

※「商談」の「soarize 連動」にチェックを付けた場合、かつ当項目を設定して

見積データを保存した場合は、「商談」の「フェーズ」が切り替わります。 

［参照］詳細は、「2.1.1 商談を登録する」の「ソアスク金額情報」を参照し

てください。 

契約期間 開始予定日 ○ 「契約期間 開始予定日」を入力します。 

当レコードが紐づく「商談」または「販売」の「契約期間 開始日」がデフォルト

でセットされます。 

契約期間 終了予定日 ○ 「契約期間 終了予定日」を入力します。 

当レコードが紐づく「商談」または「販売」の「契約期間 終了日」がデフォルト

でセットされます。 

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。 

契約締日にち - 次のいずれかを選択します。 

「1」～「28」「末日」 

「末日」がデフォルトでセットされます。 

※「契約管理」への引き継ぎ用としてのみ、任意に使用する管理項目です。 

そのため、それ以外の後処理には影響がありません。 

次回契約 月数 - 次回契約の月数を入力します。 

今回と次回で契約期間が異なる場合に設定します。 

商談 ○ 当レコードが紐づく「商談」の「商談名」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。 

※当項目は、「商談」を利用している場合のみ表示されます。 
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 必要に応じて「売上/請求情報」のデフォルト値を変更します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

初回請求予定日 ○ 初回請求予定日を入力します。 

「設定マスタ」（自社会計情報）の「組織請求予定日にち」がデフォルトでセ

ットされます。 

初回売上計上日 ○ 初回売上計上日が表示されます。 

「設定マスタ」（自社会計情報）の「組織売上計上日にち」が自動で設定さ

れます。 

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。 

「設定マスタ」（自社会計情報）の「組織売上計上日にち」が自動で設定さ

れます。 

請求締日にち - 次のいずれかを選択します。 

「1」～「28」「末日」 

当レコードに紐づく「取引先」代表＞「会計設定」の「請求先 : 締日」がデフ

ォルトでセットされます。 

 

［参照］「設定マスタ」（自社会計情報）については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 
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 必要に応じて「支払情報」のデフォルト値を変更します。［次へ］ボタンをクリックします。 
 

◼ 当レコードに紐づく「請求先」＞「会計設定」の「請求先 : 支払期日算出方法」が「月指定」の場合 

 
 

◼ 当レコードに紐づく「請求先」＞「会計設定」の「請求先 : 支払期日算出方法」が「日数指定」の場合 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

支払期日算出方法 ○ 次のいずれかを選択します。 

「月指定」「日数指定」 

当レコードに紐づく「請求先」＞「会計設定」の「請求先 : 支払期日算出方

法」がデフォルトでセットされます。 

支払期日起算日 ○ 次のいずれかを選択します。 

「請求締日」「請求書発行日」 

当レコードに紐づく「請求先」＞「会計設定」の「請求先 : 支払期日起算

日」がデフォルトでセットされます。 

支払月 ○ 「支払期日算出方法」が「月指定」の場合、次のいずれかを選択します。 

「当月」「翌月」「翌々月」「3 ヶ月後」～「12 ヶ月後」 

当レコードに紐づく「請求先」＞「会計設定」の「請求先 : 支払月」がデフォル

トでセットされます。 

支払日 ○ 「支払期日算出方法」が「月指定」の場合、次のいずれかを選択します。 

「1」～「28」「末日」 

当レコードに紐づく「請求先」＞「会計設定」の「請求先 : 支払日」がデフォル

トでセットされます。 

支払期日（日数） ○ 「支払期日算出方法」が「日数指定」の場合、支払期日までの日数を入力

します。 

当レコードに紐づく「請求先」＞「会計設定」の「請求先 : 支払期日（日

数）」がデフォルトでセットされます。 

「支払期日算出方法」が「月指定」

の場合に表示される項目です。 

「支払期日算出方法」が「日数指定」

の場合に表示される項目です。 



｜ 2.新規契約 ｜ 2.2.見積条件および見積の登録 ｜ 

28 

項目名 
入力
必須 

説明 

支払タイミング - 支払タイミングが表示されます。 

当レコードに紐づく「請求先」＞「会計設定」の「請求先 : 支払月」に「払い」

が付加された文言が自動で設定されます。 

 表示が［見積］タブに切り替わります。［見積条件］タブの設定は完了です。 

 

※新規契約では、次項で引き続き［見積］タブの設定を行います。 

［見積］タブの設定後、「見積条件」「見積」「見積明細」のレコードを同時に登録します。 

契約変更から参照している場合は、「5.2.2 見積を登録する」に移動し、手順を進めてください。 
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2.2.2 見積を登録する 

「見積」を登録します（「見積明細」を含みます）。表示が［見積］タブに切り替わったところから入力を行います。 
 

Point 「見積」を登録する画面は、「基本情報」「見積情報」「会計情報」「明細情報」のセクションで構成されてい

ます。各セクションに表示されるデフォルトの項目は変更できませんが、項目セットの機能で新規のカスタム項

目を追加することができます。 

［参照］項目セットについては、「ソアスク セットアップガイド」の補足を参照してください。 

 「基本情報」で「件名」を入力します。必要に応じて他の項目も入力します。 

ここでは例として、次のように設定します。 

 
 

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。 

有効 - 無効レコードとする場合にチェックを外します。 

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。 

当レコードが紐づく「商談」または「販売」の「主担当者」がデフォルトでセットさ

れます。 

部門 - 「部門マスタ」を参照し設定します。 

当レコードが紐づく「商談」または「販売」の「部門」がデフォルトでセットされま

す。 

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。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

仕切率(%) - 仕切率(%)を入力します。 

 新規契約または契約変更の場合、「商談」（「商談」を利用していない場

合は「販売」）の「取引先」代表＞「会計設定」に設定されている「仕切

率(%)」がデフォルトでセットされます。 

ただし、上記の「仕切率(%)」がブランクの場合は、「100.0」がデフォルトで

セットされます。 

 契約更新の場合、更新前の「仕切率(%)」が引き継がれます。 

※この「仕切率(%)」は、明細追加時のデフォルト値になります。 

プロジェクト名 - ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 

 必要に応じて「見積情報」を設定します。 

 

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」（設定情報）の「[見積]見積書有効期限」がデフォルトでセッ

トされます。 

納品期限 - 納品期限を入力します。 

「設定マスタ」（設定情報）の「[見積]納品期限」がデフォルトでセットされま

す。 

納品場所 - 納品場所を入力します。 

「設定マスタ」（設定情報）の「[見積・発注]納品場所」がデフォルトでセット

されます。 

取引方法 - 取引方法を入力します。 

「設定マスタ」（設定情報）の「[見積]取引方法」がデフォルトでセットされま

す。 

備考 - 備考を入力します。 

帳票タイプ - ※現在は使用していない項目です。デフォルト値のままとしてください。 

 

［参照］「設定マスタ」（設定情報）については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 
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 必要に応じて「会計情報」のデフォルト値を変更します。 

※初期表示で「会計情報」は折りたたまれています。セクション名のバーをクリックすると展開されます。 

 

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×税率」「合計金額×税率」 

当レコードに紐づく「取引先」代表＞「会計設定」の「税額計算方法」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」 

当レコードに紐づく「取引先」代表＞「会計設定」の「単価・数量の丸めモー

ド」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」 

当レコードに紐づく「取引先」代表＞「会計設定」の「金額・税率の丸めモー

ド」がデフォルトでセットされます。 
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 「明細情報」の［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。必要に応じて検索項目を指定し、［検索］ボタンをクリックします。 

明細に追加する品目・サービスの「選択」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、種別＝「サービス」で検索し、次のようにチェックを付け、［明細へ追加］ボタンをクリックします。 

 

［参照］上記画面の詳細は、「9.1.1 品目・サービス検索画面」を参照してください。 

 元の画面に戻ります。「明細情報」に明細が追加されていることを確認し、右にスクロールします。 

 

検索をすると昇順の設定が解除されるため、便宜上、本書では 

検索後に［品番］をクリックし、「品番」の昇順に並べ直しています。 

スクロールバー等で右にスクロールします。 
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 「売上サイクル」「請求サイクル」で、該当する項目を選択します（デフォルトで「品目・サービスマスタ」の値がセッ

トされます）。必要に応じて他の項目も入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、デフォルト値のまま［保存］ボタンをクリックします。 

「見積条件」「見積」の設定、およびレコードの登録は完了です。 

 
 

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。 

［コピー］ボタン - 「選択」にチェックを付けてクリックすると、対象行がコピーされ、明細の最後に

追加されます。 

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、対象行は先頭行に移動します。 

 ［ ］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、対象行は最終行に移動します。 
 

※［ ］］をクリックした場合は、対象行がどのページにあったとしても、ページ

を越えて先頭行に移動します。 

［ ］をクリックした場合も同様に、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］詳細は、「9.1.1 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］詳細は、「9.1.2 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。 

［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］詳細は、「9.1.3 見積検索画面」を参照してください。 

［一括単価反映］ボタン - クリックすると、活性化しているすべての［単価反映］ボタン（明細単位）を

クリックした場合と同じ結果になります。 

［参照］詳細は、「2.2.4 一括単価反映」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」 
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項目名 
入力
必須 

説明 

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［コピー］ボタンをクリックすると、対象行がコピーされ、明細の

最後に追加されます。 

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」で適用基準日項目の優

先順位を変更することができます。 

［参照］カスタム設定については、「ソアスク 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。 

金額種別 - 次のいずれかを選択します。 

「年額」「月額」「期間額」 

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。 

［参照］詳細は、項末の Point（上）を参照してください。 

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、「単価マスタ」の「単価」がデフォルトでセットされます。 

 選択した「品目・サービスマスタ」に「単価マスタ」が紐づいていない場合、

「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 

マスタ単価 - ［品目・サービス選択］ボタン、または［構成表選択］ボタンのいずれかで

明細を追加した場合は、以下の値から最適な値が選択・表示されます。 

 「品目・サービスマスタ」の「標準価格」×「仕切率(%)」÷100 

 「単価マスタ」（「単価区分」＝「標準単価」）の「単価」× 

「仕切率(%)」÷100 

 上記「標準単価」に紐づく「数量別単価マスタ」の「単価」× 

「仕切率(%)」÷100 
 

※［行追加］ボタンで明細を追加した場合は、マスタを参照できないため、

当項目はブランクとなります。 
 

明細追加後、［一括単価反映］ボタン、または［単価反映］ボタンのいず

れかで単価反映を行った場合は、以下の値から最適な値が選択・表示され

ます。 

 「単価マスタ」（「単価区分」＝「販売単価」）の「単価」 

 上記「販売単価」に紐づく「数量別単価マスタ」の「単価」 
 

※単価反映前に同じ単価が選択されていた場合は変わりません。 

※［単価参照］ボタンを使用して、手動で単価を選択することもできます。 

［参照］「単価」が選択される仕組みについては、「2.2.4 一括単価反映」

および「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

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、「マスタ単価」と同様、「単価

マスタ」（「単価区分」＝「販売単価」）および「販売単価」に紐づく「数量別

単価マスタ」から最適な値をセットすることができます。 

初回請求予定日 - 初回請求予定日を入力します。 

当レコードが紐づく「見積条件」の「初回請求予定日」がデフォルトでセットされ

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」（「単価区分」≠「標準単

価」）が登録されている場合、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「マスタ単価」「単価」「仕入単価」に反映されます。 

［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、ボタン

が活性化します。クリックすると、「単価登録画面」が表示されます。 
 

※「単価登録画面」で、「単価マスタ」に登録されている「単価」から明細に適

用する「単価」を手動で選択することができます。 

［参照］詳細は、「2.2.5 手動選択による単価反映」を参照してください。 

※「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。 

［契約単価設定］ボタン - 品目・サービスの「売上サイクル」「請求サイクル」が「従量課金」の場合のみ、

ボタンが表示されます。 

クリックすると、「契約単価登録画面」が表示されます。 

※［単価反映］［単価参照］のボタンと入れ替わる形で表示されます。 

［参照］詳細は、「8.1 従量課金機能」を参照してください。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

月額 - 「金額種別」＝「月額」の場合のみ、「単価」×「数量」が表示されます。 

「単価」「数量」を変更した場合は、フォーカスアウト時に再計算されます。 
 

※「金額種別」が「年額」または「期間額」の場合は表示されません。 

※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。 

日割り対象 - 日割り対象とする品目・サービスにチェックを付けます。 
 

※日割り計算対象となるのは、「金額種別」が「月額」の場合のみです。 

［参照］当項目については、「9.2 見積明細の日割り計算について」を参照

してください。 

利用期間(月数) - 利用期間を月数で入力します。 

「利用開始日」～「利用終了日」の月数がデフォルトでセットされます。 

変更すると、月数の増減に合わせて「利用終了日」も自動で変更されます。 
 

※「売上サイクル」が「初期費用」の場合は、「1」が表示され変更できません。 

日割り対象日数 - 日割り対象日数が表示されます。 

「日割り対象」にチェックが付いていて、かつ「利用終了日」がその月の末日で

ない場合、日割り対象日数が自動で算出されます。 
 

例）「利用終了日」が 10月 14日の場合は、「14」と表示されます。 
 

［参照］当項目については、「9.2 見積明細の日割り計算について」を参照

してください。 

利用開始日 - 利用開始日を入力します。 

当レコードが紐づく「見積条件」の「契約期間 開始予定日」がデフォルトでセ

ットされます。 

変更すると、フォーカスアウト時に「利用期間(月数)」が再計算されます。 

利用終了日 - 利用終了日を入力します。 

当レコードが紐づく「見積条件」の「契約期間 終了予定日」がデフォルトでセ

ットされます。 

変更すると、フォーカスアウト時に「利用期間(月数)」が再計算されます。 
 

※「売上サイクル」が「初期費用」の場合は、利用開始年月の末日が表示さ

れ変更できません。 

合計金額 -  日割り対象でない場合 

「月額」×「利用期間(月数)」が表示されます。 

 日割り対象の場合 

「月額」×（「利用期間(月数)」－1）＋日割り計算額 が表示されます。 
 

［参照］日割り対象および日割り計算については、 

「9.2 見積明細の日割り計算について」を参照してください。 

税額 - 「合計金額」×「税率(%)」÷100 が表示されます。 

「単価」「数量」「税率(%)」「日割り対象」を変更した場合は、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」 
 

当レコードに紐づく「取引先」代表＞「会計設定」の「単価×数量の丸めモー

ド」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」 
 

当レコードに紐づく「取引先」代表＞「会計設定」の「金額×税率の丸めモー

ド」がデフォルトでセットされます。 

 税種 - 「税種マスタ」を参照し設定します。 

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。 

当レコードに紐づく「税種マスタ」＞「税率マスタ」の「税率」がデフォルトでセット

されます。 

 軽減税率対象 - 軽減税率対象とする品目・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 - 税率再計算対象とする品目・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（金額や税額など）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。 

※当項目を設定する場合は、「仕入単価」も入力してください。 

いずれかの設定・入力がない場合は、「見積」として登録することができませ

ん。 

※「仕入先」を設定すると、「仕入単価」や「仕入金額」などを基に、「購買」を

含む発注データが自動で作成されます。 

「設定マスタ」（設定情報）の「仕入自動作成」にチェックが付いている場

合は、発注データとともに仕入データも作成されます。 

 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、「マスタ単価」と同様、「単価

マスタ」（「単価区分」＝「購買単価」）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。 



｜ 2.新規契約 ｜ 2.2.見積条件および見積の登録 ｜ 

38 

項目名 
入力
必須 

説明 

 仕入金額 - 「仕入単価」×「数量」×「利用期間(月数)」が表示されます。 

 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。 

※任意で使用する管理項目となっています。 

そのため、チェックの有無に関わらず、後処理に影響はありません。 

契約自動更新 - 契約更新を行う品目・サービスにチェックを付けます。 

※上記の契約更新には、手動での契約更新も含まれます。 

［参照］契約更新については、「6 契約更新」を参照してください。 

売上サイクル - 次のいずれかを選択します。 

「毎月」「毎年」「初期費用」「従量課金」「初期費用按分」 

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。 

［参照］詳細は、次ページの Point（上）を参照してください。 

請求サイクル - 次のいずれかを選択します。 

「毎月」「3 ヶ月」「半年」「毎年」「初期費用」「従量課金」「一括」 

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。 

［参照］詳細は、次ページの Point（上）を参照してください。 

品目分類マスタ - 「品目分類マスタ」を参照し設定します。 

選択した「品目・サービスマスタ」が紐づく「品目分類マスタ」の「品目分類名」

がデフォルトでセットされます。 

品目・サービスマスタ - 「品目・サービスマスタ」を参照し設定します。 

選択した「品目・サービスマスタ」の「品目・サービス名」がデフォルトでセットされ

ます。 

備考行 - 備考行として使用する明細にチェックを付けます。 

［参照］詳細は、「2.2.6 備考行について」を参照してください。 

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］キーを押下すると、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。 

［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。 

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

れ、この場所に表示されます。 

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、こ

の場所に表示されます。 

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、この場所に表示されます。 

［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」の下部に表示されます。 
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Point 「金額種別」「売上サイクル」「請求サイクル」の詳細について説明します。 

 「金額種別」には、「年額」「月額」「期間額」のいずれかを選択できますが、これは「単価」に対する金額の

種別を示しています。 

例えば、「年額」を選択し、「単価」に¥120,000 を設定し、「売上サイクル」で「毎月」を選択した場合は、 

受注確定後の 1 ヶ月ごとの納品額が ¥120,000÷12 ヶ月＝¥10,000 になります。 

 「金額種別」の「期間額」は、年ごと月ごとの金額を「単価」とするのではなく、利用期間全体に掛かる金

額を「単価」とする場合に選択します。 

例えば、利用期間 4 ヶ月で「期間額」を選択し、「単価」に¥80,000 を設定し、「売上サイクル」で「毎月」

を選択した場合は、受注確定後の 1 ヶ月ごとの納品額が ¥80,000÷4 ヶ月＝¥20,000 になります。 

※上記で「金額種別」を「月額」に変更した場合は、1 ヶ月ごとの納品額が「単価」と同じ値になります。 

 「売上サイクル」「請求サイクル」が「初期費用」「従量課金」のいずれかの場合は、「金額種別」が設定で

きません。「売上サイクル」が「毎月」「毎年」のいずれか、および「請求サイクル」が「毎月」「3 ヶ月」「半年」 

「毎年」「一括」のいずれかであることが「金額種別」を設定できる前提条件です。 

 「売上サイクル」で「毎年」を選択した場合は、必ず「請求サイクル」も「毎年」を選択してください。 

 「売上サイクル」で「初期費用」「従量課金」のいずれかを選択した場合は、「請求サイクル」も自動で同じ

値になります。同様に、「請求サイクル」で「初期費用」「従量課金」のいずれかを選択した場合は、「売上

サイクル」も自動で同じ値になります。 

 「請求サイクル」で「一括」を選択した場合は、利用期間に関係なく、「初回請求予定日」に請求が一括

で行われます。 

例えば、「金額種別」で「月額」を選択し、「単価」に¥10,000 を設定し、「請求サイクル」で「一括」を選択

した場合は、利用期間 9 ヶ月で¥90,000、利用期間 13 ヶ月で¥130,000の請求が「初回請求予定日」

に 1回発生します。 

 「品目・サービスマスタ」から品目・サービスを引用し、明細に追加した場合は、「品目・サービスマスタ」に設

定された「金額種別」「売上サイクル」「請求サイクル」の値が明細の各項目にデフォルトでセットされます。

そのため、基本的にデフォルト値をそのまま利用します。 

 ［行追加］ボタンで品目・サービスを追加した場合は「金額種別」にデフォルト値がなく、「売上サイクル」

「請求サイクル」に「毎月」がデフォルトでセットされます。そのため、必要に応じて値を設定・変更します。 

 

Point 受注確定前に必要に応じて、登録した見積データの内容を確認します。 

［参照］詳細は、「2.3 見積データの確認」を参照してください。 

 

※新規契約で受注確定をする場合は、「2.4 受注確定」に移動し、手順を進めてください。 

契約変更から参照していて、受注確定をする場合は、「5.3 受注確定」に移動し、手順を進めてください。 
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2.2.3 見積データをコピーして登録する 

見積データをコピーし、コピーした見積データを編集し、新規の見積データとして登録します。 
 

コピーが可能な見積データ、およびその見積データが紐づく「商談」「販売」（「商談」を利用していない場合は「販売」のみ）

は、以下の条件をいずれも満たしている必要があります。 

● 見積データ登録後かつ受注確定前 

● 「商談」「販売」の「契約区分」が、新規契約・契約変更・契約更新のいずれか（契約解約は不可） 
 

Point  コピー機能を使用すると、「見積条件」「見積」がコピーされた「見積条件登録画面」が表示されます。 

コピー元に「見積明細」が設定されている場合は、「見積明細」もコピーされます。 

 「見積条件」「見積」「見積明細」にカスタム項目を追加していた場合は、ソアスク標準項目と同様にコピー

されます。ただし、項目セットを利用しないとカスタム項目を入力画面に表示できないため、各オブジェクト

にカスタム項目を追加していた場合は、各項目セットにもカスタム項目を追加してください。 

［参照］項目セットについては、「ソアスク セットアップガイド」の補足を参照してください。 

 従量課金契約の場合は、「契約単価」「契約数量別単価」もコピーされます。 

［参照］「契約単価」「契約数量別単価」については、「8.1 従量課金機能」を参照してください。 

 コピー機能を使用しただけでは、見積データおよび関連オブジェクトのレコードは作成されません。 

各オブジェクトのレコードが作成されるのは、「見積条件登録画面」の見積データを保存したときです。 

 「商談」を利用している場合、コピーした見積データを保存する際に新規の「商談」は作成されず、コピー元

と同じ「商談」にコピー先の見積データが紐づけられます。また、新規の「販売」が自動で作成されます。 

 「商談」を利用していない場合、コピーした見積データを保存する際に新規の「販売」は作成されず、コピー

元と同じ「販売」にコピー先の見積データが紐づけられます。 

 

見積データをコピーし、コピー後の結果を確認します。 

ここでは例として、「商談」から登録した見積データをコピーします。 

 コピー元となる「見積」が紐づく「商談」の詳細画面を開きます。 

「見積」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。［{見積番号}］リンクをクリックします。 

 

※「販売」から登録した見積データをコピーする場合は、「見積条件」の詳細画面で同様の手順を行います。 

［参照］「見積条件」の詳細画面については、「2.3.1 見積条件の詳細情報」を参照してください。 

「受注済」にチェックが付いていないため、 

受注確定前であることが確認できます。 

スクロールバー等で下にスクロールします。 



｜ 2.新規契約 ｜ 2.2.見積条件および見積の登録 ｜ 

41 

 「見積」の詳細画面が表示されます。［▼］＞［コピー］をクリックします。 

 

ここでは例として、コピー元となる「見積条件」「見積」「見積明細」の主な項目を以下のように設定しています。 
 

項目名 設定値 

見積条件 

見積条件名 ソアスク株式会社 2022年 4月～2023年 3月 

※紐づく「商談」の「商談名」、および「見積」の「件名」と同一です。 

見積種別 新規契約 

契約期間 開始予定日 2022/04/01 

契約期間 終了予定日 2023/03/31 

備考_C 

※追加したカスタム項目です。 

過去 5年間に 2年の契約実績あり。 

見積 

件名 ソアスク株式会社 2022年 4月～2023年 3月 

※紐づく「商談」の「商談名」、および「見積条件」の「見積条件名」と同一です。 

見積依頼日_C 

※追加したカスタム項目です。 

2022/03/31 

見積明細 

品目・サービス名 月額商品 A 

金額種別 月額 

標準価格 100,000 

利用期間(月数) 12 

合計金額 1,200,000 

想定粗利金額_C 

※追加したカスタム項目です。 

700,000 
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 見積データがコピーされた「見積条件登録画面」が表示されます。 

「見積条件」のソアスク標準項目、およびカスタム項目「備考_C」の値が、コピーされていることが確認できます。 

［見積］タブをクリックします。 

 

※「見積条件」の項目セット「QuoteConditionInputFieldSet1」に、上記カスタム項目を追加しています。 

 表示が［見積］タブに切り替わります。 

「見積」のソアスク標準項目、およびカスタム項目「見積依頼日_C」の値がコピーされていることが確認できます。 

「明細情報」が表示されるまで、画面を下にスクロールします。 

 

※「見積」の項目セット「QuoteBasicInformationFieldSet」に、上記カスタム項目を追加しています。 

「見積番号」は、コピーの対象外です。 

見積データ保存時に自動採番されます。 

スクロールバー等で下にスクロールします。 
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 「明細情報」で、ソアスク標準項目の「備考行」が表示されるまで、明細を右にスクロールします。 

 

 「見積明細」のソアスク標準項目、およびカスタム項目「想定粗利金額_C」の値がコピーされていることが確認で

きます。見積データのコピーおよびコピー後の結果確認は完了です。 

 

※「見積明細」の項目セット「QuoteDetailInputFieldSet」に、上記カスタム項目を追加しています。 

 

コピーした見積データの一部を編集し、新規の見積データとして登録します。 

 「見積」の「件名」を変更します。 

ここでは例として、コピーした「件名」に「（初年度限定価格）」と追加入力します。 

 

 「明細情報」で、品目・サービスを明細に追加します。 

ここでは例として、「品目・サービスマスタ」から「月額オプション1」という品目・サービスを1件、明細に追加します。 

 

※［品目・サービス選択］ボタンで「品目・サービス検索画面」を開き、品目・サービスを明細に追加します。 

［参照］「品目・サービス検索画面」については、「9.1.1 品目・サービス検索画面」を参照してください。 

スクロールバー等で右にスクロールします。 
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 ［保存］ボタンをクリックします。コピーした見積データの編集および登録は完了です。 

 

 

見積データの登録結果を確認します。 

 「見積条件登録画面」で見積データを保存すると、「見積条件」の詳細画面が表示されます。 

 「見積条件」の詳細画面で、「関連見積・受注・納品一覧/Related Quote, SalesOrder, Delivery」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。 

 

 「見積」の「件名」と「合計」（合計金額）を見ると、編集した内容と一致していることが確認できます。 

 

「月額商品 A」に、¥5,000／月×12 ヶ月の

オプションを追加する設定です。 

［金額計算］ボタンで、「合計金額」を算出しています。 

スクロールバー等で下にスクロールします。 
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 登録した見積データがコピー元の「商談」に紐づいていることを確認します。［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。コピー元の「商談」の［{商談名}］リンクをクリックします。 

 

 「商談」の詳細画面が表示されます。 

「見積条件」「見積」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。 

登録した見積データが、コピー元の「商談」に紐づいていることが確認できます。 

見積データの登録結果の確認は完了です。 

 

［参照］上記画面の詳細は、「2.3.4 商談にある見積のセクション」を参照してください。 
 

※「商談」を利用していない場合は、「販売」詳細画面の関連リストで、同様に確認することができます。 

コピー元の「商談」の「商談名」は、 

「ソアスク株式会社 2022年 4月～2023年 3月」です。 

コピー元の「見積」を確認する場合は、 

［その他］をクリックし、選択リストから 

コピー元の「見積条件」を選択します。 

この例では、コピー時に「見積条件」の編集を行って

いないため、コピー元と同じ内容になっています。 

「合計」（合計金額）と「件名」を見ると、 

編集した内容と一致していることが確認できます。 

「件名」は、デフォルトでは表示されません。 

「見積」の表示項目として追加する必要があります。 
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2.2.4 一括単価反映 

「明細情報」の［一括単価反映］ボタンをクリックすると、活性化しているすべての［単価反映］ボタン（明細単位）を

クリックした場合と同じ結果になります。 
 

ここでは、［一括単価反映］ボタンをクリックするとどのような結果になるかについて説明します。 

 「見積」の「明細情報」に追加する品目・サービスとして、以下の 3件を用意します。 

 

 品目・サービスには、それぞれ「単価マスタ」が紐づいているものとします。 
 

◼ 導入費_販単有_購単有 

 

 
 

◼ 月額_販単有_数量別無 

 

1件目の品目・サービスのみ、 

「仕入先」が設定されています。 

「仕入単価」は、¥180,000 です。 
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◼ 月額_販単有_数量別有 

 

 

 「見積」の「明細情報」に、手順 1 の品目・サービスを追加します。 

単価反映前の各単価は、次のように表示されます。 

 

 
 

Point 3件目の「標準価格」は、「月額_販単有_数量別有」の「標準価格」と異なります（手順1の画面参照）。 

これは、紐づく「単価マスタ」に「単価区分」＝「標準単価」となる「単価」があるためです。 

「品目・サービスマスタ」の「標準価格」よりも上記の「単価」が優先された結果です（手順 2の画面参照）。 

 ［一括単価反映］ボタンをクリックします。 

 

ここで使用している「単価マスタ」の

適用期間は同一です。すべて適用

期間内で単価反映を行っています。 
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 確認メッセージが表示されます。［OK］ボタンをクリックします。 

 

 「単価マスタ」または「数量別単価マスタ」の「単価」が一括で明細に反映されます。 

単価反映後の各単価は、次のように表示されます（手順 2 の画面参照）。 

 

 

 「数量別単価マスタ」の「単価」が反映されているかどうかを確認するため、品目・サービス「月額_販単有_数量

別有」の「数量」を「1」から「100」に変更します。 

［一括単価反映］ボタンをクリックし、確認メッセージの［OK］ボタンをクリックします。 

 

 「数量別単価マスタ」の対象「単価」が変わり、次のように表示されます（手順 2 の画面参照）。 
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2.2.5 手動選択による単価反映 

「明細情報」の［単価参照］ボタンをクリックすると、「単価登録画面」が表示されます。 

この画面で、「単価マスタ」に登録されている「単価」から明細に適用したい「単価」を手動で選択することができます。 
 

ここでは、明細に適用する「単価」を「単価登録画面」で選択する手順について説明します。 

 「2.2.4 一括単価反映」で使用した品目・サービス「月額_販単有_数量別有」を再度使用します。 

「月額_販単有_数量別有」に、先に登録した「単価」よりも優先順位の低い「単価」を追加します。 
 

◼ 月額_販単有_数量別有 

 

 

 「見積」の「明細情報」に、「月額_販単有_数量別有」を追加します。 

単価反映前の各単価は、次のように表示されます。 

 

 ［単価参照］ボタンをクリックします。 

 

先に登録した販売単価の

「優先順位」は「99」です。 

先に登録した標準単価の

「優先順位」は「99」です。 
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 「単価登録画面」が表示されます。 

「単価区分」＝「販売単価」で、かつ「優先順位」＝「99」の「単価マスタ」が画面上部に表示されます。 

紐づく「数量別単価マスタ」が画面下部に表示されます。 

 

※デフォルトで表示される内容は、登録されている「単価マスタ」「数量別単価マスタ」によって異なります。 

上記はあくまで、今回の例で表示される内容です。 

 手順 1 で追加した販売単価を選択したい場合は「優先順位」の選択枠をクリックし、「98」を選択します。 

 

 画面が「優先順位」＝「98」の販売単価の内容に切り替わります。 

上下どちらかの［反映］ボタンをクリックします。 

 

「数量別単価マスタ」が紐づけられているため、

こちらの数量別単価が反映されます。 
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 「数量別単価マスタ」の「単価」が明細に反映されます。 

単価反映後の各単価は、次のように表示されます（手順 6 の画面参照）。 

 
 

Point 「数量別単価マスタ」が登録されていない場合は、「単価マスタ」の「単価」が反映されます。 

登録されている「数量別単価マスタ」をあとから削除した場合も同様のため、「数量別単価マスタ」の有無に

関わらず、「単価マスタ」の「単価」を設定しておくことをお勧めします。 

「単価マスタ」の「単価」がブランクの場合は、単価反映後の各単価が「0」になります。 

 標準単価を手動で明細に反映することはできません。 

「単価区分」＝「標準単価」の場合は、［反映］ボタンが非活性化します。 

 

※標準単価は、内容の参照のみとなります。 

購買単価は販売単価と同様、明細に反映できますが、対象となる項目は「仕入単価」です。 
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2.2.6 備考行について 

受注確定時、「備考行」にチェックを付けた明細から「受注明細」「納品明細」「契約ライセンス」は作成されません。 

ここでは、「備考行」にチェックを付けて受注確定をすると、どのような結果になるかについて説明します。 

 「見積」の「明細情報」で［行追加］ボタンを使い、備考行を設定するための行を追加します。 

ここでは例として、次のように、備考行「【初期費用】」「【ランニングコスト】」を設定します。 

 
 

注意 「品目・サービスマスタ」から設定した品目・サービスを備考行に変更することもできます。 

ただし、備考行の「標準価格」「単価」「合計金額」は、見積データを保存する際に値がクリアされます。 

 「商談」の詳細画面、または「見積条件」の詳細画面で受注確定をします。 

［参照］新規契約時の受注確定については、「2.4 受注確定」を参照してください。 

［参照］契約変更時の受注確定については、「5.3 受注確定」を参照してください。 

 「受注明細」に品目・サービス名「【初期費用】」「【ランニングコスト】」の明細は作成されません。 

 

 「納品明細」に品目・サービス名「【初期費用】」「【ランニングコスト】」の明細は作成されません。 

 

 「契約ライセンス」にライセンス名「【初期費用】」「【ランニングコスト】」の明細は作成されません。 
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2.3 見積データの確認 

「見積条件」「見積」「見積明細」の詳細情報を確認します。 

 

2.3.1 見積条件の詳細情報 

 ［見積条件］タブをクリックします。 

 

※上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。 

以降の画面についても同様です。 

 「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、［見積条件_提案 1］リンクをクリックします。 

 
 

Point 「商談」を利用している場合は、「商談」詳細画面の関連リストから対象の「見積条件」を選択することもでき

ます。 

 「見積条件_提案 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 

［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。 

［所有者の変更］ 「所有者の変更」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。 
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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 

［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、以下の設定が必要です。 

・ 承認プロセス 

・ 項目自動更新 

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

https://help.salesforce.com/articleView?id=approvals_getting_start

ed.htm&language=ja 

［参照］項目自動更新については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?id=workflow_managing_fie

ld_updates.htm&language=ja 

 

◼ 「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。 

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。 

商談 ○ 当レコードが紐づく「商談」の「商談名」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。 

販売 ○ 当レコードに紐づく「販売」の「販売番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

※「商談」から「見積条件」「見積」を登録した場合は、自動で作成され紐づ

けられた「販売」の「販売番号」がリンク表示されます。 

契約種別 - 「サブスクリプション」と表示されます。 

見積種別 - 見積種別が表示されます。 

契約管理 ○ 当レコードに紐づく「契約管理」の「契約名」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。 

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

表示 
説明 

既存契約に見積を追加する -  チェックが付いている場合、「契約ライセンス」は追加されています。 

 チェックが付いていない場合、「契約ライセンス」は追加されていません。 

［参照］「契約ライセンス」の追加については、「5 契約変更」を参照してくだ

さい。 

取引先名 ○ 当レコードに紐づく「取引先」代表の「取引先名」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。 

取引先責任者 ○ 当レコードに紐づく「取引先責任者」の「名前」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 ○ 当レコードに請求先として紐づく「取引先」の「取引先名」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。 

エンドユーザ ○ 当レコードにエンドユーザとして紐づく「取引先」の「取引先名」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。 

契約日 - 契約日が表示されます。 

適用開始日 - 適用開始日が表示されます。 

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。 

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。 

契約期間 月数 - 契約期間の月数が表示されます。 

ステータス - ステータスが表示されます。 

次回契約 月数 - 次回契約の月数が表示されます。 

契約締日にち - 契約締日にちが表示されます。 

売上/請求情報 

初回請求予定日 - 初回請求予定日が表示されます。 

初回売上計上日 - 初回売上計上日が表示されます。 

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。 

請求締日にち - 請求締日にちが表示されます。 

請求予定月 - 請求予定月が表示されます。 

請求予定日にち - 請求予定日にちが表示されます。 

支払情報 

支払期日算出方法 - 支払期日算出方法が表示されます。 

支払期日起算日 - 支払期日起算日が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

支払月 - 支払月が表示されます。 

支払日 - 支払日が表示されます。 

支払タイミング - 支払タイミングが表示されます。 

支払期日（日数） - 支払期日（日数）が表示されます。 

金額情報    ※表下の Point を参照してください。 

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。 

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。 

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。 

解約情報 

解約申込日 - 解約申込日が表示されます。 

※契約解約で設定されます。「解約理由」「解約日」も同様です。 

［参照］詳細は、「7 契約解約」を参照してください。 

解約日 - 解約日が表示されます。 

解約理由 - 解約理由が表示されます。 

予約情報 

予約 -  チェックが付いている場合、当レコードは契約予約更新で作成されていま

す。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは契約予約更新以外で作成され

ています。 

［参照］契約予約更新については、「6.2.2 次契約予約を設定し契約予

約更新を行う」を参照してください。 

予約更新日 - 予約更新日が表示されます。 

予約更新状態 - 予約更新状態が表示されます。 

 

Point 「金額情報」セクションの各項目の集計対象は、以下のとおりです。 

 「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/Related Quote, SalesOrder, Delivery」セクション 

 

※画面を一番下までスクロールすると表示されます。 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

見積条件 ○ 当レコード自身の「見積条件名」がリンク表示されます。 

クリックすると、画面がリフレッシュされ表示が先頭に戻ります。 

［見積追加］ボタン - 当レコード（見積条件）に「見積」を追加するためのボタンです。 

クリックすると、対象レコードの「見積条件登録画面」（編集画面）が表示さ

れます。［見積条件］タブの内容はそのままですが、新規「見積」を追加でき

るように［見積］タブの内容がクリアされて表示されます。 

［受注確定］ボタン - 受注確定をするためのボタンです。 

クリックすると受注確定のバッチが起動します。 

※「商談」を利用している場合は、「商談」の詳細画面からも受注確定をする

ことができます。 

見積 ○ 当レコードに紐づく「見積」の「見積番号」がリンク表示されます。 

クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

編集 ○ クリックすると、対象レコードの「見積条件登録画面」（編集画面）が表示さ

れます。 

（チェックボックス） - 受注確定をする場合は、対象の「見積」にチェックを付けます。 

※「見積」が 1 つしかないの場合でも、チェックを付ける必要があります。 

件名 - 当レコードに紐づく「見積」の「件名」が表示されます。 

合計 - 当レコードに紐づく「見積」の「合計金額」が表示されます。 

※全明細を合計した金額です。 
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2.3.2 見積の詳細情報 

 「見積条件」詳細画面の「関連見積・受注・納品一覧/Related Quote, SalesOrder, Delivery」セクション 

（前項参照）で、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「見積_提案 1」の［{見積番号}］リンクをクリックします。 

 

※上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。 

以降の画面についても同様です。 

 「見積_提案 1」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、以下の設定が必要です。 

・ 承認プロセス 

・ 項目自動更新 

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

https://help.salesforce.com/articleView?id=approvals_getting_start

ed.htm&language=ja 

［参照］項目自動更新については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?id=workflow_managing_fie

ld_updates.htm&language=ja 

［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&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=approvals_getting_started.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=workflow_managing_field_updates.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=workflow_managing_field_updates.htm&language=ja
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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］ 対象レコードの編集画面が表示されます。 

［コピー］ 当レコードおよび当レコードが紐づく「見積条件」がコピーされた「見積条件登録画面」

が表示されます。 

［参照］詳細は、「2.2.3 見積データをコピーして登録する」を参照してください。 

 

◼ 「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。 

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。 

件名 - 件名が表示されます。 

受注済 -  チェックが付いている場合、当レコードは受注済です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは受注済ではありません。 

※当レコードを対象に受注確定をすると、チェックが付きます。 

［参照］新規契約時の受注確定は、「2.4 受注確定」を参照してください。 

［参照］契約変更時の受注確定は、「5.3 受注確定」を参照してください。 

主担当者 ○ 当レコードに主担当者として紐づく「要員マスタ」の「要員氏名」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。 

販売 ○ 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、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

※「商談」から「見積条件」「見積」を登録した場合は、自動で作成され紐づ

けられた「販売」の「販売番号」がリンク表示されます。 

部門 ○ 当レコードに紐づく「部門マスタ」の「部門」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。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

見積条件 ○ 当レコードが紐づく「見積条件」の「見積条件名」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。 

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。 

仕切率(%) - 仕切率(%)が表示されます。 

承認状況 - ※ソアスク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使用します。 

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。 

備考 - 備考が表示されます。 

金額情報 

合計 - 当レコードに紐づく「見積明細」の金額の合計が表示されます。 

10%税額 - 10%税額合計が表示されます。 

当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なります。 

 「品目・サービスマスタ」（10%税額対象）の「税種」に「消費税」を設定

します。 
 

※「税種マスタ」には「消費税」のレコードがデフォルトで登録されていて、紐づく

「税率マスタ」の税率は 10%に設定されています。 

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。 

 

Point 「金額情報」セクションの「10%税額」は、あくまでサンプルとして用意されている項目です。 

必要に応じて、組織の用途に合わせた別の項目を作成してください。 
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◼ 「見積」詳細画面の関連リスト（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］詳細は、「2.3.3 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    ※「見積明細」「税種別合計(見積)」「受注」共通です。 

［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。 

［新規］ボタン 「新規税種別合計(見積)」画面が表示されます。 

［{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。 

受注 

［新規］ボタン 「受注登録画面」が表示されます。 

※ソアスクでは受注確定で「受注」を作成するため、使用しません。 

［{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」に受注確定等で作成されたレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細は、「3.1.3 受注の詳細情報」を参照してください。 
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2.3.3 見積明細の詳細情報 

 「見積」詳細画面の関連リスト（前項参照）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「システム導入費」の［{見積明細番号}］リンクをクリックします。 

 

※上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。 

以降の画面についても同様です。 

 「見積明細」（システム導入費）の詳細画面が表示されます。 
 

◼ 「見積明細」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。 

［編集］ 対象レコードの編集画面が表示されます。 

※ソアスクでの使用を想定していない、Salesforce の標準アクションです。 

「見積明細」の編集は、「見積条件登録画面」の［見積］タブで行ってください。 

［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。 

［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。 
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◼ 「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。 

見積 ○ 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、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

［参照］詳細は、「2.3.2 見積の詳細情報」を参照してください。 

品目分類マスタ ○ 当レコードに紐づく「品目分類マスタ」の「品目分類名」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。 

契約要員 - ※ソアスク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。 

品目・サービスマスタ ○ 当レコードに紐づく「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、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

並び順 - 「見積」詳細画面の関連リストにある「見積明細」の並び順が表示されます。 

品目・サービス名 - 品目・サービス名が表示されます。 

 「品目・サービスマスタ」を参照して当レコードを登録した場合、「品目・サー

ビスマスタ」の「品目・サービス名」が表示されます。 

 手入力で登録した場合、入力した「品目・サービス名」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。 

品番 - 品番が表示されます。 

数量 - 数量が表示されます。 

受注タイプ - 受注タイプが表示されます。 

単位 - 単位が表示されます。 

備考 - 備考が表示されます。 

納品予定日 - 納品予定日が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

日割り対象 -  チェックが付いている場合、当レコードは日割り対象です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは日割り対象外です。 

金額情報 

標準価格 - 標準価格が表示されます。 

課税区分 - 課税区分が表示されます。 

マスタ単価 - マスタ単価が表示されます。 

※「単価マスタ」または「数量別単価マスタ」から選択された最適な単価です。 

税種 - 当レコードに紐づく「税種マスタ」の「名称」が表示されます。 

仕切率(%) - 仕切率(%)が表示されます。 

税率(%) - 当レコードに紐づく「税種マスタ」＞「税率マスタ」の「税率」が表示されます。 

単価 - 単価が表示されます。 

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

金額 - 「見積条件登録画面」の［見積タブ］で設定した、「見積明細」ごとの「合計

金額」が表示されます。 

［参照］上記の「合計金額」については、「2.2.2 見積を登録する」を参照

してください。 

軽減税率対象 -  チェックが付いている場合、当レコードは軽減税率対象です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは軽減税率対象外です。 

税率再計算対象 -  チェックが付いている場合、当レコードは税率再計算対象です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは税率再計算対象外です。 
 

※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（金額や税額など）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。 

要発注 -  チェックが付いている場合、当レコードは発注が必要です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは発注が不要です。 

仕入金額 - 「仕入単価」×「数量」×「利用期間(月数)」が表示されます。 

仕入先 ○ 当レコードに仕入先として紐づく「取引先」の「取引先名」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。 

仕入備考 - 仕入備考が表示されます。 

サブスクリプション 

利用期間(月数) - 利用期間が月数で表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

契約自動更新 -  チェックが付いている場合、当レコードは契約更新を行う予定です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは契約更新を行わない予定です。 

※上記の契約更新には、手動での契約更新も含まれます。 

利用開始日 - 利用開始日が表示されます。 

利用終了日 - 利用終了日が表示されます。 

月額 - 月額が表示されます。 

売上サイクル - 売上サイクルが表示されます。 

金額種別 - 金額種別が表示されます。 

請求サイクル - 請求サイクルが表示されます。 

初回請求予定日 - 初回請求予定日が表示されます。 

 

Point 仕入按分機能に関する項目は、デフォルトで非表示となっています。 

［参照］仕入按分機能については、「3.5.1 仕入按分機能について」を参照してください。 

デフォルトで非表示となっている項目を表示させたい場合は、高度なページレイアウトエディタを使用します。 
 

例）「見積明細」の詳細画面に「仕入サイクル」を表示する手順 

①「見積明細」のページレイアウト「QuoteDetail Layout v2」の編集画面を開きます。 

②「項目」のパレットで「Subscription Inbound Delivery Cycle」を選択し、ドラッグ＆ドロップで詳細画面の

先頭に配置します（場所は任意です）。ページレイアウトを保存します。 

③「見積明細」の詳細画面を表示すると、「仕入サイクル」の表示が追加されていることが確認できます。 

 

［参照］高度なページレイアウトエディタの使用については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.customize_layoutcustomize_pd.htm&language=ja 

 

Point 仕入按分機能で使用する「仕入サイクル」は、基本的に「売上サイクル」と同じ値が設定されます。 

ただし、「売上サイクル」＝「従量課金」の場合のみ、「仕入サイクル」がブランクとなります。 

受注確定時、「仕入サイクル」がブランクの「見積明細」レコードからは、「仕入明細」レコードが作成されませ

ん。 

 

Point 仕入按分機能で使用している非表示項目は、次のとおりです。 

「仕入サイクル」「仕入期間(月数)」「仕入期間余り日数(前期)」「仕入期間余り日数(後期)」 

「仕入期間前期日割り日数」「仕入期間後期日割り日数」 

※上記項目の値は表示項目から自動で設定されるため、表示されるように設定した場合でも、手動で値を

設定する必要はありません。 

https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.customize_layoutcustomize_pd.htm&language=ja
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◼ 「見積明細」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」に受注確定等で作成されたレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細は、「3.1.4 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。 
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2.3.4 商談にある見積のセクション 

「商談」詳細画面の関連リストにある「見積条件」「見積」のセクションについて説明します。 
 

当セクションでは、「見積条件」「見積」のレコードに対し、以下の操作が行えます。 

● 登録されているレコードの表示・切り替え・無効化（無効化後の有効化） 

● レコードの新規登録・編集・受注確定 
 

※関連リストにある「見積・受注・納品」のセクションには、表示項目を任意に追加することができます。 

［参照］関連リストへの表示項目の追加については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 

「商談」の詳細画面を開き、「見積条件」「見積」のセクションを表示させます。 

 「商談」の「最近参照したデータ」画面で、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、［得意先 A様向け商談］リンクをクリックします。 

 

 「商談」の詳細画面が表示されます。 

「見積条件」「見積」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、「見積条件」が 2件登録されています。 

「見積条件」のデフォルト表示です。 

「見積」のデフォルト表示です。 

スクロールバー等で下にスクロールします。 
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ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

見積条件 

［見積条件作成］ボタン 「見積条件登録画面」が表示されます。 

「商談」に新規の「見積条件」「見積」を登録する場合に使用します。 

［参照］「見積条件登録画面」については、「2.2.1 見積条件を登録する」を参照し

てください。 

［{見積条件名}］タブ 

または［その他］ 

強調表示されていないタブをクリックすると、表示が切り替わります。 

「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。 
 

 登録されている「見積条件」の「見積条件名」がタブに表示されます。 

新しい順に左から表示され、デフォルトで最新の「見積条件」が表示されます。 

 「見積条件名」がタブのエリア内に収まらない場合は、［その他］が表示されます。 

［その他］をクリックすると「見積条件名」が選択リストの形式で表示されるので、 

「見積条件」を切り替えたい場合は、対象の「見積条件名」を選択してください。 

 無効化されたレコードはタブの優先度が下がり、すべての有効なレコードのタブよりも

右に移動します。 

［{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。 

［参照］詳細は、「2.3.1 見積条件の詳細情報」を参照してください。 

［無効化］ボタン 

または［有効化］ボタン 

 ［無効化］ボタン 

対象レコードの「有効」からチェックが外され、レコードが無効化されます。 

「見積条件」に登録済みレコードがあり、有効なレコードの場合に表示されます。 

当レコードに紐づく「見積」も同時に無効化されます。 

 ［有効化］ボタン 

対象レコードの「有効」にチェックが付けられ、レコードが有効化されます。 

「見積条件」に登録済みレコードがあり、無効なレコードの場合に表示されます。 

当レコードに紐づく「見積」が同時に有効化されることはありません。 
 

※受注確定済みの「見積」レコードに紐づく「見積条件」レコードは、無効化することが

できません（ボタンが非活性化されます）。 

※無効化した「見積」の有効化は、「見積」のセクションで個別に行う必要があります。 

見積 

［見積作成］ボタン 「見積条件登録画面」が表示されます。 

「見積条件」に新規の「見積」を登録する場合に使用します。 

「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。 

［参照］「見積条件登録画面」については、「2.2.1 見積条件を登録する」を参照し

てください。 

［{見積番号}］タブ 

または［その他］ 

強調表示されていないタブをクリックすると、表示が切り替わります。 

「見積」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 
 

 登録されている「見積」の「見積番号」がタブに表示されます。 

新しい順に左から表示され、デフォルトで最新の「見積」が表示されます。 

 「見積番号」がタブのエリア内に収まらない場合は、［その他］が表示されます。 

［その他］をクリックすると「見積番号」が選択リストの形式で表示されるので、 

「見積」を切り替えたい場合は、対象の「見積番号」を選択してください。 

 無効化されたレコードはタブの優先度が下がり、すべての有効なレコードのタブよりも

右に移動します。 

［{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］詳細は、「2.3.2 見積の詳細情報」を参照してください。 
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ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

［編集］ボタン 「見積条件登録画面」が表示されます。 

対象レコードの「見積条件」「見積」を編集する場合に使用します。 

「見積」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

［無効化］ボタン 

または［有効化］ボタン 

 ［無効化］ボタン 

対象レコードの「有効」からチェックが外され、レコードが無効化されます。 

「見積」に登録済みレコードがあり、有効なレコードの場合に表示されます。 

当レコードが紐づく「見積条件」が同時に無効化されることはありません。 

 ［有効化］ボタン 

対象レコードの「有効」にチェックが付けられ、レコードが有効化されます。 

「見積」に登録済みレコードがあり、無効なレコードの場合に表示されます。 

当レコードが紐づく「見積条件」も同時に有効化されます。 
 

※受注確定済みの「見積」レコードは、無効化することができません（ボタンが非活性

化されます）。 

［受注確定］ボタン 「契約管理を自動で作成します。よろしいでしょうか？」という確認メッセージが表示され

ます。さらに［OK］ボタンをクリックすると、受注確定のバッチ処理が実行されます。 

「見積」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 
 

※対象レコードが無効化されているか、または受注確定済みの場合は、受注確定をす

ることができません（ボタンが非活性化されます）。 

［参照］受注確定については、「2.4 受注確定」を参照してください。 
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2.4 受注確定 

「商談」または「見積条件」の詳細画面で受注確定をします。 
 

［参照］受注確定前に見積データを確認する場合は、「2.3 見積データの確認」を参照してください。 
 

Point  自動で仕入データが作成されるようにする場合は、仕入按分機能を使用するための設定が必要です。 

［参照］仕入按分機能については、「3.5.1 仕入按分機能について」を参照してください。 

 「商談」を利用している場合は、「商談」「見積条件」のいずれの詳細画面でも受注確定をすることができ

ます。「商談」を利用していない場合は、「見積条件」の詳細画面でのみ受注確定をすることができます。 

 「商談」の詳細画面で受注確定をする場合は、次項に移動し、手順を進めてください。 

「見積条件」の詳細画面で受注確定をする場合は、「2.4.2 見積条件の詳細画面で受注確定をする」

に移動し、手順を進めてください。 
 

［参照］受注確定後は、「3 見積を登録し受注確定をする」を参照し、作成された各種データを確認してください。 

 

2.4.1 商談の詳細画面で受注確定をする 

 「商談」の「最近参照したデータ」画面で、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、［得意先 A様向け商談］リンクをクリックします。 

 

 「商談」の詳細画面が表示されます。「見積条件」のセクションで、対象の［{見積条件名}］タブをクリックします。 

ここでは例として、［見積条件_提案 1］タブをクリックします。 
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 表示が［見積条件_提案 1］タブに切り替わります。 

「見積」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。［受注確定］ボタンをクリックします。 

 

※［編集］ボタンをクリックすると、「見積条件登録画面」が表示され、見積データを編集することができます。 

［参照］上記画面の詳細は、「2.3.4 商談にある見積のセクション」を参照してください。 
 

注意  「見積条件」レコードが無効なレコードの場合は、受注確定をすることができません。 

「見積条件」レコードが有効なレコードであっても、紐づく「見積」レコードが無効なレコードの場合は、同様

に受注確定をすることができません。 

 受注確定をすることができないレコードの［受注確定］ボタンは、非活性化されます。 

［参照］レコードの無効化、および無効化後の有効化については、「2.3.4 商談にある見積のセクション」を

参照してください。 

 確認メッセージが表示されます。［OK］ボタンをクリックします。 

 

 バッチ処理が実行され、次のメッセージが表示されます（時間が経つと消えますが、完了ではありません）。 

 

受注確定前に見積データを編集したい場合は、

［編集］ボタンをクリックしてください。 

スクロールバー等で下にスクロールします。 

「見積」が複数登録されている場合は、

必要に応じて、タブを切り替えてください。 
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 「受注確定が完了しました。」というメッセージが表示されれば、受注確定は完了です。 

 
 

Point 「設定マスタ」（設定情報）の「商談フェーズ（受注確定）」にフェーズが設定されている場合は、受注確定

によって、「商談」の「フェーズ」が「商談フェーズ（受注確定）」のフェーズに置き換わります。 

［参照］「設定マスタ」（設定情報）については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 

［参照］エラーとなった場合は、「2.4.3 バッチ処理がエラーとなった場合について」を参照してください。 
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2.4.2 見積条件の詳細画面で受注確定をする 

 ［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、［見積条件_提案 1］リンクをクリックします。 

 

 「見積条件」の詳細画面が表示されます。次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。 

⚫ 関連見積・受注・納品一覧/Related Quote, SalesOrder, Delivery 

 

 対象の「見積」にチェックを付け、［受注確定］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、件名「見積_提案 1」にチェックを付け、［受注確定］ボタンをクリックします。 

 

※［編集］リンクをクリックすると、「見積条件登録画面」が表示され、見積データを編集することができます。 

スクロールバー等で下にスクロールします。 

受注確定前に見積データを編集したい場合は、

［編集］リンクをクリックしてください。 



｜ 2.新規契約 ｜ 2.4.受注確定 ｜ 

74 

注意  「見積条件」レコードが無効なレコードの場合は、受注確定をすることができません。 

「見積条件」レコードが有効なレコードであっても、紐づく「見積」レコードが無効なレコードの場合は、同様

に受注確定をすることができません。 

 受注確定をすることができないレコードの［受注確定］ボタンは、画面に表示されません。 

画面に表示されるのは、［{見積条件名}］リンクのみです。 

［参照］レコードの無効化、および無効化後の有効化については、「2.3.4 商談にある見積のセクション」を

参照してください。 

 新規契約時、同じ「見積条件」で複数の「見積」にチェックを付けて受注確定をすると、結果として複数の

「契約管理」が新規に作成されます。ただし、「見積条件」に紐づく「契約管理」は常に 1件であるため、 

「見積条件」に紐づいていない「契約管理」のレコードが残ってしまいます。 

このことから、新規契約時、同じ「見積条件」で複数の「見積」にチェックを付けて受注確定をすることは、

お勧めしません。 

 確認メッセージが表示されます。［決定］ボタンをクリックします。 

 

 バッチ処理が実行され、処理が完了するまで次のメッセージが表示されます。 

 

 「受注確定が完了しました。」というメッセージが表示されれば、受注確定は完了です。 

 
 

Point 「商談」を利用している場合は、次のとおりとなります。 

「設定マスタ」（設定情報）の「商談フェーズ（受注確定）」にフェーズが設定されている場合は、受注確定

によって、「商談」の「フェーズ」が「商談フェーズ（受注確定）」のフェーズに置き換わります。 

［参照］「設定マスタ」（設定情報）については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 

［参照］エラーとなった場合は、「2.4.3 バッチ処理がエラーとなった場合について」を参照してください。 
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2.4.3 バッチ処理がエラーとなった場合について 

受注確定時のバッチ処理がエラーとなった場合に、詳細について確認する手順を説明します。 
 

※見積データ登録後、受注確定に関わるオブジェクトの入力規則を作成した場合は、エラーとなる可能性があります。 

［参照］入力規則については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fields_about_field_validation.htm&language=ja 

 

Point  見積データ入力時のエラーではなく、受注確定のバッチ処理でエラーとなるケースを想定しています。 

［参照］見積データの登録については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

 入力規則を作成する際に、あえて登録済みの見積データがエラーとなる条件を設定します。 

 バッチ処理の終了時、エラーに関する情報が「バックグラウンド処理履歴」のレコードとして作成されます。 

※正常終了した場合にも、「バックグラウンド処理履歴」のレコードが作成されます。 

 画面に表示されるエラーメッセージには、エラーの対象処理を示す「レコード ID」が含まれています。 

この「レコード ID」を基に、「バックグラウンド処理履歴」の詳細画面を開きます。 
 

※正常終了した場合の「バックグラウンド処理履歴」の確認は、アプリケーションランチャー経由で行います。 

［参照］詳細は、「6.2.3 バックグラウンド処理履歴を確認する」を参照してください。 

 

見積データは登録済みの状態とします。 

そのあとでオブジェクト「見積」に、次のような入力規則を作成しています。 
 

 

● ルール名：If_the_subject_is_empty 

● エラー条件式：appsfs__fs_Subject__c = '' 

● エラーメッセージ：件名を入力してください。 
 

Point  「ルール名」は任意です（文字制限については、Point下の Salesforce ヘルプを参照してください）。 

 「エラー条件式」は、「見積」の「件名」がブランクの場合にエラーとなるように設定しています。 

 「エラーメッセージ」は、「バックグラウンド処理履歴」の「エラーメッセージ（概要）」および「エラーメッセージ」

に設定されます（バッチ処理のエラーメッセージには表示されません。）。 

 見積データが登録済みの状態で入力規則を作成するのは、あくまで、受注確定のバッチ処理がエラーとな

るケースを示すためです。 

入力規則の本来の目的は、データ入力時に不正な値が含まれていないかチェックをすることです。 

入力規則の作成後に見積データを入力すると、不正な値が含まれている場合は、入力データを保存しよ

うとした際にエラーとなります。そのため、不正な見積データが登録されることはありません。 
 

［参照］入力規則の各項目については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fields_validation_rules_fields.htm&language=ja 

 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fields_about_field_validation.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fields_validation_rules_fields.htm&language=ja
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受注確定のバッチ処理を実行します（エラーとなって終了）。 

エラーメッセージに付与される「レコード ID」を基に、「バックグラウンド処理履歴」の詳細画面を開きます。 

 新規契約または契約変更で、受注確定のバッチ処理を実行します。 

［参照］新規契約の場合は「2.4 受注確定」を、契約変更の場合は「5.3 受注確定」を参照してください。 

 バッチ処理がエラーとなって終了し、次のようなエラーメッセージが表示されます。 

メッセージの最後に付与されている「レコード ID」（括弧を含まない 18桁の英数字）をコピーします。 

 

 詳細画面のアドレスバーを見ると、「レコード ID」と同様に、18桁の英数字が表示されている場所があります。 
 

◼ 「商談」の詳細画面（上書き前） 

 

◼ 「見積条件」の詳細画面（上書き前） 

 

 この場所に、手順 2 でコピーした「レコード ID」を上書きし、［Enter］キーを押下します。 
 

◼ 「商談」の詳細画面（上書き後） 

 

◼ 「見積条件」の詳細画面（上書き後） 

 

 「バックグラウンド処理履歴」の詳細画面が表示されます。これは、処理の概要が記録された親レコードです。 

より詳細な内容が記録された子レコードを確認するため、［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。「関連バックグラウンド処理履歴」の［No］リンクをクリックします。 

 

 「バックグラウンド処理履歴」の詳細画面（子レコード）が表示されます。 

エラーの原因をエラーメッセージで確認し、［処理対象レコード URL］リンクをクリックします。 

 

［参照］各項目の説明については、「6.2.3 バックグラウンド処理履歴を確認する」を参照してください。 
 

注意 ［処理対象レコード URL］リンクをクリックすると、次のメッセージが表示されることがあります。 

 

一度に複数の「見積」を選択して受注確定のバッチ処理を実行すると、システム上の制限によって、エラーとな

ったレコードが特定できません。そのため、このようなメッセージが表示されます。 
 

上記のメッセージが表示された場合は、以下のような対処を行ってください。 

 受注確定時に選択した「見積」を参照し、目視で入力規則と比較する。 

※入力規則に問題がないかについても、確認してください。 

 「見積」を 1件ずつに分けて、受注確定のバッチ処理を再度実行する。 
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 「見積」の詳細画面が表示されます。「件名」がブランクで、入力規則に反していることが確認できます。 

バッチ処理がエラーとなった場合の確認は完了です。 
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  見積を登録し受注確定をする 
見積データを登録し受注確定をすると、「受注」や「納品」などの各種データが自動で作成されます。 

作成された各種データについて、どのような手順で確認するか説明します。 

 

 

◼ 受注確定以降に作成されるデータ 
 

 

購買管理に関するデータ 

販売管理に関するデータ 

契約管理に関するデータ 

受注データ 

納品データ 

請求データ 

契約管理データ 

発注データ 

受注明細データ 

納品明細データ 

請求明細データ 

契約ライセンスデータ 

発注明細データ 

※1 販売管理、契約管理、および購買管理のデータが自動で作成されます。 ［受注確定］ 

［請求締め］ 
※3 受注確定後に請求締めを行うと、請求データが

作成されます。請求データの作成については、次

の 4章で説明します。 

※5 「見積」で「仕入先」を設定した明細の

み、発注データが作成されます。 

紐づく購買データも自動で作成されま

す。 

※2 「商談」を利用している場合は、 

紐づく販売データも自動で作成されます。 

※4 契約管理データは、新規契約で新規に

作成されます。契約変更でライセンスの

追加や洗い替えを行う対象データとなり

ます。 

仕入データ 

仕入明細データ 

※6 「設定マスタ」（設定情報）の「仕入自

動作成」にチェックが付いている場合は、 

発注データ作成時に仕入按分機能によ

って、仕入データも作成されます。 
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3.1 受注データの確認 

受注確定によって作成された受注データ（受注、受注明細）を確認します。 

● 「商談」を利用している場合は、「商談」詳細画面の関連リストにある「受注」のセクションで確認します。 

● 「商談」を利用していない場合は、「見積条件」詳細画面の［詳細］タブにある次のセクションで確認します。 

・ 関連見積・受注・納品一覧/Related Quote, SalesOrder, Delivery 

 

3.1.1 商談から受注データを確認する 

 「商談」の「最近参照したデータ」画面で、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、［得意先 A様向け商談］リンクをクリックします。 

 

 「商談」の詳細画面が表示されます。 

「見積条件」のセクションで、対象の［{見積条件名}］タブをクリックします。 

「2.4.1 商談の詳細画面で受注確定をする」で受注確定をした［見積条件_提案 1］タブをクリックします。 

 
 

Point 受注確定をした見積データが最新の見積データではない場合は、受注・納品データを確認する前に、対象の

［{見積条件名}］タブ、および対象の［{見積番号}］タブに切り替えておく必要があります。 
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 「見積・受注・納品」の表示が［見積条件_提案 1］タブに切り替わります。 

「受注」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。［{受注番号}］リンクをクリックします。 

 

 「受注」の詳細画面が表示されます。内容を確認し、［関連］タブをクリックします。 

 

［参照］「受注」の詳細情報については、「3.1.3 受注の詳細情報」を参照してください。 

スクロールバー等で下にスクロールします。 
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 表示が［関連］タブに切り替わります。「受注明細」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「システム導入費」の［{受注明細番号}］リンクをクリックします。 

 

 「受注明細」の詳細画面が表示されます。内容を確認します。「商談」からの受注データの確認は完了です。 

 

［参照］「受注明細」の詳細情報については、「3.1.4 受注明細の詳細情報」を参照してください。 
 

Point 受注データの数量や単価を変更しても、金額や合計金額などの項目は変更されない仕様となっています。 

受注データを確認した結果、数量や単価などの修正が必要になった場合は、契約変更のライセンス洗替を

行ってください。 

［参照］契約変更のライセンス洗替については、「5 契約変更」を参照してください。 
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3.1.2 見積条件から受注データを確認する 

 ［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、［見積条件_提案 1］リンクをクリックします。 

 

 「見積条件」の詳細画面が表示されます。 

次のセクションの「受注」エリアが表示されるまで、画面を下にスクロールします。 

⚫ 関連見積・受注・納品一覧/Related Quote, SalesOrder, Delivery 

 

 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「見積_提案 1」の［{受注番号}］リンクをクリックします。 

 

スクロールバー等で下にスクロールします。 

受注確定で「見積」の「件名」が 

引き継がれます。 
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 「受注」の詳細画面が表示されます。内容を確認し、［関連］タブをクリックします。 

 

［参照］「受注」の詳細情報については、「3.1.3 受注の詳細情報」を参照してください。 

 表示が［関連］タブに切り替わります。「受注明細」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「システム導入費」の［{受注明細番号}］リンクをクリックします。 

 

 「受注明細」の詳細画面が表示されます。内容を確認します。 

「見積条件」からの受注データの確認は完了です。 

 

［参照］「受注明細」の詳細情報については、「3.1.4 受注明細の詳細情報」を参照してください。 
 

Point 受注データの数量や単価を変更しても、金額や合計金額などの項目は変更されない仕様となっています。 

受注データを確認した結果、数量や単価などの修正が必要になった場合は、契約変更のライセンス洗替を

行ってください。 

［参照］契約変更のライセンス洗替については、「5 契約変更」を参照してください。 
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3.1.3 受注の詳細情報 

 「3.1.1 商談から受注データを確認する」の手順 1～3、または「3.1.2 見積条件から受注データを確認する」の 

手順 1～4 で「受注」の詳細画面を開きます。 
 

◼ 「受注」詳細画面のアクション 

 

※上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。 

以降の画面についても同様です。 
 

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］ 対象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。 

［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。 

［明細分割］ 「明細の分割」画面が表示されます。 

※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 

［発注自動作成］ 「発注自動作成画面」が表示されます。 

※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 
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◼ 「受注」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

受注番号 - 「受注」レコード作成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。 

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。 

件名 - 件名が表示されます。 

販売 ○ 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、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

主担当者 ○ 当レコードに主担当者として紐づく「要員マスタ」の「要員氏名」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 ○ 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、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

［参照］詳細は、「2.3.2 見積の詳細情報」を参照してください。 

仕切率(%) - 仕切率(%)が表示されます。 

納品済 -  チェックが付いている場合、当レコードに紐づく「受注明細」がすべて納品済

となっています。 

 チェックが付いていない場合、当レコードに紐づく「受注明細」に納品済とな

っていないレコードがあります。 

部門 ○ 当レコードに紐づく「部門マスタ」の「部門」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。 

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」

の「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る ID です。 

契約管理 ○ 当レコードと紐づく「契約管理」の「契約名」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。 

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」

＞「会計設定」の「税額計算方法」が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

ワーク番号 ○ ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 

ワーク名 - ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 

受注情報 

受注日 - 受注日が表示されます。 

直送 -  チェックが付いている場合、納品が直送の扱いです。 

 チェックが付いていない場合、納品が託送の扱いです。 

出荷先 ○ 当レコードに出荷先として紐づく「取引先」の「取引先名」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。 

備考 - 備考が表示されます。 

プロジェクト計画情報    ※ソアスク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。 

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） 
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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」に受注確定等で作成されたレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細は、「3.1.4 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    ※「受注明細」「税種別合計(受注)」「納品」共通です。 

［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。 

［新規］ボタン 「新規税種別合計(受注)」画面が表示されます。 

［{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。 

納品 

［新規］ボタン 「納品登録画面」が表示されます。 

※ソアスクでは受注確定で「納品」を作成するため、使用しません。 

［{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」に受注確定で作成されたレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細は、「3.2.3 納品の詳細情報」を参照してください。 

［{納品先}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「納品」に受注確定で作成されたレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細は、「3.2.3 納品の詳細情報」を参照してください。 
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3.1.4 受注明細の詳細情報 

 「3.1.1 商談から受注データを確認する」の手順 1～5、または「3.1.2 見積条件から受注データを確認する」の 

手順 1～6 で「受注明細」の詳細画面を開きます。 
 

◼ 「受注明細」詳細画面のアクション 

 

※上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。 

以降の画面についても同様です。 
 

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。 

［編集］ 対象レコードの編集画面が表示されます。 

※ソアスクでの使用を想定していない、Salesforce の標準アクションです。 

［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。 

［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。 

 

◼ 「受注明細」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 

受注明細番号 - 「受注明細」レコード作成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。 

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。 

品目分類マスタ ○ 当レコードに紐づく「品目分類マスタ」の「品目分類名」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 ○ 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、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

［参照］詳細は、「3.1.3 受注の詳細情報」を参照してください。 

品目・サービスマスタ ○ 当レコードに紐づく「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、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

契約要員 ○ ※ソアスク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。 

品目・サービス名 - 品目・サービス名が表示されます。 

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

す。 

品番 - 品番が表示されます。 

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。 

受注タイプ - 受注タイプが表示されます。 

数量 - 数量が表示されます。 

備考 - 備考が表示されます。 

単位 - 単位が表示されます。 

品目・サービスマスタ 発注タイプ - 当レコードに紐づく「品目・サービスマスタ」の「発注タイプ」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×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。 

納品済 -  チェックが付いている場合、当レコードは納品済です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは納品済ではありません。 

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 -  チェックが付いている場合、当レコードは日割り対象です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは日割り対象外です。 

金額情報 

標準価格 - 標準価格が表示されます。 
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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。 

マスタ単価 - マスタ単価が表示されます。 

※「単価マスタ」または「数量別単価マスタ」から選択された最適な単価です。 

税種 - 当レコードに紐づく「税種マスタ」の「名称」が表示されます。 

仕切率(%) - 仕切率(%)が表示されます。 

税率(%) - 当レコードに紐づく「税種マスタ」＞「税率マスタ」の「税率」が表示されます。 

単価 - 単価が表示されます。 

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

金額 - 「見積明細」の「金額」が設定・表示されます。 

［参照］詳細は、「2.3.3 見積明細の詳細情報」を参照してください。 

シリアル No管理 - ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 

軽減税率対象 -  チェックが付いている場合、当レコードは軽減税率対象です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは軽減税率対象外です。 

税率再計算対象 -  チェックが付いている場合、当レコードは税率再計算対象です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは税率再計算対象外です。 
 

※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（金額や税額など）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。 

要発注 -  チェックが付いている場合、当レコードは発注が必要です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは発注が不要です。 

仕入金額 - 「見積明細」の「仕入金額」が設定・表示されます。 

［参照］詳細は、「2.3.3 見積明細の詳細情報」を参照してください。 

仕入先 ○ 当レコードに仕入先として紐づく「取引先」の「取引先名」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。 

仕入備考 - 仕入備考が表示されます。 

請求設定    ※ソアスク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 

利用期間(月数) - 利用期間が月数で表示されます。 

契約自動更新 -  チェックが付いている場合、当レコードは契約更新を行う予定です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは契約更新を行わない予定です。 

※上記の契約更新には、手動での契約更新も含まれます。 

利用開始日 - 利用開始日が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

利用終了日 - 利用終了日が表示されます。 

月額 - 月額が表示されます。 

金額種別 - 金額種別が表示されます。 

売上サイクル - 売上サイクルが表示されます。 

請求サイクル - 請求サイクルが表示されます。 

関連情報 

見積明細 ○ 当レコードが紐づく「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、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

［参照］詳細は、「2.3.3 見積明細の詳細情報」を参照してください。 

 

Point 仕入按分機能に関する項目は、デフォルトで非表示となっています。 

［参照］仕入按分機能については、「3.5.1 仕入按分機能について」を参照してください。 

デフォルトで非表示となっている項目を表示させたい場合は、高度なページレイアウトエディタを使用します。 
 

例）「受注明細」の詳細画面に「仕入サイクル」を表示する手順 

①「受注明細」のページレイアウト「SalesOrderDetail Layout v2」の編集画面を開きます。 

②「項目」のパレットで「Subscription Inbound Delivery Cycle」を選択し、ドラッグ＆ドロップで詳細画面の

先頭に配置します（場所は任意です）。ページレイアウトを保存します。 

③「受注明細」の詳細画面を表示すると、「仕入サイクル」の表示が追加されていることが確認できます。 

 

［参照］高度なページレイアウトエディタの使用については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.customize_layoutcustomize_pd.htm&language=ja 

 

Point 仕入按分機能で使用している非表示項目は、次のとおりです。 

「仕入サイクル」「仕入期間(月数)」「仕入期間余り日数(前期)」「仕入期間余り日数(後期)」 

「仕入期間前期日割り日数」「仕入期間後期日割り日数」 

※上記項目の値は「見積明細」から引き継がれ自動で設定されるため、表示されるように設定した場合で

も、手動で設定する必要はありません。 

 

https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.customize_layoutcustomize_pd.htm&language=ja
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◼ 「受注明細」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」に受注確定で作成されたレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細は、「3.2.4 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    ※「納品明細」「発注明細」共通です。 

［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。 

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」に受注確定で作成されたレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細は、「3.4.3 発注明細の詳細情報」を参照してください。 

［{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。 

「発注明細」に受注確定で作成されたレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細は、「3.4.2 発注の詳細情報」を参照してください。 
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3.2 納品データの確認 

受注確定によって作成された納品データ（納品、納品明細）を確認します。 

● 「商談」を利用している場合は、「商談」詳細画面の関連リストにある「納品」のセクションで確認します。 

● 「商談」を利用していない場合は、「見積条件」詳細画面の［詳細］タブにある次のセクションで確認します。 

・ 関連見積・受注・納品一覧/Related Quote, SalesOrder, Delivery 

 

3.2.1 商談から納品データを確認する 

 「3.1.1 商談から受注データを確認する」の手順 1～2で、「商談」の詳細画面を開き、「見積条件」のセクション

で［見積条件_提案 1］タブをクリックします。 

 「見積・受注・納品」の表示が［見積条件_提案 1］タブに切り替わります。 

「納品」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。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、全 12件のうち 2番目に作成されたレコードの［{納品番号}］リンクをクリックします。 

 
 

Point 利用期間＝12 ヶ月、「売上サイクル」＝「毎月」で作成された「納品」レコードのため、全 12件となります。 

※「利用終了日」の日にち＝「組織売上計上日にち」（設定マスタ（自社会計情報））＝「末日」の設定

です。 

「利用終了日」の日にち＞「組織売上計上日にち」の場合は、「納品」レコードが 1件多く作成されます。 

 

Point 売上を月中で 2 つに分割していた場合でも、「納品日」と売上対象期間（売上対象期間開始～売上対 

象期間終了）を基に、「納品」レコードが昇順に並びます。 

［参照］売上を月中で分割する手順については、「3.2.5 赤伝票の納品明細について」の「売上を月中で

分割するパターン」を参照してください。 

スクロールバー等で下にスクロールします。 

12 ヶ月分の［{納品番号}］リンクが表示されています。 
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 「納品」の詳細画面が表示されます。内容を確認し、［関連］タブをクリックします。 

 

［参照］「納品」の詳細情報については、「3.2.3 納品の詳細情報」を参照してください。 

 表示が［関連］タブに切り替わります。「納品明細」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「システム利用月額」の［{納品明細番号}］リンクをクリックします。 

 

 「納品明細」の詳細画面が表示されます。内容を確認します。「商談」からの納品データの確認は完了です。 

 

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

「システム導入費」は契約開始月のレコードには 

ありますが、次月以降は発生しないため、 

「システム利用月額」のみとなります。 
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3.2.2 見積条件から納品データを確認する 

 「3.1.2 見積条件から受注データを確認する」の手順 1～2 で「見積条件」の詳細画面を開きます。 

 次のセクションの「納品」エリアが表示されるまで、画面を下にスクロールします。 

⚫ 関連見積・受注・納品一覧/Related Quote, SalesOrder, Delivery 

 

 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、全 12件のうち 2番目に作成されたレコードの［{納品番号}］リンクをクリックします。 

 
 

Point 利用期間＝12 ヶ月、「売上サイクル」＝「毎月」で作成された「納品」レコードのため、全 12件となります。 

※「利用終了日」の日にち＝「組織売上計上日にち」（設定マスタ（自社会計情報））＝「末日」の設定

です。 

「利用終了日」の日にち＞「組織売上計上日にち」の場合は、「納品」レコードが 1件多く作成されます。 

 

Point 売上を月中で 2 つに分割していた場合でも、「納品日」と売上対象期間（売上対象期間開始～売上対 

象期間終了）を基に、「納品」レコードが昇順に並びます。 

［参照］売上を月中で分割する手順については、「3.2.5 赤伝票の納品明細について」の「売上を月中で

分割するパターン」を参照してください。 

スクロールバー等で下にスクロールします。 

受注確定で、すべての「納品」に 

「見積」の「件名」が引き継がれます。 
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 「納品」の詳細画面が表示されます。内容を確認し、［関連］タブをクリックします。 

 

［参照］「納品」の詳細情報については、「3.2.3 納品の詳細情報」を参照してください。 

 表示が［関連］タブに切り替わります。「納品明細」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「システム利用月額」の［{納品明細番号}］リンクをクリックします。 

 

 「納品明細」の詳細画面が表示されます。内容を確認します。 

「見積条件」からの納品データの確認は完了です。 

 

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

Point 納品データの数量や単価を変更しても、金額や合計金額などの項目は変更されない仕様となっています。 

納品データを確認した結果、数量や単価などの修正が必要になった場合は、契約変更のライセンス洗替を

行ってください。 

［参照］契約変更のライセンス洗替については、「5 契約変更」を参照してください。 

「システム導入費」は契約開始月の 

レコードにはありますが、次月以降は

発生しないため、月額のみとなります。 
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3.2.3 納品の詳細情報 

 「3.2.1 商談から納品データを確認する」の手順 1～2、または「3.2.2 見積条件から納品データを確認する」の 

手順 1～3 で「納品」の詳細画面を開きます。 
 

◼ 「納品」詳細画面のアクション 

 

※上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。 

以降の画面についても同様です。 
 

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］ 対象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。 

［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］ 「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］ 「納品 レコードタイプを変更」画面が表示されます。 

※レコードタイプを「ロック」に変更すると、請求済の「納品」レコードを簡単に編集・削除

することができなくなります。 

［参照］納品データのロックについては、 

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

［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。 
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アクション名 クリック時の動作 

［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、以下の設定が必要です。 

・ 承認プロセス 

・ 項目自動更新 

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

https://help.salesforce.com/articleView?id=approvals_getting_start

ed.htm&language=ja 

［参照］項目自動更新については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?id=workflow_managing_fie

ld_updates.htm&language=ja 

 

◼ 「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」レコード作成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。 

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。 

件名 - 件名が表示されます。 

販売 ○ 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、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

主担当者 ○ 当レコードに主担当者として紐づく「要員マスタ」の「要員氏名」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 ○ 当レコードに請求先として紐づく「取引先」の「取引先名」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(%)が表示されます。 

請求済 -  チェックが付いている場合、当レコードに紐づく「納品明細」がすべて請求済

となっています。 

 チェックが付いていない場合、当レコードに紐づく「納品明細」に請求済とな

っていないレコードがあります。 

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

表示 
説明 

帳票タイプ - ※現在は使用していない項目です。 

分割連番 - 分割連番が表示されます。 

以下の条件をいずれも満たした場合は、ひと月分の「納品」が請求締日を境

に 2 つに分割されます。 

 「設定マスタ」（自社会計情報）の「請求締日と売上計上日で売上を分

割する」にチェックが付いている。 

 当レコードが紐づく「見積条件」の「請求締日にち」と「設定マスタ」（自社

会計情報）の「組織売上計上日にち」が異なる。 
 

分割された「納品」の分割連番には、「1」または「2」が自動で設定されます。 

 請求締日以前の「納品」の場合、「1」が設定されます。 

 請求締日よりもあとの「納品」の場合、「2」が設定されます。 
 

［参照］「設定マスタ」（自社会計情報）については、 

「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

部門 ○ 当レコードに紐づく「部門マスタ」の「部門」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 ○ 当レコードに紐づく「取引先」代表の「取引先名」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。 

受注情報 

受注 ○ 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、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

納品情報 

納品先 ○ 当レコードに納品先として紐づく「取引先」の「取引先名」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。 

納品先責任者 ○ 当レコードに納品先責任者として紐づく「取引先責任者」の「名前」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。 

納品日 - 納品日が表示されます。 

［参照］作成される「納品」レコードの件数、および「納品日」の設定につい

ては、次ページの Point（下）を参照してください。 

納品区分 - 納品区分が表示されます。 

納品書発行日 - 納品書発行日が表示されます。 

直送 -  チェックが付いている場合、納品が直送の扱いです。 

 チェックが付いていない場合、納品が託送の扱いです。 

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。 

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 

8%税額 - 8%税額合計が表示されます。 

当項目はサンプルですが、以下のことをすべて行うと表示されるようになりま

す。 

 「税種マスタ」に名称が「消費税（軽減税率）」のレコードを登録します。 

 上記レコードに税率 8%の「税率マスタ」を紐づけ登録します。 

 「品目・サービスマスタ」（8%税額対象）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。 

当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なります。 

 「品目・サービスマスタ」（10%税額対象）の「税種」に「消費税」を設定

します。 
 

※「税種マスタ」には「消費税」のレコードがデフォルトで登録されていて、紐づく

「税率マスタ」の税率は 10%に設定されています。 

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されている項目です。 

必要に応じて、組織の用途に合わせた別の項目を作成してください。 

 

Point 受注確定時に作成される「納品」レコードの件数、および「納品日」の設定について説明します。 

①受注確定時に作成される「納品」レコードの件数は基本的に、利用期間÷「売上サイクル」となります。 

例 1）利用期間＝12 ヶ月、「売上サイクル」＝「毎月」：作成される「納品」レコードの件数は 12 です。 

例 2）利用期間＝36 ヶ月、「売上サイクル」＝「毎年」：作成される「納品」レコードの件数は 3 です。 
 

※「利用終了日」の日にち＞「組織売上計上日にち」の場合は、作成される「納品」レコードの件数が上記よ

りも 1件多くなります。これは、売上計上日後の端数日分が、翌月（翌年）に計上されるためです。 

［参照］「組織売上計上日にち」については、「ソアスク セットアップガイド」の「設定マスタ」（自社会計情

報）を参照してください。 

※「売上サイクル」＝「初期費用」の場合は、利用開始年月の「納品」レコードが 1件のみ作成されます。 

※「売上サイクル」＝「従量課金」の場合は、「納品」レコードを含む納品データが受注確定時に作成されま

せん。納品データは、従量課金機能を使用して任意に作成します。 

［参照］「売上サイクル」＝「従量課金」の場合については、「8.1 従量課金機能」を参照してください。 
 

②「納品日」は、「納品」レコードの納品月（年）ごとに「組織売上計上日にち」が設定されます。 

例 1）利用期間＝2022/01/01～2022/12/28（12 ヶ月）、「売上サイクル」＝「毎月」、 

      「組織売上計上日にち」＝「28」：初月分レコードの「納品日」＝2022/01/28 となります。 

      同様に、翌月分以降 12月分までの「納品日」＝2022/{納品月}/28 となります。 

例 2）利用期間＝2022/01/01～2024/12/31（36 ヶ月）、「売上サイクル」＝「毎年」、 

      「組織売上計上日にち」＝「末日」：初年分レコードの「納品日」＝2022/01/31 となります。 

      同様に、翌年分以降 2024年分までの「納品日」＝{納品年}/01/31 となります。 
 

※「売上サイクル」＝「初期費用」の場合は、利用開始年月の「組織売上計上日にち」が設定されます。 

［参照］「売上サイクル」＝「従量課金」の場合については、「8.1 従量課金機能」を参照してください。 
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◼ 「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」に受注確定で作成されたレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細は、「3.2.4 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    ※「納品明細」「税種別合計(納品)」共通です。 

［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。 

［新規］ボタン 「新規税種別合計(納品)」画面が表示されます。 

［{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。 
 

※請求締め以外の方法で、請求データを作成する場合に使用します。 

［参照］詳細は、「8.3 請求データの作成（請求締め以外の方法）」を参照してく

ださい。 

 



｜ 3.見積を登録し受注確定をする ｜ 3.2.納品データの確認 ｜ 

103 

3.2.4 納品明細の詳細情報 

 「3.2.1 商談から納品データを確認する」の手順 1～4、または「3.2.2 見積条件から納品データを確認する」の 

手順 1～5 で「納品明細」の詳細画面を開きます。 
 

◼ 「納品明細」詳細画面のアクション 

 

※上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。 

以降の画面についても同様です。 
 

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。 

［編集］ 対象レコードの編集画面が表示されます。 

※ソアスクでの使用を想定していない、Salesforce の標準アクションです。 

［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。 

［レコードタイプを変更］ 「納品明細 レコードタイプを変更」画面が表示されます。 

※レコードタイプを「ロック」に変更すると、請求済の「納品明細」レコードを簡単に編集・

削除することができなくなります。 

［参照］納品データのロックについては、 

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

［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。 
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◼ 「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」レコード作成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。 

納品 ○ 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、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

品目分類マスタ ○ 当レコードに紐づく「品目分類マスタ」の「品目分類名」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 - 「納品」詳細画面の［関連］タブにある「納品明細」の並び順が表示されま

す。 

品目・サービスマスタ ○ 当レコードに紐づく「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、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

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。 

品目・サービス名 - 品目・サービス名が表示されます。 

利用数 - 利用数が表示されます。 

※従量課金用の数量内訳項目です。 

［参照］詳細は、「8.1.5 従量課金用の数量内訳項目について」を参照し

てください。 

品番 - 品番が表示されます。 

固定利用枠 - 固定利用枠が表示されます。 

※従量課金用の数量内訳項目です。 

［参照］詳細は、「8.1.5 従量課金用の数量内訳項目について」を参照し

てください。 

備考 - 備考が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

数量 - 数量が表示されます。 

従量課金 ○ 当レコードに紐づく「従量課金」の「件名」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。 

単位 - 単位が表示されます。 

請求締日 - 請求締日が表示されます。 

計上日 - 計上日が表示されます。 

計上日は、「設定マスタ」（自社会計情報）の「組織売上計上日にち」の値

を軸に、「見積明細」の「利用開始日」～「利用終了日」の期間で区切った

日付で算出されます。 

※売上締め済の年月に当レコードが作成された場合は、売上締め済の年月

より先の日付で直近の計上日に調整されます。 

例として、当レコードの計上日が 4/30になる想定で、かつ同年 4月が売上

締め済であり、かつ「設定マスタ」（自社会計情報）の「組織売上計上日

にち」が末日の場合は、計上日が 5/31 に調整されます。 

上記で、同年 4月が売上締め済ではなかった場合は、調整が行われない 

ため、計上日は 4/30 のままです。 

日割り対象 -  チェックが付いている場合、当レコードは日割り対象です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは日割り対象外です。 

請求済 -  チェックが付いている場合、当レコードは請求済です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは請求済ではありません。 

※当レコードを対象に請求締めを行うと、チェックが付きます。 

［参照］詳細は、「4 請求締め」を参照してください。 

年額設定 -  チェックが付いている場合、当レコードは「金額種別」が「年額」です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは「金額種別」が「年額」以外で

す。 

売上締め済 -  チェックが付いている場合、当レコードは売上締め済です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは売上締め済ではありません。 

※当レコードを対象に売上締めを行うと、チェックが付きます。 

［参照］詳細は、「8.2 納品明細の売上締めについて」を参照してください。 

利用範囲下限 - 利用範囲下限が表示されます。 

※従量課金用の数量内訳項目です。 

［参照］詳細は、「8.1.5 従量課金用の数量内訳項目について」を参照し

てください。 

利用範囲上限 - 利用範囲上限が表示されます。 

※従量課金用の数量内訳項目です。 

［参照］詳細は、「8.1.5 従量課金用の数量内訳項目について」を参照し

てください。 

金額情報 

標準価格 - 標準価格が表示されます。 

課税区分 - 課税区分が表示されます。 

マスタ単価 - マスタ単価が表示されます。 

※「単価マスタ」または「数量別単価マスタ」から選択された最適な単価です。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

税率(%) - 当レコードに紐づく「税種マスタ」＞「税率マスタ」の「税率」が表示されます。 

仕切率(%) - 仕切率(%)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。 

単価 - 単価が表示されます。 

金額 - 「見積明細」に設定された「単価」「数量」「金額種別」「利用期間(月数)」

「売上サイクル」等の項目から算出された金額が表示されます。 

※当レコードが日割り対象の場合は、日割り計算も行われます。 

［参照］日割り計算については、「9.2 見積明細の日割り計算について」を

参照してください。 

軽減税率対象 -  チェックが付いている場合、当レコードは軽減税率対象です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは軽減税率対象外です。 

税率再計算対象 -  チェックが付いている場合、当レコードは税率再計算対象です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは税率再計算対象外です。 
 

※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（金額や税額など）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    ※初回の「納品」に紐づくレコードのみ有効です。2回目以降は、すべての項目がブランクとなります。 

仕入単価 - 仕入単価が表示されます。 

仕入先 ○ 当レコードに仕入先として紐づく「取引先」の「取引先名」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。 

仕入金額 - 「見積明細」の「仕入金額」が設定・表示されます。 

［参照］詳細は、「2.3.3 見積明細の詳細情報」を参照してください。 

仕入備考 - 仕入備考が表示されます。 

受注情報 

受注明細 ○ 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、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

受注タイプ - 受注タイプが表示されます。 

科目情報    ※科目マスタ関連オブジェクトを登録すると、自動で設定されるようになります。 

            ［参照］上記オブジェクトを登録する手順については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

科目マスタマッピング - ※当項目の値は設定されません。 

科目マスタ - 当レコードに紐づく「科目マスタ」の「科目マスタ名」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。 

科目マスタ名 - 当レコードに紐づく「科目マスタ」の「科目マスタ名」が表示されます。 

サブスクリプション 

利用期間(月数) - 利用期間が月数で表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

契約自動更新 -  チェックが付いている場合、当レコードは契約更新を行う予定です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは契約更新を行わない予定です。 

※上記の契約更新には、手動での契約更新も含まれます。 

利用開始日 - 利用開始日が表示されます。 

利用終了日 - 利用終了日が表示されます。 

利用期間基準計上日 - 利用期間基準計上日が表示されます。 

売上対象期間開始 - 売上対象期間開始日が表示されます。 

売上対象期間終了 - 売上対象期間終了日が表示されます。 

請求対象期間開始 - 請求対象期間開始日が表示されます。 

請求対象期間終了 - 請求対象期間終了日が表示されます。 

月額 - 月額が表示されます。 

金額種別 - 金額種別が表示されます。 

売上サイクル - 売上サイクルが表示されます。 

請求サイクル - 請求サイクルが表示されます。 

※「毎月」「3 ヶ月」「半年」「毎年」「初期費用」「従量課金」「一括」のいずれ

かです。 

納品明細ステータス - 納品明細ステータスが表示されます。 

請求予定日 - 請求予定日が表示されます。 

「請求サイクル」によって、請求予定日は以下のように割り当てられます。 

 「毎月」「3 ヶ月」「半年」「毎年」のいずれかの場合 

「見積明細」の「初回請求予定日」を基に、サイクルごとに請求予定日が

割り当てられます。 

例）「請求サイクル」が「3 ヶ月」の場合 

    2回目の「請求予定日」は「初回請求予定日」の 3 ヶ月後です。 

    以降も 3 ヶ月ごとに割り当てられます。 

 「初期費用」の場合 

受注確定で作成される「納品明細」レコードが1件となるため、「初回請求

予定日」のみ割り当てられます。 

 「従量課金」の場合 

納品データが受注確定時に作成されません。納品データは、従量課金機

能を使用して任意に作成しますが、その際、「計上日」の翌月が割り当てら

れます。 

［参照］詳細は、「8.1 従量課金機能」を参照してください。 

 「一括」の場合 

「納品明細」レコードが複数ある場合でも、「初回請求予定日」に請求が

一括で行われるため、すべてに「初回請求予定日」が割り当てられます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

取消納品明細 ○ 当レコードに取消納品明細として紐づく「納品明細」レコードの「納品明細番

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。 
 

※請求済の「納品明細」がある状態で、契約変更のライセンス洗替または契

約解約を行った場合は、売上を取り消すための赤伝票が作成されます。 

当レコードが赤伝票の明細として作成された場合は、取り消した「納品明

細」レコードの「納品明細番号」がリンク表示されます。 

［参照］赤伝票の「納品明細」については、 

「3.2.5 赤伝票の納品明細について」を参照してください。 

取消納品フラグ -  チェックが付いている場合、当レコードは請求済の「納品明細」レコードを取

り消すために作成された赤伝票の「納品明細」です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは黒伝票の「納品明細」です。 
 

［参照］赤伝票の「納品明細」については、 

「3.2.5 赤伝票の納品明細について」を参照してください。 

 

◼ 「納品明細」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 

請求明細リレーション 

［新規］ボタン 「新規納品・請求明細リレーション」画面が表示されます。 

［{納品・請求明細リレーション番

号}］リンク 

対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「納品・請求明細リレーション」に請求締め等で作成されたレコードがある場合に表示さ

れます。 

［参照］詳細は、「3.2.6 納品・請求明細リレーションの詳細情報」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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3.2.5 赤伝票の納品明細について 

赤伝票の「納品明細」レコードが作成される条件やパターンなどについて説明します。 
 

※赤伝票の作成は、一般的な会計業務と同様、黒伝票の消し込みが目的です。システムによって自動で作成されます。 

ソアスクでは、契約変更のライセンス洗替（以下「洗替」）および契約解約（以下「解約」）が対象です。 

［参照］契約変更およびライセンス洗替については、「5 契約変更」を参照してください。 

［参照］契約解約については、「7 契約解約」を参照してください。 

 

◼ 赤伝票の「納品明細」レコードが作成される条件 

● 「請求済」「売上締め済」「債権管理連携済」「会計システム連携済」のいずれかにチェックが付いている「納品明細」

レコードに対して洗替または解約を行った場合は、当該レコードの一部または全部を消し込むための「納品明細」レ

コードが作成されます。 

● 上記以外では、「納品明細」の売上対象期間中に洗替または解約を行った場合も同様です。 

具体的には、以下の条件をすべて満たす場合が対象となります。 

・ 月中で「納品」レコードが分割されていない 

・ 「売上サイクル」が「毎月」「毎年」のいずれか 

・ 「売上対象期間開始」 ≦ ライセンス終了日※＜「売上対象期間終了」 
 

※洗替の場合：ライセンス終了日＝洗替のために作成した「見積条件」の「適用開始日」前日 

解約の場合：ライセンス終了日＝解約のために作成した「見積条件」の「解約日」当日 
 

Point  ソアスクのみ利用している場合は、「債権管理連携済」「会計システム連携済」は使用しません。 

そのため、最初の条件は「請求済」「売上締め済」のいずれかにチェックが付いているかで判断されます。 

 条件を満たしていない「納品明細」レコードは消し込み対象外となり、洗替または解約で削除されます。 

 

◼ 赤伝票の「納品明細」レコードが作成される期間 

● 洗替の場合：洗替のために作成した「見積条件」の「適用開始日」当日～「売上対象期間終了」の期間 

● 解約の場合：解約のために作成した「見積条件」の「解約日」翌日～「売上対象期間終了」の期間 

 

以降では、「納品明細」レコードがどのように処理されるのか、解約時を例にパターンごとに分けて説明します。 
 

◼ 通常パターン 

以下の条件をすべて満たす場合が対象です。 
 

● 「設定マスタ」（自社会計情報）の「請求締日と売上計上日で売上を分割する」に、チェックが付いていない 

 

［参照］「設定マスタ」（自社会計情報）については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 
 

デフォルト値です。 
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● 「見積条件」の「解約日」＝「納品明細」レコードの「売上対象期間終了」当日 

洗替時は、「見積条件」の「適用開始日」＝「納品明細」レコードの「売上対象期間終了」翌日です。 

● 「納品明細」レコードの「金額種別」が「月額」になっている 

● 「納品明細」レコードの「金額種別」が「年額」または「期間額」の場合は、「単価」が利用月数で割り切れる 

 ここでは例として、3 ヶ月間の月額契約で 2 ヶ月分が「請求済」の「納品明細」レコードが作成されているとします。 

 

※本書用に作成したレポートです。サンプルのレポートには含まれていません。 

［参照］レポートおよびダッシュボードの利用については、次の Salesforce社ドキュメントを参照してください。 

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/lex_implementation_reports_dashboards 

 「解約日」＝6月の「売上対象期間終了」当日（2021/06/30）を指定し、解約を行います。 

解約後は次のように、マイナス金額の「納品明細」レコード（赤枠）が作成されます。 

 
 

Point  消し込みのために作成されたレコード（赤枠）の「取消納品フラグ」にチェックが付きます。消し込みが行わ

れたレコード（緑枠）の「取消納品明細」に、上記レコードの「納品明細番号」が設定されます。 

 8月分のレコードは「請求済」ではなかったため（削除可能であったため）、削除されています。 

 

◼ 日割り計算パターン 

以下の条件をすべて満たす場合が対象です。 
 

● 「設定マスタ」（自社会計情報）の「日割り時の金額計算方式」が「日割り」またはブランクになっている 

「半額」を設定した場合は、「日割り対象日数」に関わらず、月額の半額分の消し込みが行われます。 

 

「請求済」の 7月分レコード（緑枠）消し込みのため、

マイナス金額のレコード（赤枠）が作成されています。 

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/lex_implementation_reports_dashboards
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● 「設定マスタ」（自社会計情報）の「日割り時に日数を固定する」に、チェックが付いていない 

日割り計算に使用する分母は、カレンダーどおりの日数となります。 

 

● 「設定マスタ」（自社会計情報）の「請求締日と売上計上日で売上を分割する」に、チェックが付いていない 

※通常パターンと同じ条件です。 

● 「見積条件」の「解約日」＜「納品明細」レコードの「売上対象期間終了」当日 

ライセンス洗替時は、「見積条件」の「適用開始日」＜「納品明細」レコードの「売上対象期間終了」翌日です。 

● 「納品明細」レコードの「日割り対象」にチェックが付いている 

● 「納品明細」レコードの「金額種別」が「月額」になっている 

「金額種別」が「年額」「期間額」の場合は、日割り計算の対象外となります。 
 

※「納品明細」の日割り計算は、「見積明細」の日割り計算と同様に行われます。 

［参照］「見積明細」の日割り計算については、「9.2 見積明細の日割り計算について」を参照してください。 

 ここでは例として、3 ヶ月間の月額契約で 2 ヶ月分が「請求済」の「納品明細」レコードが作成されているとします。 

 

 「解約日」＜ 6月の「売上対象期間終了」当日（2021/06/30）を指定し、解約を行います。 

ここでは例として、「解約日」を 2021/06/20 とします。解約後の「納品明細」レコードは、次のようになります。 

 
 

Point  本来 2021/06/30 まで有効であった契約を途中で解約し、2021/06/20 までのライセンスとしたため、残り

10日分を消し込むためのマイナス金額のレコードが作成されています。 

 請求済になっていた 7月分は、全額が消し込み対象として、マイナス金額のレコードが作成されています。 

 消し込みのために作成されたレコード（赤枠）の「取消納品フラグ」にチェックが付きます。消し込みが行わ

れたレコード（緑枠）の「取消納品明細」に、上記レコードの「納品明細番号」が設定されます。 

 8月分のレコードは「請求済」ではなかったため（削除可能であったため）、削除されています。 

解約後の残り 10日分を消し込むための 

マイナス金額のレコードが作成されています。 
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◼ 金額に端数が出るパターン 

以下の条件をすべて満たす場合が対象です。 
 

● 「設定マスタ」（自社会計情報）の「請求締日と売上計上日で売上を分割する」に、チェックが付いていない 

※通常パターンと同じ条件です。 

● 「見積条件」の「解約日」＝「納品明細」レコードの「売上対象期間終了」当日 

ライセンス洗替時は、「見積条件」の「適用開始日」＝「納品明細」レコードの「売上対象期間終了」翌日です。 

※通常パターンと同じ条件です。 

● 「納品明細」レコードの「金額種別」が「年額」または「期間額」で、「単価」が利用月数で割り切れない 

● 「納品明細」レコードの「売上サイクル」「請求サイクル」が「毎月」になっている 

 ここでは例として、1年間の年額契約で 8 ヶ月分が「請求済」の「納品明細」レコードが作成されているとします。 

 

 「解約日」＝6月の「売上対象期間終了」当日（2021/06/30）を指定し、解約を行います。 

解約後の「納品明細」レコードは、次のようになります。 

 
 

12 ヶ月に分割し、余りの端数は、

初回の金額に加算されています。 

ずれ調整用のレコードが作成されています。 
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Point  請求済になっていた 7～8 月分は、全額が消し込み対象としてマイナス金額のレコードが作成されていま

す。 

 消し込みのために作成されたレコード（赤枠）の「取消納品フラグ」にチェックが付きます。消し込みが行わ

れたレコード（緑枠）の「取消納品明細」に、上記レコードの「納品明細番号」が設定されます。 

 9～12月分のレコードは「請求済」ではなかったため（削除可能であったため）、削除されています。 

 「売上対象期間終了」＝「2021/12/31」に、ずれ調整用のレコード（青枠）が作成されています。 

「解約日」＝2021/06/30 のため、1～6月の請求分は有効です。 

7～8月の請求分は消し込みが行われ無効となり、9～12月分は削除されています。 

年額＝¥800,000なので、有効な半年分の請求金額は、¥400,000 となります。 

ただし、年額を 12 ヶ月に分割する際に余りの端数が初回の金額に加算されているため、「納品明細」レコ

ード上の合計金額は ¥66,674＋¥66,666×5＝¥400,004 となり、上記の請求金額とずれが生じます。 

この問題を解消するため、ずれ調整用のマイナス金額のレコード（- ¥4）が最後に作成されています。 

 

◼ 売上を月中で分割するパターン（日割り計算が適用されないパターン） 

以下の条件をすべて満たす場合が対象です。 
 

● 「設定マスタ」（自社会計情報）の「組織売上計上日にち」が「末日」になっている 

「見積条件」の「初回売上計上日」の日にちに反映されます。 

 

● 「設定マスタ」（自社会計情報）の「請求締日と売上計上日で売上を分割する」に、チェックが付いている 

請求締日＜売上計上日の場合は、請求締日までの「納品明細」レコードと、翌日から売上計上日までの「納品明

細」レコードが分割された形で作成されます。 

 

● 「見積条件」の「請求締日にち」が「15」になっている 

「請求締日にち」＜「初回売上計上日」の日にち、になっていることが条件なので、それぞれの日にちは任意です。 

● 「見積条件」の「解約日」＜「納品明細」レコードの「売上対象期間終了」当日 

ライセンス洗替時は、「見積条件」の「適用開始日」＜「納品明細」レコードの「売上対象期間終了」翌日です。 

※日割り計算パターンと同じ条件です。 

● 「納品明細」レコードの「日割り対象」にチェックが付いている 

※日割り計算パターンと同じ条件です。 

● 「納品明細」レコードの「金額種別」が「月額」になっている 

※日割り計算パターンと同じ条件です。 
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 ここでは例として、3 ヶ月間の月額契約で 2 ヶ月分が「請求済」の「納品明細」レコードが作成されているとします。 

売上を月中で 2 つに分割しているため、「合計レコード数」「合計 請求済」ともに 2倍の数になっています。 

 

 「解約日」＜ 6月の「売上対象期間終了」当日（2021/06/30）を指定し、解約を行います。 

ここでは例として、「解約日」を 2021/06/20 とします。解約後の「納品明細」レコードは、次のようになります。 

 
 

Point  前述の日割り計算パターンでは解約後の残り 10 日分を消し込むため、マイナス金額のレコードが作成さ

れていましたが、売上を月中で分割するパターンでは日割り計算を行わない仕様となっているため、マイナ

ス金額のレコードも作成されません。 

 請求済になっていた 7月分は、全額が消し込み対象として、マイナス金額のレコードが作成されています。 

消し込み対象の「納品明細」レコードに合わせ、マイナス金額のレコードも 2 つに分割されています。 

 消し込みのために作成されたレコード（赤枠）の「取消納品フラグ」にチェックが付きます。消し込みが行わ

れたレコード（緑枠）の「取消納品明細」に、上記レコードの「納品明細番号」が設定されます。 

 8月分のレコードは「請求済」ではなかったため（削除可能であったため）、削除されています。 

 

解約後の残り 10日分を消し込むための 

レコードは作成されません。 
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3.2.6 納品・請求明細リレーションの詳細情報 

「納品・請求明細リレーション」は、対象の売上（納品明細）に対し、どの「請求明細」が紐づいているかを管理するための

オブジェクトです。 
 

※請求締めを行うか、または請求データを個別に作成すると、「納品・請求明細リレーション」が自動で作成されます。 

［参照］請求締めについては、「4 請求締め」を参照してください。 

［参照］請求データの個別作成については、「8.3 請求データの作成（請求締め以外の方法）」を参照してください。 

 「納品明細」または「請求明細」の詳細画面を表示し、［関連］タブに切り替えます。 

［参照］「納品明細」の詳細画面については、「3.2.4 納品明細の詳細情報」を参照してください。 

［参照］「請求明細」の詳細画面については、「4.1.3 請求明細の詳細情報」を参照してください。 

 「請求明細リレーション」または「納品明細リレーション」の［{納品・請求明細リレーション番号}］リンクをクリックし、

「納品・請求明細リレーション」の詳細画面を開きます。 
 

◼ 「納品・請求明細リレーション」詳細画面のアクション 

 

※上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。 

以降の画面についても同様です。 
 

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。 

［編集］ 対象レコードの編集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］ 「新規納品・請求明細リレーション」画面が表示されます。 

各入力項目には、当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。 
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アクション名 クリック時の動作 

［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、以下の設定が必要です。 

・ 承認プロセス 

・ 項目自動更新 

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

https://help.salesforce.com/articleView?id=approvals_getting_start

ed.htm&language=ja 

［参照］項目自動更新については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?id=workflow_managing_fie

ld_updates.htm&language=ja 

 

◼ 「納品・請求明細リレーション」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

納品・請求明細リレーション番号 - 「納品・請求明細リレーション」レコード作成時に自動採番された値が表示さ

れます。「DBDR-{yyyymm}-{10桁の連番}」の形式です。 

納品明細 ○ 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、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

［参照］詳細は、「3.2.4 納品明細の詳細情報」を参照してください。 

請求明細 ○ 当レコードに紐づく「請求明細」の「請求明細番号」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。 

［参照］詳細は、「4.1.3 請求明細の詳細情報」を参照してください。 

 

◼ 「納品・請求明細リレーション」詳細画面の［関連］タブ（ボタン、リンク） 
 

※表示される関連リストがないためスキップします。 

 

https://help.salesforce.com/articleView?id=approvals_getting_started.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=approvals_getting_started.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=workflow_managing_field_updates.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=workflow_managing_field_updates.htm&language=ja
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3.3 契約管理データの確認 

受注確定によって作成された契約管理データ（契約管理、契約ライセンス）を確認します。 
 

※作成された契約管理データは、受注確定時に選択した見積データ（見積条件、見積、見積明細）の値を引き継いで

います。 

 

3.3.1 契約管理の詳細情報 

 ［契約管理］タブをクリックします。 

 

※上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。 

以降の画面についても同様です。 

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

ここでは例として、［見積条件_提案 1］リンクをクリックします。 

 

※初回参照時は対象の［{契約名}］リンクが表示されないため、リストビューを「All」に変更してください。 

［参照］リストビューを変更する手順については、「4.1.2 請求の詳細情報」を参照してください。 

 「見積条件_提案 1」の詳細画面が表示されます。 
 

◼ 「契約管理」詳細画面のアクション 

 
 

アクション名 クリック時の動作 

［編集］ 対象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。 

「見積条件」の「見積条件名」が

「契約名」に引き継がれます。 
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アクション名 クリック時の動作 

［コピー］ 「新規契約管理: サブスクリプション」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。 

［次契約予約］ 当レコードに紐づく品目・サービスに、「契約自動更新」にチェックが付いている明細が存

在する場合、「見積条件登録画面」が表示されます。 
 

※次契約予約を設定する際に使用します。 

［参照］次契約予約の設定については、「6.2.2 次契約予約を設定し契約予約更

新を行う」を参照してください。 

［契約更新］ 当レコードに紐づく品目・サービスに、「契約自動更新」にチェックが付いている明細が存

在する場合、「見積条件登録画面」が表示されます。 
 

※手動で契約更新を行う際に使用します。 

［参照］手動での契約更新については、「6.1 手動・契約更新」を参照してください。 

 

◼ 「契約管理」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

契約情報 

契約名 - 契約名が表示されます。 

「見積条件」の「見積条件名」から引き継がれます。 

レコードタイプ - レコードタイプが表示されます。 

「見積条件」の「契約種別」から引き継がれます。 

※ソアスクでは常に「サブスクリプション」となります。 

契約番号 - 「契約管理」レコード作成時に自動採番された値が表示されます。 

「C-{10桁の連番}」の形式です。 

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。 

※当レコードが作成された時点でチェックが付きます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

契約開始日 - 契約開始日が表示されます。 

「見積条件」の「契約期間 開始予定日」から引き継がれます。 

初回の契約開始日です。 

※契約更新を行っても、当日付は変更されません。 

契約日 - 契約日が表示されます。 

「見積条件」の「契約日」から引き継がれます。 

契約を行う日付、または契約を行った日付です。 

契約期間 開始日 - 契約期間の開始日が表示されます。 

「見積条件」の「契約期間 開始予定日」から引き継がれます。 

現在の契約開始日です。 

※契約更新を行うことで、当日付は変更されます。 

契約期間 終了日 - 契約期間の終了日が表示されます。 

「見積条件」の「契約期間 終了予定日」から引き継がれます。 

現在の契約終了日です。 

※契約更新を行うことで、当日付は変更されます。 

取引先名 ○ 当レコードに紐づく「取引先」代表の「取引先名」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。 

「見積条件」の「取引先名」から引き継がれます。 

契約担当者 ○ 当レコードに契約担当者として紐づく「要員マスタ」の「要員氏名」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 ○ 当レコードに請求先として紐づく「取引先」の「取引先名」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。 

「見積条件」の「請求先」から引き継がれます。 

エンドユーザ ○ 当レコードにエンドユーザとして紐づく「取引先」の「取引先名」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。 

「見積条件」の「エンドユーザ」から引き継がれます。 

契約先責任者 ○ 当レコードに契約先責任者として紐づく「取引先責任者」の「名前」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。 

「見積条件」の「取引先責任者」から引き継がれます。 

契約書発行日 - 契約書を発行した日付が表示されます。 

適用開始日 - 適用開始日が表示されます。 

「見積条件」の「適用開始日」から引き継がれます。 

ライセンス洗替（契約変更）および契約解約を行う際の基準日となります。 

※当日付の前日で、古いライセンスが終了します。 

契約更新情報 

契約更新種別 - 契約更新種別が表示されます。 

「設定マスタ」（設定情報）の「契約更新種別 初期値」がデフォルトで設定

されます。 

［参照］「設定マスタ」（設定情報）については、 

「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

※自動で契約更新を行う場合に設定します。 

［参照］詳細は、「6.2 自動・契約更新」を参照してください。 

次回契約 月数 - 次回契約の月数が表示されます。 

「見積条件」の「次回契約 月数」から引き継がれます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

契約更新日 - 契約更新日が表示されます。 

「見積条件」の「契約期間 終了予定日」から引き継がれます。 

契約自動更新を行う際の基準日となります。 

※契約自動更新のバッチ処理で、当項目の日付＜バッチ処理実行日 とな

った際に、契約更新が行われます。ただし、当項目の代用となるカスタム項

目を設定していた場合は、そのカスタム項目の日付と比較されます。 

［参照］詳細は、「6.2.1 契約自動更新を行う」を参照してください。 

売上/請求情報 

請求予定月 - 請求予定月が表示されます。 

請求予定日にち - 請求予定日にちが表示されます。 

「見積条件」の「請求予定日にち」から引き継がれます。 

請求締日にち - 請求締日にちが表示されます。 

「見積条件」の「請求締日にち」から引き継がれます。 

契約締日にち - 契約締日にちが表示されます。 

「見積条件」の「契約締日にち」から引き継がれます。 

請求対象外 -  チェックが付いている場合、配下の「契約ライセンス」レコードに紐づくすべて

の「納品明細」レコードは、請求締めの検索対象外となります。 

 チェックが付いていない場合、配下の「契約ライセンス」レコードに紐づくすべ

ての「納品明細」レコードは、請求締めの検索対象外とはなりません。 
 

※請求締めの検索対象外となる条件は、上記以外にもあります。 

［参照］詳細は、「4.1.1 請求締めを行う」を参照してください。 

支払情報 

支払期日算出方法 - 支払期日算出方法が表示されます。 

「見積条件」の「支払期日算出方法」から引き継がれます。 

支払期日起算日 - 支払期日起算日が表示されます。 

「見積条件」の「支払期日起算日」から引き継がれます。 

支払月 - 支払月が表示されます。 

「見積条件」の「支払月」から引き継がれます。 

支払日 - 支払日が表示されます。 

「見積条件」の「支払日」から引き継がれます。 

支払期日（日数） - 支払期日までの日数が表示されます。 

「見積条件」の「支払期日（日数）」から引き継がれます。 

支払タイミング - 支払タイミングが表示されます。 

「見積条件」の「支払タイミング」から引き継がれます。 

解約情報    ※契約解約時に設定されます。 

            ［参照］契約解約については、「7 契約解約」を参照してください。 

解約申込日 - 解約申込日が表示されます。 

「見積条件」の「解約申込日」から引き継がれます。 

契約者から解約が申し込まれた日付です。 

解約日 - 解約日が表示されます。 

「見積条件」の「解約日」から引き継がれます。 

解約を行う日付、または解約を行った日付です。 

解約理由 - 解約理由が表示されます。 

「見積条件」の「解約理由」から引き継がれます。 

 



｜ 3.見積を登録し受注確定をする ｜ 3.3.契約管理データの確認 ｜ 

121 

◼ 「契約管理」詳細画面の関連リスト（ボタン、リンク）1/2：「有効な契約ライセンス」～「販売」 

 

ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

有効な契約ライセンス 

［{ライセンス名}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「契約ライセンス」に有効なレコードがある場合に表示されます。 

 新規契約、または契約変更のライセンス追加で作成された、新「契約ライセンス」が

表示されます。 

 契約更新、または契約変更のライセンス洗替で、旧「契約ライセンス」に代わって作

成された、新「契約ライセンス」が表示されます。 

［参照］詳細は、「3.3.2 契約ライセンスの詳細情報」を参照してください。 

［▼］クリックで表示されるリンク    ※「有効な契約ライセンス」「無効な契約ライセンス」「商談」「販売」共通です。 

［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。 

無効な契約ライセンス    ※無効になった、旧「契約ライセンス」が表示されます。 

［{ライセンス名}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「契約ライセンス」に無効なレコードがある場合に表示されます。 

 契約更新、または契約変更のライセンス洗替で、新「契約ライセンス」に代わって無

効になった、旧「契約ライセンス」が表示されます。 

 契約解約で無効になった、旧「契約ライセンス」が表示されます。 

商談 

［新規］ボタン 「新規商談」画面が表示されます。 

［{商談名}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「商談」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

新規契約時は、レコードが登録されません。 
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ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

［{取引先名}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「商談」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

販売 

［新規］ボタン 「新規販売」画面が表示されます。 

［{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。 

［{取引先}］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。 

 

◼ 「契約管理」詳細画面の関連リスト（ボタン、リンク）2/2：「見積条件」～「契約管理変更履歴」 

 
 

ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

見積条件 

［{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。 

［参照］詳細は、「2.3.1 見積条件の詳細情報」を参照してください。 

［▼］クリックで表示されるリンク    ※「見積条件」「受注」「請求」「契約管理変更履歴」共通です。 

［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 「新規受注」画面が表示されます。 

［{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」に受注確定等で作成されたレコードがある場合に表示されます。 
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ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

請求 

［新規］ボタン 「新規請求」画面が表示されます。 

［{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」に請求締め等で作成されたレコードがある場合に表示されます。 

［{請求先}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「請求」に請求締め等で作成されたレコードがある場合に表示されます。 

契約管理変更履歴 

［新規］ボタン 「新規契約管理変更履歴」画面（レコードタイプの選択）が表示されます。 

［ {契約管理変更履歴作成日

時}］リンク 

対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「契約管理変更履歴」に受注確定等で作成されたレコードがある場合に表示されま

す。 
 

※どちらのリンクをクリックしても、同じレコードの詳細画面が表示されます。 

［参照］詳細は、「3.3.3 契約管理変更履歴の詳細情報」を参照してください。 

［{レコードタイプ}］リンク 
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3.3.2 契約ライセンスの詳細情報 

 「契約管理」詳細画面の関連リスト（前項参照）で、対象の［{ライセンス名}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、［システム導入費］リンクをクリックします。 

 

 「契約ライセンス」の詳細画面が表示されます。 
 

◼ 「契約ライセンス」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。 

［編集］ 対象レコードの編集画面が表示されます。 

※ソアスクでの使用を想定していない、Salesforce の標準アクションです。 

［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。 

［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。 
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◼ 「契約ライセンス」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

ライセンス名 - ライセンス名が表示されます。 

「見積明細」の「品目・サービス名」から引き継がれます。 

契約管理 ○ 当レコードが紐づく「契約管理」の「契約名」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。 

利用開始日 - 利用開始日が表示されます。 

「見積明細」の「利用開始日」から引き継がれます。 

利用終了日 - 利用終了日が表示されます。 

「見積明細」の「利用終了日」から引き継がれます。 

数量 - 数量が表示されます。 

「見積明細」の「数量」から引き継がれます。 

単価 - 単価が表示されます。 

「見積明細」の「単価」から引き継がれます。 

月額 - 月額が表示されます。 

「見積明細」の「月額」から引き継がれます。 

金額 - 金額が表示されます。 

「見積明細」の「金額」から引き継がれます。 
 

※同じユーザが次回のライセンス契約をする際に、目安となる金額です。 

当金額には、月別の値引きや日割り計算などが反映されていません。 

金額種別 - 金額種別が表示されます。 

「見積明細」の「金額種別」から引き継がれます。 

請求対象外 -  チェックが付いている場合、当レコードに紐づくすべての「納品明細」レコード

は、請求締めの検索対象外となります。 

 チェックが付いていない場合、当レコードに紐づくすべての「納品明細」レコ

ードは、請求締めの検索対象外とはなりません。 
 

※請求締めの検索対象外となる条件は、当項目以外にもあります。 

［参照］詳細は、「4.1.1 請求締めを行う」を参照してください。 

利用期間(月数) - 利用期間が月数で表示されます。 

「見積明細」の「利用期間(月数)」から引き継がれます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

税率再計算対象 -  チェックが付いている場合、当レコードは税率再計算対象です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは税率再計算対象外です。 
 

※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（金額や税額など）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。 

日割り対象 -  チェックが付いている場合、当レコードは日割り対象です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは日割り対象外です。 

「見積明細」の「日割り対象」から引き継がれます。 

契約自動更新 -  チェックが付いている場合、当レコードは契約更新を行う予定です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは契約更新を行わない予定です。 

「見積明細」の「契約自動更新」から引き継がれます。 

※上記の契約更新には、手動での契約更新も含まれます。 

 

◼ 「契約ライセンス」詳細画面の［関連］タブ（ボタン、リンク） 

 

※［詳細］タブ（定額契約）とは異なり、従量課金契約の「契約ライセンス」を使用しています。 

［参照］従量課金契約については、「8.1 従量課金機能」を参照してください。 
 

ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

利用実績 

［新規］ボタン 「新規利用実績」画面が表示されます。 

［参照］「利用実績」については、「8.1.3 利用実績締めで従量課金データを作成す

る」を参照してください。 
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ボタン名、リンク名 クリック時の動作 

［{Name}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「利用実績」に登録済みレコード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    ※「利用実績」「従量課金」「契約単価」共通です。 

［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。 

従量課金 

［新規］ボタン 当レコードに、売上・請求サイクルが「従量課金」の品目・サービスが紐づいている場

合、「従量課金登録画面」が表示されます。 

［{件名}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「従量課金」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 

契約単価 

［新規］ボタン 「契約単価登録画面」が表示されます。2 レコード目以降の登録に使用します。 

［参照］「契約単価」については、「8.1.1 従量課金データを登録する」を参照してく

ださい。 

［{単価名}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「契約単価」に登録済みレコードがある場合に表示されます。 
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3.3.3 契約管理変更履歴の詳細情報 

以下の操作のタイミングで、対象の「契約管理」レコードから「契約管理変更履歴」レコードが自動で作成されます。 

● 受注確定をする 

● 解約確定をする 

● カスタム設定「Diff Item Contract Management」にトリガとして設定されている「契約管理」項目の値を変更する 

例）「契約先責任者」を設定していた場合は、「契約先責任者」が変更されるタイミングでレコードが作成されます。 
 

［参照］カスタム設定については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 
 

「契約管理」レコードの内容は、「契約管理変更履歴」レコードが作成された時点ですべてコピーされます。 

同様に、「契約管理」レコードに紐づく「契約ライセンス」レコードも「契約ライセンス変更履歴」レコードにコピーされます。 
 

［参照］「契約ライセンス変更履歴」については、「3.3.4 契約ライセンス変更履歴の詳細情報」を参照してください。 
 

変更履歴レコードを参照することで、過去の契約内容や、これまでの経緯などを把握することができます。 
 

※「契約管理」に存在する項目は、すべて「契約管理変更履歴」に存在しますが、デフォルトでは詳細画面に表示されな

い項目があります。非表示項目を表示させる手順については、次ページの Point を参照してください。 

 

以下の手順で、「契約管理変更履歴」の詳細情報を確認します。 

 「契約管理」の詳細画面を開きます。 

［参照］「契約管理」の詳細画面については、「3.3.1 契約管理の詳細情報」を参照してください。 

 関連リストにある「契約管理変更履歴」の［{契約管理変更履歴作成日時}］リンクをクリックします。 

 

 「契約管理変更履歴」の詳細画面が表示されます。 
 

◼ 「契約管理変更履歴」詳細画面のアクション 

 

※上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。 

以降の画面についても同様です。 
 

アクション名 クリック時の動作 

［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。 

［レコードタイプを変更］ 「契約管理変更履歴 レコードタイプを変更」画面が表示されます。 

※ソアスクのみ利用している場合は、「サブスクリプション」以外のレコードタイプを使用し

ないため、レコードタイプの変更は不要です。 
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◼ 「契約管理変更履歴」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

契約管理 ○ 当レコードが紐づく「契約管理」の「契約名」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。 

レコードタイプ - 当レコードが紐づく「契約管理」からコピーされた「レコードタイプ」が表示されま

す。 

契約管理変更履歴作成日時 - 当レコードが作成された日時が表示されます。 

契約名 - 当レコードが紐づく「契約管理」からコピーされた「契約名」が表示されます。 

契約期間 開始日 - 当レコードが紐づく「契約管理」からコピーされた「契約期間 開始日」が表示

されます。 

契約期間 終了日 - 当レコードが紐づく「契約管理」からコピーされた「契約期間 終了日」が表示

されます。 

適用開始日 - 当レコードが紐づく「契約管理」からコピーされた「適用開始日」が表示されま

す。 

適用終了日 - ※当項目は使用しません。 

見積種別 - 当レコードが紐づく「契約管理」からコピーされた「見積種別」が表示されます。 

※履歴用の項目のため、「契約管理」の詳細画面には表示されません。 

 

Point デフォルトで非表示となっている項目を表示させたい場合は、高度なページレイアウトエディタを使用します。 
 

例）「契約管理変更履歴」の詳細画面に「取引先名」を表示する手順 

①「契約管理変更履歴」のページレイアウト「Contract Management Change History Layout」の編集画

面を開きます。 

②「項目」のパレットで「Account」を選択し、ドラッグ＆ドロップで詳細画面の先頭に配置します（場所は任

意です）。ページレイアウトを保存します。 

③「契約管理変更履歴」の詳細画面を開くと、「取引先名」が表示されていることが確認できます。 

 

［参照］高度なページレイアウトエディタの使用については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.customize_layoutcustomize_pd.htm&language=ja 

https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.customize_layoutcustomize_pd.htm&language=ja
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◼ 「契約管理変更履歴」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 

契約ライセンス変更履歴 

［新規］ボタン 「新規契約ライセンス変更履歴」画面が表示されます。 

［{ライセンス名}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「契約ライセンス変更履歴」に受注確定等で作成されたレコードがある場合に表示され

ます。 

［参照］詳細は、「3.3.4 契約ライセンス変更履歴の詳細情報」を参照してくださ

い。 

［{品目・サービスマスタ}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「契約ライセンス変更履歴」に受注確定等で作成されたレコードがある場合に表示され

ます。 

［参照］「品目・サービスマスタ」については、「ソアスク セットアップガイド」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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3.3.4 契約ライセンス変更履歴の詳細情報 

「契約ライセンス変更履歴」レコードは、「契約管理変更履歴」レコードが作成されるタイミングで同時に作成されます。 
 

※「契約ライセンス」の変更等で「契約ライセンス変更履歴」レコードが作成されることはありません。 

［参照］「契約管理変更履歴」レコードが作成されるタイミングについては、「3.3.3 契約管理変更履歴の詳細情報」を

参照してください。 

 

以下の手順で、「契約ライセンス変更履歴」の詳細情報を確認します。 

 「契約管理変更履歴」の詳細画面を開き、［関連］タブに切り替えます。 

［参照］［関連］タブの詳細は、「3.3.3 契約管理変更履歴の詳細情報」を参照してください。 

 「契約ライセンス変更履歴」の［{ライセンス名}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、［システム導入費］リンクをクリックします。 

 

 「契約ライセンス変更履歴」の詳細画面が表示されます。 
 

◼ 「契約ライセンス変更履歴」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。 

［編集］ 対象レコードの編集画面が表示されます。 

※ソアスクでの使用を想定していない、Salesforce の標準アクションです。 

［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］ 「新規契約ライセンス変更履歴」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。 

［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。 

［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、以下の設定が必要です。 

・ 承認プロセス 

・ 項目自動更新 

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

https://help.salesforce.com/articleView?id=approvals_getting_start

ed.htm&language=ja 

［参照］項目自動更新については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?id=workflow_managing_fie

ld_updates.htm&language=ja 

 

◼ 「契約ライセンス変更履歴」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

ライセンス名 - ライセンス名が表示されます。 

 

Point デフォルトでは、「ライセンス名」以外の項目は表示されません。表示させたい項目がある場合は、「契約ライセ

ンス変更履歴」のページレイアウト「Contract License Change History レイアウト」に追加してください。 

対象となるオブジェクトとページレイアウトは異なりますが、「契約管理変更履歴」詳細画面の場合と同様の

手順で追加することができます。 

［参照］詳細は、「3.3.3 契約管理変更履歴の詳細情報」の Point を参照してください。 

 

◼ 「契約管理変更履歴」詳細画面の［関連］タブ（ボタン、リンク） 
 

※表示される関連リストがないためスキップします。 

 

https://help.salesforce.com/articleView?id=approvals_getting_started.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=approvals_getting_started.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=workflow_managing_field_updates.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=workflow_managing_field_updates.htm&language=ja
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3.4 発注データの確認 

受注確定によって作成された発注データ（発注、発注明細）を確認します。 

 

3.4.1 発注データを確認する 

 ［購買］タブをクリックします。 

 

※上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。 

以降の画面についても同様です。 

 受注確定で使用した「見積条件」の「見積条件名」を「件名」に引き継いだ「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「見積条件_提案 1」の「{購買番号}」リンクをクリックします。 

 

※初回参照時は対象の［{購買番号}］リンクが表示されないため、リストビューを「All Procurements」に変更

してください。 

［参照］リストビューを変更する手順については、「4.1.2 請求の詳細情報」を参照してください。 

 「購買」の詳細画面が表示されます。内容を確認し、［関連］タブをクリックします。 

 

※「購買」は発注データの親オブジェクトとして、形式的に作成されます。必要最低限のデータで構成されている

ため、内容の確認としては、「金額情報」セクションの「発注合計(税抜)」を確認する程度となります。 
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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「見積_提案 1」の「{発注番号}」リンクをクリックします。 

 

 「発注」の詳細画面が表示されます。内容を確認し、［関連］タブをクリックします。 

 

［参照］「発注」の詳細情報については、「3.4.2 発注の詳細情報」を参照してください。 

 表示が［関連］タブに切り替わります。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「システム導入費」の「{発注明細番号}」リンクをクリックします。 
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 「発注明細」の詳細画面が表示されます。内容を確認します。発注データの確認は完了です。 

 

［参照］「発注明細」の詳細情報については、「3.4.3 発注明細の詳細情報」を参照してください。 
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3.4.2 発注の詳細情報 

 「3.4.1 発注データを確認する」の手順 1～4 で「発注」の詳細画面を開きます。 
 

◼ 「発注」詳細画面のアクション 

 

※上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。 

以降の画面についても同様です。 
 

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］ 対象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。 

［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。 

［明細分割］ 「明細の分割」画面が表示されます。 

※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 
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◼ 「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」レコード作成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。 

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。 

件名 - 件名が表示されます。 

購買 ○ 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。 

主担当者 ○ 当レコードに主担当者として紐づく「要員マスタ」の「要員氏名」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。 

部門 ○ 当レコードに紐づく「部門マスタ」の「部門」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。 

承認状況 - ※ソアスク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。 

取引先 ○ 当レコードに紐づく「取引先」代表の「取引先名」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。 

仕入済 -  チェックが付いている場合、当レコードに紐づく「発注明細」がすべて仕入済

となっています。 

 チェックが付いていない場合、当レコードに紐づく「発注明細」に仕入済とな

っていないレコードがあります。 

発注情報 

発注日 - 発注日が表示されます。 

納品場所 - 納品場所が表示されます。 

納期 - 納期が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

納品方法 - 納品方法が表示されます。 

備考 - 備考が表示されます。 

直送 -  チェックが付いている場合、仕入が直送の扱いです。 

 チェックが付いていない場合、仕入が託送の扱いです。 

帳票タイプ - ※現在は使用していない項目です。 

 

◼ 「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」に受注確定で作成された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、「3.4.3 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    ※「発注明細」「税種別合計(発注)」「仕入」共通です。 

［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。 

［新規］ボタン 「新規税種別合計(発注)」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 

［{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。 

［{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」に受注確定で作成された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、「3.5.3 仕入の詳細情報」を参照してください。 

［{支払先}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「仕入」に受注確定で作成されたレコードがある場合に表示されます。 
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3.4.3 発注明細の詳細情報 

 「3.4.1 発注データを確認する」の手順 1～6 で「発注明細」の詳細画面を開きます。 
 

◼ 「発注明細」詳細画面のアクション 

 

※上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。 

以降の画面についても同様です。 
 

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。 

［編集］ 対象レコードの編集画面が表示されます。 

※ソアスクでの使用を想定していない、Salesforce の標準アクションです。 

［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。 

［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。 
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◼ 「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」レコード作成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。 

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。 

品目・サービスマスタ ○ 当レコードに紐づく「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、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

発注 ○ 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。 

品目・サービス名 - 品目・サービス名が表示されます。 

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。 

品番 - 品番が表示されます。 

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。 

発注タイプ - 当レコードに紐づく「品目・サービスマスタ」の「発注タイプ」が表示されます。 

数量 - 数量が表示されます。 

備考 - 備考が表示されます。 

単位 - 単位が表示されます。 

直送 -  チェックが付いている場合、仕入が直送の扱いです。 

 チェックが付いていない場合、仕入が託送の扱いです。 

納品希望日 - 納品希望日が表示されます。 

出荷先 ○ 当レコードに出荷先として紐づく「取引先」の「取引先名」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。 

納品回答日 - 納品回答日が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

出荷予定日 - 出荷予定日が表示されます。 

納品日 - 納品日が表示されます。 

日割り対象 -  チェックが付いている場合、当レコードは日割り対象です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは日割り対象外です。 

仕入済 -  チェックが付いている場合、当レコードの品目・サービスは仕入済です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードの品目・サービスは仕入前です。 

金額種別 - 金額種別が表示されます。 

※「設定マスタ」（設定情報）で、「見積明細」の「金額種別」を引き継ぐよ

うに設定することができます。 

［参照］詳細は、「3.5.1 仕入按分機能について」を参照してください。 

仕入サイクル - 仕入サイクルが表示されます。 

金額情報 

仕入単価 - 仕入単価が表示されます。 

課税区分 - 課税区分が表示されます。 

仕入金額 - 「見積明細」の「仕入金額」が設定・表示されます。 

［参照］詳細は、「2.3.3 見積明細の詳細情報」を参照してください。 

税率(%) - 当レコードに紐づく「税種マスタ」＞「税率マスタ」の「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。 

軽減税率対象 -  チェックが付いている場合、当レコードは軽減税率対象です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは軽減税率対象外です。 

税率再計算対象 -  チェックが付いている場合、当レコードは税率再計算対象です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは税率再計算対象外です。 
 

※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（金額や税額など）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。 

請求設定    ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 

関連情報 

受注明細 ○ 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、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

要発注 -  チェックが付いている場合、当レコードの作成元となっている「見積明細」の

「要発注」にチェックが付いています。 

 チェックが付いていない場合、当レコードの作成元となっている「見積明細」

の「要発注」にチェックが付いていません。 

 

Point  「発注明細」の「仕入サイクル」には、「見積明細」の「仕入サイクル」が引き継がれます。 

 「見積明細」の「仕入サイクル」は、基本的に「見積明細」の「売上サイクル」と同じ値が設定されます。 

ただし、「仕入サイクル」＝「従量課金」の場合のみ「仕入サイクル」はブランクとなり、「発注明細」の「仕入

サイクル」もブランクとなります。この場合は、仕入データが自動で作成されません。 
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◼ 「発注明細」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」に受注確定で作成された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、「3.5.4 仕入明細の詳細情報」を参照してください。 

［{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。 

「仕入明細」に受注確定で作成された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、「3.5.3 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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3.5 仕入データの確認 

受注確定によって作成された仕入データ（仕入、仕入明細）を確認します。 

仕入データ作成の前提となる、仕入按分機能についても説明します。 

 

3.5.1 仕入按分機能について 

仕入按分機能とは、「発注明細」を（利用期間÷「仕入サイクル」）の期間で按分し仕入データを作成する機能です。 
 

例えば、利用期間＝12 ヶ月、「仕入サイクル」＝「毎月」の場合は、「発注明細」が 12件の「仕入明細」に按分されます。 

「金額種別」＝「年額」、「仕入単価」＝¥240,000 の場合は、1明細当たりの「仕入単価」が ¥20,000 となります。 
 

仕入按分機能はデフォルトでは使用しない設定となっているため、使用する場合は、事前（受注確定前）に「設定マスタ」

（設定情報）の「仕入設定」セクションを以下のように変更する必要があります。 

● 「仕入自動作成」にチェックを付けます（必須）。 

● 販売系オブジェクト「見積明細」の「金額種別」を、受注確定によって作成される購買系オブジェクト「発注明細」

「仕入明細」に引き継ぐ場合は、「販売と購買の金額種別をそろえる」にもチェックを付けます。 

 

［参照］「設定マスタ」（設定情報）については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 

3.5.2 仕入データを確認する 

 「3.4.1 発注データを確認する」の手順 1～5 で「発注」の詳細画面を開き、［関連］タブに切り替えます。 

 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「見積_提案 1 の仕入 1」の［{仕入番号}］リンクをクリックします。 

 

※上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。 

以降の画面についても同様です。 
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 「仕入」の詳細画面が表示されます。内容を確認し、［関連］タブをクリックします。 

 

［参照］「仕入」の詳細情報については、「3.5.3 仕入の詳細情報」を参照してください。 

 表示が［関連］タブに切り替わります。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「導入費_仕入品 1」の「{仕入明細番号}」リンクをクリックします。 

 

 「仕入明細」の詳細画面が表示されます。内容を確認します。仕入データの確認は完了です。 

 

［参照］「仕入明細」の詳細情報については、「3.5.4 仕入明細の詳細情報」を参照してください。 
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3.5.3 仕入の詳細情報 

 「3.4.1 発注データを確認する」の手順 1～5 で「発注」の詳細画面を開き、［関連］タブに切り替えます。 

 「3.5.2 仕入データを確認する」の手順 2 で「仕入」の詳細画面を開きます。 
 

◼ 「仕入」詳細画面のアクション 

 

※上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。 

以降の画面についても同様です。 
 

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］ 対象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。 

［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］ 「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］ 「仕入 レコードタイプを変更」画面が表示されます。 

※レコードタイプを「ロック」に変更すると、支払済の「仕入」レコードを簡単に編集・削除

することができなくなります。 

［参照］仕入データのロックについては、 

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

［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。 
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◼ 「仕入」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

仕入番号 - 「仕入」レコード作成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。 

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。 

件名 - 件名が表示されます。 

購買 ○ 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。 

主担当者 ○ 当レコードに主担当者として紐づく「要員マスタ」の「要員氏名」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。 

部門 ○ 当レコードに紐づく「部門マスタ」の「部門」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 ○ 当レコードに支払先として紐づく「取引先」の「取引先名」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。 

支払済 -  チェックが付いている場合、当レコードに紐づく「支払明細」がすべて支払済

となっています。 

 チェックが付いていない場合、当レコードに紐づく「支払明細」に支払済とな

っていないレコードがあります。 

発注情報 

発注 ○ 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。 

仕入情報 

仕入日 - 仕入日が表示されます。 

※受注確定時、当レコードと同じ見積データから作成された「納品」レコード

（当レコードの対となるレコード）の「納品日」と同じ日付になります。 

［参照］「納品日」の設定については、「3.2.3 納品の詳細情報」を参照し

てください。 

仕入済 -  チェックが付いている場合、当レコードは仕入済となっています。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは仕入済となっていません。 

仕入区分 - 仕入区分が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

直送 -  チェックが付いている場合、当レコードの仕入は直送の扱いです。 

 チェックが付いていない場合、当レコードの仕入は託送の扱いです。 

入荷郵便番号 - 仕入先の郵便番号が表示されます。 

入荷住所 - 仕入先の住所が表示されます。 

備考 - 備考が表示されます。 

 

◼ 「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」に受注確定で作成された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、「3.5.4 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    ※「仕入明細」「税種別合計(仕入)」共通です。 

［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。 

［新規］ボタン 「新規税種別合計(仕入)」画面が表示されます。 

［{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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3.5.4 仕入明細の詳細情報 

 「3.4.1 発注データを確認する」の手順 1～5 で「発注」の詳細画面を開き、［関連］タブに切り替えます。 

 「3.5.2 仕入データを確認する」の手順 2～4 で「仕入明細」の詳細画面を開きます。 
 

◼ 「仕入明細」詳細画面のアクション 

 

※上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。 

以降の画面についても同様です。 
 

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。 

［編集］ 対象レコードの編集画面が表示されます。 

※ソアスクでの使用を想定していない、Salesforce の標準アクションです。 

［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。 

［レコードタイプを変更］ 「仕入明細 レコードタイプを変更」画面が表示されます。 

※レコードタイプを「ロック」に変更すると、支払済の「仕入明細」レコードを簡単に編集・

削除することができなくなります。 

［参照］仕入データのロックについては、 

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

［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。 
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◼ 「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」レコード作成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。 

仕入 ○ 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、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

品目・サービスマスタ ○ 当レコードに紐づく「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、対象レコードの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。 

品目・サービス名 - 品目・サービス名が表示されます。 

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。 

品番 - 品番が表示されます。 

数量 - 数量が表示されます。 

備考 - 備考が表示されます。 

単位 - 単位が表示されます。 

支払済 -  チェックが付いている場合、当レコードの品目・サービスは支払済です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードの品目・サービスは支払前です。 

計上日 - 計上日が表示されます。 

日割り対象 -  チェックが付いている場合、当レコードは日割り対象です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは日割り対象外です。 

金額種別 - 金額種別が表示されます。 

※「設定マスタ」（設定情報）で、「見積明細」の「金額種別」を引き継ぐよ

うに設定することができます。 

［参照］詳細は、「3.5.1 仕入按分機能について」を参照してください。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

金額情報 

仕入金額 - 「見積明細」の「仕入金額」が設定・表示されます。 

［参照］詳細は、「2.3.3 見積明細の詳細情報」を参照してください。 

課税区分 - 課税区分が表示されます。 

仕入単価 - 仕入単価が表示されます。 

税率(%) - 当レコードに紐づく「税種マスタ」＞「税率マスタ」の「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。 

軽減税率対象 -  チェックが付いている場合、当レコードは軽減税率対象です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは軽減税率対象外です。 

税率再計算対象 -  チェックが付いている場合、当レコードは税率再計算対象です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは税率再計算対象外です。 
 

※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（金額や税額など）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 ○ 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。 

発注タイプ - 発注タイプが表示されます。 

科目情報    ※現時点では使用していません。 

仕入自動作成情報 

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。 
 

※ある条件を満たすとチェックが外れ、無効レコードに変更されます。 

［参照］「仕入明細」レコードが無効レコードに変更される条件については、

次ページの Point（上）を参照してください。 

仕入サイクル - 仕入サイクルが表示されます。 

仕入期間基準計上日 - 「見積明細」の「利用期間(月数)」を「仕入サイクル」で分割した期間のうち、

各「仕入明細」レコードに割り当てられた期間内の「組織の売上計上日にち」

が表示されます。 
 

例えば、以下の条件をすべて満たしているとします。 

 「利用期間(月数)」＝2022/01/01～2022/12/31 の 12 ヶ月 

 「仕入サイクル」＝「毎月」 

 「組織の売上計上日にち」＝15日 
 

この場合、8番目の期間（8月分）が割り当てられた「仕入明細」レコードの

仕入期間基準計上日は、2022/08/15 になります。 
 

［参照］「組織の売上計上日にち」については、「ソアスク セットアップガイド」

の「設定マスタ」（自社会計情報）を参照してください。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

仕入対象期間開始 - 「見積明細」の「利用期間(月数)」を「仕入サイクル」で分割した期間のうち、

各「仕入明細」レコードに割り当てられた期間の開始日が表示されます。 

仕入対象期間終了 - 「見積明細」の「利用期間(月数)」を「仕入サイクル」で分割した期間のうち、

各「仕入明細」レコードに割り当てられた期間の終了日が表示されます。 

 

Point 「仕入明細」レコードが無効レコードに変更される条件について説明します。 

契約変更のライセンス洗替で受注確定をする際、または契約解約で解約確定をする際、以下の条件を最

後まで満たす「仕入明細」レコードは、無効レコードに変更されます。 

①「発注明細」「受注明細」「見積明細」を介して紐づく「契約ライセンス」がライセンス洗替前の古いレコード

であるか、または解約済のレコードである「仕入明細」レコード 

②上記①の「仕入明細」レコードのうち、「仕入対象期間開始日」＞「契約ライセンス」の「利用終了日」とな

る「仕入明細」レコード 

※「仕入対象期間開始日」がブランクの場合は、上記の条件を満たしていないものとします。 

③上記②の「仕入明細」レコードのうち、「支払済」「会計システム連携済み」（非表示項目）のいずれにも

チェックが付いていない「仕入明細」レコード 

 

Point  「仕入明細」の「仕入サイクル」には、「見積明細」の「仕入サイクル」が引き継がれます。 

 「見積明細」の「仕入サイクル」は、基本的に「見積明細」の「売上サイクル」と同じ値が設定されます。 

ただし、「仕入サイクル」＝「従量課金」の場合のみ「仕入サイクル」はブランクとなり、仕入データが自動で

作成されません。 

 

◼ 「仕入明細」詳細画面の［関連］タブ（ボタン、リンク） 
 

※説明が必要な項目がないためスキップします。 
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  請求締め 
受注確定によって作成された納品データから、請求締めで請求データを作成します。 

作成した請求データを確認する手順についても説明します。 

 

 

4.1 請求締めと請求データの確認 

請求締めを行い、完了後に請求データを確認します。 

 

4.1.1 請求締めを行う 

納品データを基に、請求締めで請求データを作成します。概要は、以下のとおりです。 

● 検索条件を設定し、請求データの作成元となる納品データを絞り込みます。 

グルーピング条件を設定すると、検索結果をグループ単位に表示できます。 

● 検索結果の明細に、必要に応じて「請求書発行日」「件名」等のデータを入力します。 

「請求書発行日」「件名」については、一括入力機能があります。 

● 請求一括登録バッチを起動し、請求データ（請求、請求明細）を作成します。 

 

以下の手順で請求締めを行います。 

 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「V2」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。「請求予定日」を入力します。 

必要に応じて他の検索条件やグルーピング条件も設定し、［検索］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、次のように設定し、［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    ※請求締め対象の「納品」「納品明細」を絞り込むための検索条件です。 

締日 - ※ソアスクでは、当項目を使用しての検索は想定していません。 

当項目の代わりに、「請求予定日」を使用します。 

請求予定日 - 請求予定日を入力します。 

次の条件で「納品明細」が絞り込まれます。 

当項目 ≧ 「納品明細」の「請求予定日」 
 

※「締日」を入力しない場合は入力必須です。 

納品日（From ～ To） - 納品日を範囲指定で入力します。 

次の条件で「納品」が絞り込まれます。 

当項目の From ≦ 「納品」の「納品日」 ≦ 当項目の 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「納品」が絞り込まれます。 

当項目の From ≦ 「納品」の納品書発行日 ≦ 当項目の To 

請求先 - 「取引先」を参照し設定します。 

設定した請求先で納品データが絞り込まれます。 

［参照］虫眼鏡アイコン（ ）については、 

「9.1.4 検索画面（虫眼鏡アイコン）」を参照してください。 

契約管理 - 「契約管理」を参照し設定します。 

設定した契約管理で納品データが絞り込まれます。 

事業所 - 「事業所マスタ」を参照し設定します。 

設定した事業所で納品データが絞り込まれます。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

部門 - 「部門マスタ」を参照し設定します。 

設定した部門で納品データが絞り込まれます。 

主担当者 - 「要員マスタ」を参照し設定します。 

設定した主担当者で納品データが絞り込まれます。 

グルーピング条件    ※検索結果をグループ単位に表示する場合に設定します。 

契約 - 契約単位で表示する場合にチェックを付けます。 

「契約管理」を基にグルーピングされます。 

営業担当者 - 営業担当者単位で表示する場合にチェックを付けます。 

「要員マスタ」を基にグルーピングされます。 

事業所 - 事業所単位で表示する場合にチェックを付けます。 

「事業所マスタ」を基にグルーピングされます。 

※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 

部門 - 部門単位で表示する場合にチェックを付けます。 

「部門マスタ」を基にグルーピングされます。 

［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。 

 

注意 「請求予定日」が設定されている「納品明細」レコードがある場合でも、以下のいずれかの条件を満たす場合

は、検索結果がエラーとなります。 

 検索条件の「請求予定日」 ≧ 「納品明細」の「請求予定日」 となるレコードが 1件もない 

 検索条件の「請求予定日」 ≧ 「納品明細」の「請求予定日」 となるレコードがすべて請求済 

 

Point 以下のいずれかの条件を満たす「納品明細」レコードは、請求締めの検索対象外となります。 

 「請求済」にチェックが付いている 

 「請求予定日」が設定されていない 

 紐づく「契約ライセンス」の「請求対象外」にチェックが付いている 

 紐づく「契約ライセンス」の親オブジェクトである「契約管理」の「請求対象外」にチェックが付いている 
 

※一部の「納品明細」レコードを意図的に請求対象外としたい場合は、請求締めを行う前に、対象となる

「契約管理」または「契約ライセンス」の編集画面で「請求対象外」にチェックを付けてください。 

 

Point  「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。 

 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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 検索が終了すると、画面下に「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。 

対象外とする明細からチェックを外し、必要に応じて「請求書発行日」「件名」等を入力します。 

最後に［請求作成］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、次のように設定し、［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「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。 
 

※納品データと紐づく「契約管理」の「支払期日起算日」が「請求書発行日」

で、かつ当項目をデフォルト値から変更した場合は、変更後の日付を基に

「支払期日」が再計算され、表示が変更されます。 

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、入力した「請求書発行日」「件名」が一括で「請求作成」の全

明細に反映されます。 

請求作成    ※検索結果が表示されます。グルーピング条件を設定した場合は、グループ単位に表示されます。 

（チェックボックス） - すべての明細にデフォルトでチェックが付きます。 

 この状態で［請求作成］ボタンをクリックすると、全明細を対象に請求一

括登録バッチが起動します。 

 必要に応じて、対象外の明細からチェックを外します。 

※見出しのチェックボックスにチェックを付けると、全明細にチェックが付き、外す

と全明細からチェックが外れます。 

請求先 - 請求先として紐づく「取引先」の「取引先名」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。 

デフォルトで付いているチェックを外します。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

納品先 - 納品先として紐づく「取引先」の「取引先名」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。 

契約管理 - グルーピング条件で「契約」を選択した場合に列が追加され、当グループと紐

づく「契約管理」の「契約名」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。 

事業所 - グルーピング条件で「事業所」を選択した場合に列が追加され、当グループに

紐づく「事業所マスタ」の「事業所名」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。 

部門 - グルーピング条件で「部門」を選択した場合に列が追加され、当グループに紐

づく「部門マスタ」の「部門」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。 

主担当者 - グルーピング条件で「営業担当者」を選択した場合に列が追加され、当グルー

プに紐づく「要員マスタ」の「要員氏名」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、すべて別の日付に変更することもできます。 

件名 - 件名を入力します。 

「一括入力」を利用し、すべて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。 

当レコードと紐づく「契約管理」の「支払期日算出方法」「支払月」「支払日」

「支払期日（日数）」等を基に算出された値がデフォルトでセットされます。 

※「契約管理」の項目で算出できない場合は、当レコードに請求先として紐

づく「取引先」＞「会計設定」の「請求先 : 支払日」を基に算出されます。 

帳票タイプ - ※現在は使用していない項目です。 

金額 - 1 グループごとの「金額」の合計が表示されます。 

納品明細数 - 1 グループごとの「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。 

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一度に処理できる総明細数は 999件までです。 

検索した結果、総明細数が 999件を超えていても 1000件目以降は表示されません。 

総明細数が 999 件を超える場合は、検索条件を変え請求一括登録バッチを複数回起動して処理する

か、手動で請求データを登録する必要があります。 

 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データは検索対象外（請求済）となるため、一度に処理し

きれなかった明細は 2回目以降の検索で表示されるようになります。 

 

Point  「請求作成」セクションにある「取引先」や「契約管理」などのリンクをクリックした場合は、検索結果がクリア

されてしまうため、再検索が必要になります。 

設定した検索条件が多い場合は、念のため、画面のキャプチャを採取しておくことをお勧めします。 

 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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 「請求一括登録バッチを開始しました。」とメッセージが表示されます。 

 

 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。請求締めによる請求データの作成は完了です。 

 
 

Point  請求一括登録バッチによって作成された「請求」は、「請求」のリストビュー「最近参照したデータ」の初期画

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されます。 

 

 作成した請求データを無効化すると、再度請求締めで「請求」を作成できるようになります。 

［参照］請求データの無効化については、「4.2 請求データの無効化・有効化」を参照してください。 

 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、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

        https://help.salesforce.com/articleView?id=customviews_lex.htm&language=ja 

https://help.salesforce.com/articleView?id=customviews_lex.htm&language=ja
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4.1.2 請求の詳細情報 

 ［請求］タブをクリックします。 

 

※上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。 

以降の画面についても同様です。 

 「請求」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。請求一括登録バッチによって作成された「請求」は、この

リストビューの初期画面には表示されないため、［最近参照したデータ ▼］＞［All Bills］をクリックします。 

 

 表示が「All Bills」に切り替わります。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、1件目の［{請求番号}］リンクをクリックします。 

 

 「請求」の詳細画面が表示されます。 
 

◼ 「請求」詳細画面のアクション 
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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］ 対象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］ 「請求登録画面」が表示されます。 

各入力項目には、当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 

［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、以下の設定が必要です。 

・ 承認プロセス 

・ 項目自動更新 

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

https://help.salesforce.com/articleView?id=approvals_getting_start

ed.htm&language=ja 

［参照］項目自動更新については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?id=workflow_managing_fie

ld_updates.htm&language=ja 

［無効化］ 「請求を無効にしますか？」と確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［無効化］ボタンをクリックすると、当レコードが無効化されます。 

［参照］詳細は、「4.2 請求データの無効化・有効化」を参照してください。 

［有効化］ 「請求を有効にしますか？」と確認メッセージが表示されます。 

メッセージ上の［有効化］ボタンをクリックすると、当レコードが有効化されます。 

［参照］詳細は、「4.2 請求データの無効化・有効化」を参照してください。 

 

https://help.salesforce.com/articleView?id=approvals_getting_started.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=approvals_getting_started.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=workflow_managing_field_updates.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=workflow_managing_field_updates.htm&language=ja
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◼ 「請求」詳細画面の［詳細］タブ 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

基本情報 

請求番号 - 「請求」レコード作成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。 

有効 - 無効レコードとする場合にチェックを外します。 

件名 - 件名が表示されます。 

請求先 ○ 当レコードに請求先として紐づく「取引先」の「取引先名」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。 

主担当者 ○ 当レコードに主担当者として紐づく「要員マスタ」の「要員氏名」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。 

請求先責任者 ○ 当レコードに請求先責任者として紐づく「取引先責任者」の「名前」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(%)が表示されます。 

エンドユーザ ○ 当レコードにエンドユーザとして紐づく「取引先」の「取引先名」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。 

契約管理 ○ 当レコードと紐づく「契約管理」の「契約名」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。 

納品 ○ ※サブスクリプション販売管理では「請求」が特定の「納品」と紐づくことがない

ため、「納品番号」のリンクが表示されることはありません。 

「請求」作成時、複数の「納品」（明細を含む）を 1 つの「請求」にまとめ 

ることができるためです。 

帳票タイプ - ※現在は使用していない項目です。 

取引先 ○ 当レコードに紐づく「取引先」代表の「取引先名」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。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

部門 ○ 当レコードに紐づく「部門マスタ」の「部門」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。 

請求情報 

前回請求 ○ 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、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

入金済 -  チェックが付いている場合、当レコードに紐づく「請求明細」がすべて入金済

みです。 

 チェックが付いていない場合、当レコードに紐づく「請求明細」の中に未入

金の明細があります。 

※手動でのみ値を変更することができる項目です。 

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。 

金額情報 

入金額 - 入金額が表示されます。 

※手動でのみ値を変更することができる項目です。 

8%税額 - 8%税額合計が表示されます。 

当項目はサンプルですが、以下のことをすべて行うと表示されるようになりま

す。 

 「税種マスタ」に名称が「消費税（軽減税率）」のレコードを登録します。 

 上記レコードに税率 8%の「税率マスタ」を紐づけ登録します。 

 「品目・サービスマスタ」（8%税額対象）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。 

当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なります。 

 「品目・サービスマスタ」（10%税額対象）の「税種」に「消費税」を設定

します。 
 

※「税種マスタ」には「消費税」のレコードがデフォルトで登録されていて、紐づく

「税率マスタ」の税率は 10%に設定されています。 

 

Point 「金額情報」セクションの「8%税額」「10%税額」は、あくまでサンプルとして用意されている項目です。 

必要に応じて、組織の用途に合わせた別の項目を作成してください。 
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◼ 「請求」詳細画面の関連リスト（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」に請求締め等で作成されたレコードがある場合に表示されます。 

［参照］詳細は、「4.1.3 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    ※「請求明細」「税種別合計(請求)」「請求」共通です。 

［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(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。 

［新規］ボタン 「新規税種別合計(請求)」画面が表示されます。 

［{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は、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}］リンク 対象レコードに紐づく「請求先」（取引先）の詳細画面が表示されます。 
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4.1.3 請求明細の詳細情報 

 「請求」詳細画面の関連リスト（前項参照）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「システム導入費」の［{請求明細番号}］リンクをクリックします。 

 

 「請求明細」（システム導入費）の詳細画面が表示されます。 
 

◼ 「請求明細」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。 

［編集］ 対象レコードの編集画面が表示されます。 

※ソアスクでの使用を想定していない、Salesforce の標準アクションです。 

［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。 

［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。 
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◼ 「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」レコード作成時に自動採番された値が表示されます。 

「BD-{yyyymm}-{10桁の連番}」の形式です。 

請求 ○ 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、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

品目分類マスタ ○ 当レコードに紐づく「品目分類マスタ」の「品目分類名」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。 

エンドユーザ ○ 当レコードにエンドユーザとして紐づく「取引先」の「取引先名」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。 

品目・サービスマスタ ○ 当レコードに紐づく「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、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

並び順 - 「請求」詳細画面の関連リストに表示される「請求明細」の並び順が表示さ

れます。 

品目・サービス名 - 品目・サービス名が表示されます。 

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。 

品番 - 品番が表示されます。 

利用数 - 利用数が表示されます。 

※従量課金用の数量内訳項目です。 

［参照］詳細は、「8.1.5 従量課金用の数量内訳項目について」を参照し

てください。 

受注タイプ - 受注タイプが表示されます。 

固定利用枠 - 固定利用枠が表示されます。 

※従量課金用の数量内訳項目です。 

［参照］詳細は、「8.1.5 従量課金用の数量内訳項目について」を参照し

てください。 

備考 - 備考が表示されます。 

数量 - 数量が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

契約ライセンス ○ 当レコードに紐づく「契約ライセンス」の「ライセンス名」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。 

単位 - 単位が表示されます。 

従量課金 ○ 当レコードに紐づく「従量課金」の「件名」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。 

利用範囲下限 - 利用範囲下限が表示されます。 

※従量課金用の数量内訳項目です。 

［参照］詳細は、「8.1.5 従量課金用の数量内訳項目について」を参照し

てください。 

日割り対象 -  チェックが付いている場合、当レコードは日割り対象です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは日割り対象外です。 

利用範囲上限 - 利用範囲上限が表示されます。 

※従量課金用の数量内訳項目です。 

［参照］詳細は、「8.1.5 従量課金用の数量内訳項目について」を参照し

てください。 

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。 

課税区分 - 課税区分が表示されます。 

仕切率(%) - 仕切率(%)が表示されます。 

税率(%) - 税率(%)が表示されます。 

単価 - 単価が表示されます。 

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

金額 - 請求締めの対象となった「納品明細」レコードの「金額」が集約された金額が

表示されます。 

軽減税率対象 -  チェックが付いている場合、当レコードは軽減税率対象です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは軽減税率対象外です。 

税率再計算対象 -  チェックが付いている場合、当レコードは税率再計算対象です。 

 チェックが付いていない場合、当レコードは税率再計算対象外です。 
 

※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（金額や税額など）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。 

サブスクリプション 

利用期間(月数) - 利用期間が月数で表示されます。 

利用開始日 - 利用開始日が表示されます。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

利用終了日 - 利用終了日が表示されます。 

請求対象期間開始 - 請求対象期間の開始日が表示されます。 

請求対象期間終了 - 請求対象期間の終了日が表示されます。 

月額 - 月額が表示されます。 

請求サイクル - 請求サイクルが表示されます。 

関連情報 

納品明細 ○ 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、対象レコードの詳細画面が表示されます。 

［参照］詳細は、「3.2.4 納品明細の詳細情報」を参照してください。 
 

※請求締めで請求データを作成した場合は、「請求」と「納品」については無

条件で紐づきませんが、「請求明細」と「納品明細」については「見積明細」

の「請求サイクル」が「毎月」の場合のみ紐づきます。 

 

◼ 「請求明細」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 

納品明細リレーション 

［新規］ボタン 「新規納品・請求明細リレーション」画面が表示されます。 

［{納品・請求明細リレーション番

号}］リンク 

対象レコードの詳細画面が表示されます。 

「納品・請求明細リレーション」に請求締め等で作成されたレコードがある場合に表示さ

れます。 

［参照］詳細は、「3.2.6 納品・請求明細リレーションの詳細情報」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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4.1.4 請求締日の算出方法 

「請求締日」は、「請求先」（取引先）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「請求締日」にデフォルトでセットされます。 

 

請求締日の算出方法について、以下の例を使い説明します。 

 当月を 2020年 12月とします。 

また、「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（締日＝20日）。 

 

 まず、当月の 19日（2020/12/19）に「請求」の登録を行います。 

この場合は、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 2020/11/20 が

デフォルトでセットされます。 

 

 次に、当月の 25日（2020/12/25）に「請求」の登録を行います。 

この場合は、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 2020/12/20

がデフォルトでセットされます。締日当日（2020/12/20）に登録する場合も同じ結果になります。 
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4.2 請求データの無効化・有効化 

有効な請求データを無効化する場合、および無効な請求データを有効化する場合の手順について説明します。 
 

請求締めによって作成された請求データはすべて有効なデータで、「請求」レコードの「有効」にチェックが付きます。 

同時に、請求締めの対象になった納品データは請求済となり、「納品」レコードの「請求済」にチェックが付きます。 
 

いったん請求済となった納品データは請求締めの対象外として扱われますが、請求データを無効化し納品データを請求締

め前の状態に戻す（「請求済」のチェックを外す）ことで、再度請求締めの対象とすることができます。 
 

注意 請求データの無効化によって「請求済」のチェックが外れた納品データに対し再度請求締めを行った場合は、

有効な新規の請求データが作成されるため、無効化した請求データを有効化することはできなくなります。 

 

※「私のドメイン」を設定していない場合は、請求データの無効化・有効化の前に設定しておく必要があります。 

［参照］詳細は、「4.2.3 私のドメインの設定」を参照してください。 

 

4.2.1 有効な請求データを無効化する 

 「請求サイクル」が月次、全 12 ヶ月中 4 ヶ月分が請求済となっている、次のような納品データがあるとします。 

 

 手順 1 の納品データから作成された「請求」レコードの詳細画面で［▼］＞［無効化］をクリックします。 

 

 「請求を無効にしますか？」と確認メッセージが表示されます。［無効化］ボタンをクリックします。 

 

「請求済」にチェックが

付いています。 

「有効」にチェックが

付いています。 
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 請求データの無効化が完了すると「請求を無効化しました」とメッセージが表示されます。 

 

※「請求」レコードに紐づく「請求明細」レコードの数が多いと、すぐに表示されない場合があります。 

 「請求」レコードの詳細画面に戻り、「有効」のチェックが外れたことが確認できます。 

 

 手順 1 の納品データを再度表示すると、請求済となっていた 4 件の「納品」レコードから、「請求済」のチェックが

外れたことが確認できます。 

請求データの無効化は完了です。 

 

 

「有効」のチェックが

外れました。 

「請求済」のチェックが

外れました。 
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4.2.2 無効な請求データを有効化する 

「4.2.1 有効な請求データを無効化する」で無効化された請求データを有効化します。 

 無効化が完了した時点での納品データは、「請求済」のチェックが外れている 4 ヶ月分の「納品」レコードと、まだ 

請求締めが行われていない 8 ヶ月分の「納品」レコードが混在しています。 

 

 無効化された「請求」レコードの詳細画面で［▼］＞［有効化］をクリックします。 

 

 「請求を有効にしますか？」と確認メッセージが表示されます。［有効化］ボタンをクリックします。 

 

 請求データの有効化が完了すると「請求を有効化しました」とメッセージが表示されます。 

 

※「請求」レコードに紐づく「請求明細」レコードの数が多いと、すぐに表示されない場合があります。 

「請求済」のチェックが

外れています。 

まだ請求締めが行わ

れていません。 

「有効」のチェックが

外れています。 
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 「請求」レコードの詳細画面に戻り、「有効」にチェックが付いたことが確認できます。 

 

 手順 1 の納品データを再度表示すると、無効化の前に請求済となっていた 4 ヶ月分の「納品」レコードの「請求

済」にチェックが付き、それ以外の「請求済」にチェックが付かないことが確認できます。 

請求データの有効化は完了です。 

 

 

「有効」にチェックが

付きました。 

「請求済」にチェックが

付きました。 

「請求済」にチェックが

付きません。 
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4.2.3 私のドメインの設定 

私のドメインを設定する手順について説明します。 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 

 設定の「ホーム」画面が表示されます。 

サイドバーの「設定」で［会社の設定］＞［私のドメイン］をクリックします。 

 

 「私のドメインの設定」画面が表示されます。「[私のドメイン] の名前」を入力し、［使用可能か調べる］ボタン

をクリックします。ここでは例として、「soasc」と入力し、［使用可能か調べる］ボタンをクリックします。 
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 入力した文字列に「-dev ed」が付加され、名前が使用されていない場合は「 」と表示されます。 

「選択された新しい [私のドメイン] の URL」に「ドメインサフィックス」が付加された URL が表示されます。 

URL を確認し問題がなければ、［ドメインの登録］ボタンをクリックします。 

 

 表示がステップ 1 からステップ 2 に切り替わります。 

Salesforce によって新しいドメインのプロビジョニングが行われ、処理が完了するとメールで通知されます。 

 

※メール通知後も、表示がステップ3に切り替わらない場合は、［F5］キーを押下して画面を更新してください。 

 表示がステップ 2 からステップ 3 に切り替わります。 

［新しいドメインをリリース］ボタンをクリックします。私のドメインの設定は完了です。 

 
 

使用できる文字や文字数の制限に

ついては、画面で確認してください。 

ボタンをクリックすると、Salesforce との接続が切れる

場合があります。その場合は、再ログインしてください。 
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  契約変更 
契約変更を行います。「商談または販売の登録」から、「見積条件および見積の登録」「見積データの確認」 

「受注確定」について説明します。 

 

 

5章における処理の流れは、以下のとおりです。    ※流れは「2 新規契約」と同じです。 
 

 
 

5章で使用する主なオブジェクトと構成は、以下のとおりです。 
 

◼ オブジェクト構成図 1（Sales Cloud を導入済みで「商談」を利用している場合） 

 
 

◼ オブジェクト構成図 2（Sales Cloud を導入していない場合、または導入済みで「商談」を利用していない場合） 

 
 

※受注確定によって新規に作成されるオブジェクトは、構成図に含まれていません。 

［参照］受注確定によって作成されるオブジェクトについては、「3 見積を登録し受注確定をする」を参照してください。 

5.1 商談または販売の登録 

5.2 見積条件および見積の登録 

5.3 受注確定 

※受注確定前に必要に応じて、見積データを確認します。 

2.3 見積データの確認 

（凡例） 

主従関係 
 

参照関係 

商談※1 

  見積条件 

販売※3 

見積 

※3 「見積条件」「見積」登録時に、 

自動で作成されます。 

※1 起点となるオブジェクトです。 

契約管理※2 

    契約ライセンス 

※2 契約変更のターゲットとなるオブジェクトです。 

「商談」に紐づけます。受注確定時に更新されます。 

（凡例） 

主従関係 
 

参照関係 

見積条件 

販売※1 

見積 

※1 起点となるオブジェクトです。 

契約管理※2 

    契約ライセンス 

※2 契約変更のターゲットとなる 

オブジェクトです。 

「販売」に紐づけます。 

受注確定時に更新されます。 
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5.1 商談または販売の登録 

契約変更は、「商談」または「販売」の登録から開始します。 
 

※「商談」の登録から開始する手順については、Sales Cloudを導入し「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。 
 

※「商談」を登録する場合は、あらかじめ「商談」のページレイアウトを変更しておく必要があります。 

［参照］「商談」のページレイアウトを変更する手順については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 
 

Point 契約変更には「ライセンス追加」と「ライセンス洗替」の 2 つの種別があり、設定内容が異なります。 

そのため、手順を場合分けして記載しています。 

 

5.1.1 商談を登録する 

「商談」の登録から開始する手順について説明します。 

［参照］「販売」の登録から開始する場合は、「5.1.2 販売を登録する」を参照してください。 

 「商談」の「最近参照したデータ」画面で［新規］をクリックします。 
 

［参照］手順 1は新規契約と同じです。「2.1.1 商談を登録する」を参照してください。 
 

Point 変更対象の「契約管理」から紐づけて「商談」を登録することもできます。 

「契約管理」詳細画面にある「商談」の［新規］ボタンをクリックすると、「新規商談」画面が表示されます。 

［参照］詳細は、「3.3.1 契約管理の詳細情報」を参照してください。 

 「新規商談」画面が表示されます。「商談情報」で「商談名」を入力し、「取引先名」を設定します。 

「完了予定日」を入力し、「フェーズ」を選択します。必要に応じて他の項目も入力します。 
 

◼ ライセンス追加をする場合の設定例 

 

［参照］項目説明は新規契約と同じです。「2.1.1 商談を登録する」を参照してください。以降も同様です。 
 

◼ ライセンス洗替をする場合の設定例 

「商談名」に「得意先 A様向け L洗替」と入力します。 

それ以外の項目については、ライセンス追加をする場合の設定例と同じです。 
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 「契約情報」で変更対象の「契約管理」を設定し、「契約区分」に「契約変更」を選択します。 

「契約期間 開始日」「契約期間 終了日」を入力します。ここでは例として、「部門」「主担当者」も選択します。 
 

◼ ライセンス追加をする場合の設定例 

 
 

◼ ライセンス洗替をする場合の設定例 

 
 

Point 「商談」登録時、「契約情報」セクションで「契約管理」を設定することが新規契約と異なる点です。 

契約変更は、新規契約時に作成された「契約管理」と紐づく「契約ライセンス」を対象に行います。 

 

［参照］手順 4以降は新規契約と同じです。「2.1.1 商談を登録する」を参照してください。 
 

※「商談」登録後、登録した「商談」の詳細画面が表示されます。 

引き続き「5.2 見積条件および見積の登録」に移動し、手順を進めてください。 
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5.1.2 販売を登録する 

「販売」の登録から開始する手順について説明します。 

［参照］「商談」の登録から開始する場合は、「5.1.1 商談を登録する」を参照してください。 

 「販売」の「最近参照したデータ」画面で［新規］をクリックします。 
 

［参照］手順 1は新規契約と同じです。「2.1.2 販売を登録する」を参照してください。 
 

Point 変更対象の「契約管理」から紐づけて「販売」を登録することもできます。 

「契約管理」詳細画面にある「販売」の［新規］ボタンをクリックすると、「新規販売」画面が表示されます。 

［参照］詳細は、「3.3.1 契約管理の詳細情報」を参照してください。 

 「新規販売」画面が表示されます。「基本情報」で「件名」を入力します。必要に応じて他の項目も入力します。 
 

◼ ライセンス追加をする場合の設定例 

 

［参照］項目説明は新規契約と同じです。「2.1.2 販売を登録する」を参照してください。以降も同様です。 
 

◼ ライセンス洗替をする場合の設定例 

「件名」に「得意先 A様向け L洗替」と入力します。 

 「関連情報」で「取引先」を選択します。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」を設定します。 
 

［参照］手順 3～4は新規契約と同じです。「2.1.2 販売を登録する」を参照してください。 

 「契約情報」で変更対象の「契約管理」を設定し、「契約区分」に「契約変更」を選択します。 

「契約期間 開始日」「契約期間 終了日」を入力します。 
 

◼ ライセンス追加をする場合の設定例 
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◼ ライセンス洗替をする場合の設定例 

 
 

Point 「販売」登録時、「契約情報」セクションで「契約管理」を設定することが新規契約と異なる点です。 

契約変更は、新規契約時に作成された「契約管理」と紐づく「契約ライセンス」を対象に行います。 

 

［参照］手順 6以降は新規契約と同じです。「2.1.2 販売を登録する」を参照してください。 
 

※「販売」登録後、登録した「販売」の詳細画面が表示されます。 

引き続き「5.2 見積条件および見積の登録」に移動し、手順を進めてください。 
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5.2 見積条件および見積の登録 

「5.1 商談または販売の登録」で登録した「商談」または「販売」に紐づけて、「見積条件」および「見積」を登録します。 
 

※ここで使用する「見積条件登録画面」は、Visualforceページです。カスタム設定「VisualforcePageSetting」によって、

Visualforce ページの数量と金額には小数点桁を使用しないように設定しています。 

［参照］カスタム設定については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 

5.2.1 見積条件を登録する 

「見積条件」を登録します。 

● 「5.1 商談または販売の登録」で「商談」を登録した場合は、手順 1 から開始してください。 

● 「販売」を登録した場合は、手順 1 をスキップし、手順 2 から開始してください。 

 登録した「商談」の詳細画面で、「見積条件」の［見積条件作成］ボタンをクリックします。 

 

※手順 2 をスキップし、手順 3 に進んでください。 

 登録した「販売」の詳細画面で、「見積条件」の［新規］ボタンをクリックします。 

 

※そのまま手順 3 に進んでください。 
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 「見積条件登録画面」が表示されます。［見積条件］タブが初期表示されるため、こちらから入力します。 

必要に応じて「基本情報」のデフォルト値を変更します。 
 

◼ ライセンス追加をする場合の設定例：「見積種別」は「ライセンス追加」（デフォルト値）です。 

ここでは例として、「見積条件名」を次のように設定します。 

 

［参照］項目説明は新規契約と同じです。「2.2.1 見積条件を登録する」を参照してください。 

以降も同様です。 
 

「商談」を利用している場合のみ

表示されます。 

ライセンス追加では「契約管理」の契約期間を

変更することができないため、表示のみです。 
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◼ ライセンス洗替をする場合の設定例：「見積種別」に「ライセンス洗替」を選択します。 

ここでは例として、「見積条件名」「契約期間 開始予定日」「契約期間 終了予定日」を次のように設定しま

す。 

 

Point 「契約期間 開始予定日」を変更すると、「契約期間 終了予定日」以外に、次の項目も再設定されます。 

「適用開始日」「初回請求予定日」「初回売上計上日」 

 

［参照］手順 4以降は新規契約と同じです。「2.2.1 見積条件を登録する」を参照してください。 
 

※次項で、引き続き［見積］タブの設定を行います。 

［見積］タブの設定後、「見積条件」と「見積」のレコードを同時に登録します。 

「商談」を利用している場合のみ

表示されます。 

「契約期間 開始予定日」を変更すると、 

「契約期間 月数」を基に「契約期間 終了予定日」が 

再設定されるため、設定し直す必要があります。 
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5.2.2 見積を登録する 

表示が［見積］タブに切り替わったところから入力します。 
 

Point 「見積」を登録する画面は、「基本情報」「見積情報」「会計情報」「明細情報」のセクションで構成されてい

ます。各セクションに表示されるデフォルトの項目は変更できませんが、項目セットの機能で新規のカスタム項

目を追加することができます。 

［参照］項目セットについては、「ソアスク セットアップガイド」の補足を参照してください。 

 「基本情報」で「件名」を入力します。必要に応じて他の項目も入力します。 
 

◼ ライセンス追加をする場合の設定例 

 

［参照］項目説明は新規契約と同じです。「2.2.2 見積を登録する」を参照してください。以降も同様です。 
 

◼ ライセンス洗替をする場合の設定例 

「件名」に「見積_提案 2_L洗替」と入力します。 

それ以外の項目については、ライセンス追加をする場合の設定例と同じです。 

 必要に応じて「見積情報」を設定します。 

 必要に応じて「会計情報」のデフォルト値を変更します。 
 

［参照］手順 2～3は新規契約と同じです。「2.2.2 見積を登録する」を参照してください。 

 「明細情報」の［品目・サービス選択］ボタンをクリックします。 
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 「品目・サービス検索画面」が表示されます。必要に応じて検索項目を指定し、［検索］ボタンをクリックします。 

明細に追加する品目・サービスの「選択」にチェックを付け、［明細へ追加］ボタンをクリックします。 
 

◼ ライセンス追加をする場合の設定例：種別＝「サービス」で検索し、未登録の品目・サービスを選択します。 

 

Point 上記では、ライセンス洗替と比較するために未登録の品目・サービスを選択していますが、登録済みの品目・

サービスを選択することもできます。 

［参照］上記画面の詳細は、「9.1.1 品目・サービス検索画面」を参照してください。 

 

◼ ライセンス洗替をする場合の設定例：種別＝「サービス」で検索し、登録済みの品目・サービスを選択します。 

 

Point 上記では、ライセンス追加と比較するために登録済みの品目・サービスを選択していますが、未登録の品目・

サービスを選択することもできます。 

登録済みの品目サービスです。 

未登録の品目サービスです。 

登録済みの品目サービスです。 
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 元の画面に戻ります。「明細情報」に明細が追加されていることを確認し、右にスクロールします。 
 

◼ ライセンス追加をする場合の設定例：デフォルト値のままスクロールします。 

 
 

◼ ライセンス洗替をする場合の設定例：「数量」を「1」から「2」に変更してからスクロールします。 

 
 

Point 上記では数量のアップセルを行っていますが、数量が「2」以上の場合は、ダウンセルを行うこともできます。 

 アップセルとは、契約中のライセンスから上位（高額）のライセンスへ変更する、または数量・単価を増や

し取引金額を増やすことです。 

 ダウンセルとは、契約中のライセンスから下位（低額）のライセンスへ変更する、または数量・単価を減らし

取引金額を減らすことです。 

 「売上サイクル」「請求サイクル」で、該当する項目を選択します（デフォルトで「品目・サービスマスタ」の値がセッ

トされます）。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。 

「見積条件」「見積」の設定、およびレコードの登録は完了です。 
 

◼ ライセンス追加をする場合の設定例：デフォルト値のままとします。 

 
 

◼ ライセンス洗替をする場合の設定例：デフォルト値のままとします。 

手順 5 の「品目・サービス選択画面」で選択した「システム利用月額」の項目が表示されます。 

 

Point 受注確定前に必要に応じて、登録した見積データの内容を確認します。 

［参照］詳細は、「2.3 見積データの確認」を参照してください。 

スクロールバー等で右にスクロールします。 

スクロールバー等で右にスクロールします。 
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5.3 受注確定 

「商談」または「見積条件」の詳細画面で受注確定をします。 
 

［参照］受注確定前に見積データを確認する場合は、「2.3 見積データの確認」を参照してください。 
 

Point  自動で仕入データが作成されるようにする場合は、仕入按分機能を使用するための設定が必要です。 

［参照］仕入按分機能については、「3.5.1 仕入按分機能について」を参照してください。 

 受注確定時、ある条件によって既存の「仕入明細」レコードが無効レコードに変更される場合があります。 

［参照］条件の詳細は、「3.5.4 仕入明細の詳細情報」項末の Point（上）を参照してください。 

 「商談」を利用している場合は、「商談」「見積条件」のいずれの詳細画面でも受注確定をすることができ

ます。「商談」を利用していない場合は、「見積条件」の詳細画面でのみ受注確定をすることができます。 

 「商談」の詳細画面で受注確定をする場合は、次項に移動し、手順を進めてください。 

「見積条件」の詳細画面で受注確定をする場合は、「5.3.2 見積条件の詳細画面で受注確定をする」

に移動し、手順を進めてください。 
 

［参照］受注確定後は、「3 見積を登録し受注確定をする」を参照し、作成された各種データを確認してください。 

 

5.3.1 商談の詳細画面で受注確定をする 

 「商談」の「最近参照したデータ」画面で、対象の［{商談名}］リンクをクリックします。 
 

◼ ライセンス追加をする場合：ライセンス追加用に作成した［得意先A様向けL追加］リンクをクリックします。 

 
 

◼ ライセンス洗替をする場合：ライセンス洗替用に作成した［得意先A様向けL洗替］リンクをクリックします。 

 「商談」の詳細画面が表示されます。「見積条件」「見積」のセクションで、対象の見積データを選択します。 
 

◼ ライセンス追加をする場合：「見積条件」はそのままです。「見積」の［{見積番号}］タブをクリックします。 

 

［参照］「見積条件」「見積」のセクションについては、「2.3.4 商談にある見積のセクション」を参照してください。 

この例では、2件の「見積」のうち、

古い方の「見積」を選択します。 

「見積条件」が複数あり、対象の「見積条件」が表示されて

いない場合は、こちらを「見積」よりも先に選択します。 
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◼ ライセンス洗替をする場合 

表示される見積データは異なりますが、手順はライセンス追加をする場合と同じです。 

 表示が対象の見積データに切り替わります。［受注確定］ボタンをクリックします。 
 

◼ ライセンス追加をする場合 

 
 

◼ ライセンス洗替をする場合 

表示される見積データは異なりますが、手順はライセンス追加をする場合と同じです。 
 

［参照］手順 4以降は新規契約と同じです。「2.4.1 商談の詳細画面で受注確定をする」を参照してください。 
 

［参照］ライセンス洗替によって、既存の「納品明細」レコードおよび「契約ライセンス」レコードがどのように処理さ

れるのかについては、以降の Point を参照してください。 
 

Point ライセンス洗替によって、既存の「納品明細」レコードがどのように処理されるのかについて説明します。 
 

アップセル・ダウンセルのために作成した見積データを選択し受注確定をすると、設定した「見積明細」レコード

の分だけ、新規の「納品明細」レコードが作成されます。既存の「納品明細」レコードのうち、新規の「納品明

細」レコードと契約期間が重複するレコードについては、条件付きで以下のように処理されます。 

 「請求済」「売上締め済」「債権管理連携済」「会計システム連携済」※のいずれかにチェックが付いている

場合 

既存の「納品明細」レコード消し込み用に、マイナス金額の「納品明細」レコードが新規に作成されます。 

 「請求済」「売上締め済」「債権管理連携済」「会計システム連携済」※のいずれにもチェックが付いていな

い場合 

既存の「納品明細」レコードは削除されます。 
 

※ソアスクのみ利用している場合は、「債権管理連携済」「会計システム連携済」は使用しません。 

そのため、「請求済」「売上締め済」のいずれかにチェックが付いているかで判断されます。 
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Point ライセンス洗替によって、既存の「契約ライセンス」レコードがどのように処理されるのかについて説明します。 
 

アップセル・ダウンセルのために作成した見積データを選択し受注確定をすると、設定した「見積明細」レコード

の分だけ、新規の「契約ライセンス」レコードが作成されます。    ※下の例では 1件のみとします。 

 

既存レコードの「利用終了日」は、新規レコードの「利用開始日」前日に変更されます。 

 

 

既存レコードです。 

「見積条件」の「契約期間 開始予定日」を 

「2021/07/01」に設定し、受注確定をしています。 

新規レコードの「利用開始日」前日に

変更されます 

新規レコードです。 

既存レコードです。 

新規レコードです。 
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5.3.2 見積条件の詳細画面で受注確定をする 

 ［見積条件］タブをクリックします。 
 

［参照］手順 1は新規契約と同じです。「2.4.1 商談の詳細画面で受注確定をする」を参照してください。 

 「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。 
 

◼ ライセンス追加をする場合：ライセンス追加用に作成した［見積条件_提案 1_L追加］リンクをクリックしま 

す。 

 
 

◼ ライセンス洗替をする場合：ライセンス洗替用に作成した［見積条件_提案 2_L洗替］リンクをクリックしま 

す。 

 「見積条件」の詳細画面が表示されます。次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。 

⚫ 関連見積・受注・納品一覧/Related Quote, SalesOrder, Delivery 
 

［参照］手順 3 は新規契約と同じです。「2.4.2 見積条件の詳細画面で受注確定をする」を参照してください。 

 受注確定をする「見積」にチェックを付け、［受注確定］ボタンをクリックします。 
 

◼ ライセンス追加をする場合 

 

※［編集］リンクをクリックすると、「見積条件登録画面」が表示され、見積データを編集することができます。 
 

◼ ライセンス洗替をする場合 

表示される見積データは異なりますが、手順はライセンス追加をする場合と同じです。 
 

［参照］ライセンス洗替によって、既存の「納品明細」レコードおよび「契約ライセンス」レコードがどのように処理さ

れるのかについては、前ページの Point を参照してください。 
 

［参照］手順 5以降は新規契約と同じです。「2.4.2 見積条件の詳細画面で受注確定をする」を参照してくだ

さい。 

 

 

受注確定前に見積データを編集したい場合は、

［編集］リンクをクリックしてください。 
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  契約更新 
契約更新を行います。「手動・契約更新」と「自動・契約更新」、および契約更新に関する注意事項について 

説明します。 

 
 

契約更新は、現在の契約期間内に次の契約を登録し契約を延長する場合に実行します。 

更新前と同じ期間で延長するだけではなく、更新前とは異なる期間を設定し延長することもできます。 

任意のタイミングにおいて手動で更新するか、または指定した日付を経過した際に自動で更新されるように設定します。 

 

6.1 手動・契約更新 

手動で契約更新を行います。契約更新を行う当日が契約の更新日となります。 

自動・契約更新のように「予約更新日」を指定することはできませんが、簡易な手順で実行することができます。 

 

6.1.1 手動で契約更新を行う 

契約更新を行う前に、契約更新対象の「契約管理」レコードに紐づく見積データを確認します。 
 

見積データの確認方法について、以下 2点の Point と 1点の注意事項で説明します。 
 

Point 対象レコードの「見積条件登録画面」を表示し、［見積条件］タブで契約期間月数を確認します。 

 

 上記の例では、「契約管理」レコードの「次回契約 月数」がブランクになっているため、契約更新後の「契

約期間 月数」は変更されず、「12」のままとなります。 

 契約更新後の「契約期間 月数」を変更したい場合、例えば 12 ヶ月から 24 ヶ月に変更したい場合は、

「契約管理」レコードの「次回契約 月数」を「24」に変更してください。 
 

※契約更新後の「契約期間 月数」に反映されるのは、「契約管理」レコードの「次回契約 月数」です。 

「見積条件」の「次回契約 月数」を変更しても、契約更新後の「契約期間 月数」には反映されません。 

 

契約更新対象となる 

「契約管理」レコードです。 

「契約管理」レコードの「次回契約 月数」が

デフォルトでセットされます。 

契約更新前の 

契約期間月数です。 
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Point 表示を［見積］タブに切り替え、「明細情報」で契約更新対象の「契約自動更新」にチェックが付いているこ

とを確認します。 

 

 

注意 「利用終了日」が「見積条件」の「契約期間 終了予定日」と一致する明細のみ、契約更新の対象です。 

ただし、「契約自動更新」にチェックが付いていない場合は、契約更新の対象外となります。 

新規契約時にチェックを付けていなかった場合は、契約更新前に必ずチェックを付けてください。 

 

手動で契約更新を行います。 

 ［契約管理］タブをクリックします。 

 

※上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。 

以降の画面についても同様です。 

 「契約管理」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

対象の［{契約名}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、［手動契約更新］リンクをクリックします。 

 

契約更新対象です。 
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 「契約管理」の詳細画面が表示されます。［▼］＞［契約更新］をクリックします。 

 

 「見積条件登録画面」が表示されます。契約期間以外は、更新前の見積データがデフォルトでセットされます。 

契約期間が 12 ヶ月に設定されているため、12 ヶ月後の契約期間がデフォルトでセットされます。 

「見積条件名」を変更し、必要に応じて他のデフォルト値を変更し、［見積］タブをクリックします。 

ここでは例として、次のように設定し、［見積］タブをクリックします。 

 
 

Point 契約更新を行うたびに、新規の「見積条件」レコードが作成されます。 

新規のレコードは既存のレコードと同じ「契約管理」に紐づき、かつ「見積条件番号」といった自動採番される

情報を持っていないため、既存のレコードとは異なる「見積条件名」にすることをお勧めします。 
 

※自動で契約更新を行う場合は、「見積条件名」を変更することができません。 

［参照］自動で契約更新を行う手順については、「6.2 自動・契約更新」を参照してください。 

契約更新前の契約期間です。 

12 ヶ月後の契約期間が 

デフォルトでセットされます。 

既存のレコードとは異なる 

「見積条件名」をお勧めします。 
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 表示が［見積］タブに切り替わります。 

「明細情報」には、契約更新前に「契約自動更新」にチェックを付けた明細のみ、デフォルトでセットされます。 

必要に応じてデフォルト値を変更し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

※「明細情報」以外のセクションにも、更新前の見積データがデフォルトでセットされます。 

 契約更新用に作成された「見積条件」の詳細画面が表示されます。 

 

 画面を下にスクロールし、受注確定をします。手動での契約更新は完了です。 

 
 

［参照］以降の詳細は、「2.4.2 見積条件の詳細画面で受注確定をする」を参照してください。 

［参照］「商談」の詳細画面から受注確定を行う場合は、「2.4.1 商談の詳細画面で受注確定をする」を参照

してください。 

12 ヶ月後の契約期間に 

更新されています。 
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6.1.2 契約更新時に作成される商談・販売について 

契約更新時に作成される「商談」「販売」について説明します。 
 

● 契約更新によって作成された新規の「見積条件」は、更新元となった既存の「商談」「販売」とは紐づきません。 

新規の「見積条件」は、更新元の「商談」「販売」からコピーされ新規に作成された「商談」「販売」と紐づきます。 

● 新規「商談」の「フェーズ」は、契約更新時の「見積条件登録画面」で、事前に変更指示を行うことができます。 
 

以下の手順で、フェーズの変更指示を行います。 

 「6.1.1 手動で契約更新を行う」の手順 1～3 で、「見積条件登録画面」を開きます。 

 ［見積条件］タブの「作成商談フェーズ」で、任意のフェーズを選択します。 

 
 

Point  「設定マスタ」（設定情報）の「商談フェーズ（見積条件登録）」にフェーズが設定されている場合、その

フェーズが「作成商談フェーズ」にデフォルトでセットされます。 

ただし、「商談フェーズ（見積条件登録）」のフェーズが「商談」の「フェーズ」選択リスト値以外の場合は

無効となり、コピー元「商談」のフェーズがデフォルトでセットされます。 

 「設定マスタ」（設定情報）の「商談フェーズ（見積条件登録）」にフェーズが設定されていない場合、コ

ピー元「商談」の「フェーズ」が「作成商談フェーズ」にデフォルトでセットされます。 
 

［参照］「設定マスタ」（設定情報）については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

［参照］「商談」の「フェーズ」選択リスト値については、「2.1.1 商談を登録する」を参照してください。 

 

［参照］以降は、「6.1.1手動で契約更新を行う」の手順 4以降を参照してください。 
 

※「6.2.1 契約自動更新を行う」および「6.2.2 次契約予約を設定し契約予約更新を行う」の場合でも同様

に「作成商談フェーズ」を設定することができます。 



｜ 6.契約更新 ｜ 6.2.自動・契約更新 ｜ 

195 

6.2 自動・契約更新 

自動で契約更新を行います。以下の 2 つの方法で行うことができます。 

● 契約自動更新を行う 

対象の「契約管理」レコードを直接メンテナンスし、契約自動更新のスケジュールを登録します。 

● 次契約予約を設定し契約予約更新を行う 

対象の「契約管理」レコードを基に次契約予約を設定し、契約予約更新のスケジュールを登録します。 

 

6.2.1 契約自動更新を行う 

契約自動更新を行う前に、契約更新対象の「契約管理」レコードに紐づく見積データを確認します。 

［参照］見積データの確認については、「6.1.1 手動で契約更新を行う」冒頭の Point と注意事項を参照してください。 

 

対象の「契約管理」をメンテナンスします。 

 ［契約管理］タブをクリックします。 

 

※上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。 

以降の画面についても同様です。 

 「契約管理」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

対象の［{契約名}］リンクをクリックします。ここでは例として、［契約自動更新］リンクをクリックします。 

 

 「契約自動更新」の詳細画面が表示されます。［編集］をクリックします。 
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 「契約自動更新を編集」画面が表示されます。 

「契約更新情報」を設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、次のように「契約更新情報」を設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

Point  「契約更新種別」には、「スケジュール」の選択が必須です。それ以外の項目を選択した場合は、契約自

動更新が行われません。契約予約更新の場合も同様です。 

いったん自動更新を保留としたい場合は「保留」、更新対象外としたい場合は「対象外」を選択してくださ

い（どちらを選択しても挙動は同じです）。 

 「設定マスタ」（設定情報）の「契約更新種別 初期値」に「スケジュール」を設定すると、「契約更新種

別」を毎回選択する必要がなくなります。 

［参照］「設定マスタ」（設定情報）については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 

Point 「契約更新日」について、以下の補足説明があります。 

 システムによって、「契約管理」レコードが作成・更新された場合は、「契約更新日」には「契約期間 終了

日」と同じ日付がデフォルトで設定されます。 

 「契約更新日」には、契約自動更新を行いたい日付の前日を設定します。下の説明にあるカスタム項目

で代用した場合も同様です。 

 「契約更新日」の代わりに、カスタム項目（データ型：日付）を追加し使用することができます。 

「契約管理」でカスタム項目を作成すると、ページレイアウト「Subscription Layout V2」の「契約情報」に

カスタム項目が追加されます（高度なページレイアウトエディタを使用し、任意の場所に移動できます）。 

「設定マスタ」（設定情報）の「契約更新判定用日付項目」にカスタム項目の API 参照名を設定する

と、カスタム項目が新たな契約更新判定用の日付項目として認識されるようになります。 
 

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

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

［参照］高度なページレイアウトエディタの使用については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.customize_layoutcustomize_pd.htm&language=ja 

 

注意  「解約日」が設定されている「契約管理」レコードは使用できません。 

 ソアスク標準オブジェクトにカスタム項目を作成する場合は、同じオブジェクト内で既存のソアスク標準項目

と新規に作成するカスタム項目の「項目名」が重複しないようにしてください。「項目名」が重複した状態で

ソアスクの登録画面（Visualforce ページ）を開くと、エラーとなる可能性があります。 

 

次回の契約期間を

2 ヶ月とします。 

「スケジュール」の選択が必須です。 

下の Point（２つ目）を参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=adding_fields.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.customize_layoutcustomize_pd.htm&language=ja
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契約自動更新のスケジュールを登録します。 
 

注意  Apex クラスのスケジュールを設定しジョブを登録することで、契約自動更新が行われるようにします。 

このとき、ジョブを登録した Salesforce ユーザは、あとから無効化することができません。 

上記ユーザを無効化した場合は、ジョブの実行がエラーとなり、契約自動更新も無効となります。 

 ユーザの無効化が避けられない場合は、登録したジョブを「スケジュール済みジョブ」画面で削除してくださ

い。そのうえで、有効な Salesforce ユーザを使用し、改めてジョブを登録してください。 

［参照］「スケジュール済みジョブ」画面については、次ページの Point を参照してください。 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 

 設定の「ホーム」画面が表示されます。 

サイドバーの「プラットフォームツール」で［カスタムコード］＞［Apex クラス］をクリックします。 

 

 「Apex クラス」画面が表示されます。［Apex をスケジュール］ボタンをクリックします。 
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 「Apex をスケジュール」画面が表示されます。スケジュールを設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。スケジュールの登録は完了です。 

 

※「頻度」が「毎週」「毎月」のいずれかによって、設定する項目が異なります（入力フォームが変更されます）。 

［参照］「頻度」で「毎週」を選択する場合は、「6.2.2 次契約予約を設定し契約予約更新を行う」を参照して

ください。 
 

Point 登録したジョブを「スケジュール済みジョブ」画面で確認および削除することができます。 

①設定の「ホーム」画面（手順 2）を表示し、サイドバーの「プラットフォームツール」で［環境］＞［ジョブ］

＞［スケジュール済みジョブ］をクリックします。 

 

②「スケジュール済みジョブ」画面に切り替わり、手順 4 で登録したジョブが表示されます。 

 

［削除］リンクで、スケジュール済みの

ジョブを削除することもできます。 

虫眼鏡アイコン（ ）をクリックし、 

「ContractRenewalScheduler」を

選択します（必須）。 

任意の名称です。 

「頻度」で「毎月」を選択すると、このフォームが

表示されます（日にち指定がデフォルト）。 

右のラジオボタンを選択すると、第何週の何曜

日で指定することができます。 

当日から 1 ヶ月 

以内の日付を 

設定してください。 
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契約更新のためにここまで行った設定をまとめると、以下のようになります。 

● 契約管理 

「契約更新種別」を「スケジュール」、「次回契約 月数」を「2」、および「契約更新日」を「2022/10/31」に設定。 

● Apex をスケジュール 

「ジョブ名」を「契約自動更新」、「Apex クラス」を「ContractRenewalScheduler」、「頻度」を「毎月：1日」、 

「開始」～「終了」を「2022/10/01」～「2022/12/01」、および「希望開始時刻」を「0:00」に設定。 
 

ここではさらに、次の設定を行います。 

● 設定マスタ（設定情報） 

「契約更新時に受注を確定」を ON（チェックあり）に設定。 

［参照］「設定マスタ」（設定情報）については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 
 

契約自動更新のジョブが起動する前と、起動したあとの結果を比較して説明します。 

 ジョブが起動するまで、「契約管理」レコードは次の状態です。 

 

 「契約更新日」翌日の「希望開始時刻」になると、契約自動更新のジョブが起動し、次のように次回契約用の

「見積条件」レコードが作成されます。 

 

※更新元の「商談」「販売」のコピーが作成され、新規に作成された「見積条件」と紐づきます。 

［参照］詳細は、「6.1.2 契約更新時に作成される商談・販売について」を参照してください。 

契約更新前の契約期間です。 

新規「見積条件」の契約予定期間です。 

「見積明細」の「利用開始日」「利用終了日」も

同じ日付になります。 
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 この例では、「設定マスタ」（設定情報）の「契約更新時に受注を確定」にチェックを付けているため、受注確定

も行われます。 

 

※一定の条件を満たしていると、発注・仕入データも作成されます。 

［参照］詳細は、「3 見積を登録し受注確定をする」を参照してください。 

 「契約管理」レコードは、次のように更新されます。契約自動更新は完了です。 

 

※当処理が正常終了したことを「バックグラウンド処理履歴」で確認することができます。 

［参照］詳細は、「6.2.3 バックグラウンド処理履歴を確認する」を参照してください。 
 

Point バッチの処理時間等に問題がある場合は、カスタム設定「Batch Performance Setting」を設定することで、

改善する可能性があります。 

［参照］カスタム設定については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 

受注確定で、受注・納品データが作成されます。 

契約更新後の契約期間です。 

受注確定時、旧「契約ライセンス」が 

「無効な契約ライセンス」に登録されます。 
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6.2.2 次契約予約を設定し契約予約更新を行う 

次契約予約を設定する前に、契約更新対象の「契約管理」レコードに紐づく見積データを確認します。 

［参照］見積データの確認については、「6.1.1 手動で契約更新を行う」冒頭の Point と注意事項を参照してください。 

 

対象の「契約管理」の次契約予約をします。 

 ［契約管理］タブをクリックします。 

 

※上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。 

以降の画面についても同様です。 

 「契約管理」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

対象の［{契約名}］リンクをクリックします。ここでは例として、［契約予約更新］リンクをクリックします。 

 

 「契約予約更新」の詳細画面が表示されます。編集画面で「契約更新情報」の設定を行います。 

「契約更新種別」＝「スケジュール」、「次回契約 月数」＝「3」に設定します。 

［参照］設定手順については、「6.2.1 契約自動更新を行う」の手順 3～4 を参照してください。 

 「契約予約更新」の詳細画面に戻り、［▼］＞［次契約予約］をクリックします。 

 

※契約管理データを基に、次契約用の見積データを新規に作成します。 
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 「見積条件登録画面」が表示されます。［見積条件］タブの内容を確認し、［次へ］ボタンをクリックします。 

 
 

Point 「予約更新日」＜ 契約予約更新ジョブ起動日 のレコードが、契約更新対象レコードと判別されます。 

ただし、「設定マスタ」（設定情報）の「予約更新判定用日付項目」が設定されている場合は、そちらの日

付項目が優先され、「予約更新日」は無効となります。 

「予約更新判定用日付項目」の設定手順は、「契約更新判定用日付項目」と同様です。 

［参照］「契約更新判定用日付項目」については、「6.2.1 契約自動更新を行う」を参照してください。 

 表示が［見積］タブに切り替わります。［見積］タブの内容を確認し、［保存］ボタンをクリックします。 

次契約予約は完了です。引き続き契約予約更新のスケジュールを登録します。 

 

※更新元の「商談」「販売」のコピーが作成され、新規に作成された「見積条件」と紐づきます。 

［参照］詳細は、「6.1.2 契約更新時に作成される商談・販売について」を参照してください。 

「契約管理」の「契約期間 終了日」翌日が

デフォルトでセットされます。 

「契約管理」の「次回契約 月数」がデフォルトでセットされます。 

「契約管理」の「契約期間 終了日」が

デフォルトでセットされます。 

「契約期間 開始予定日」＋「契約期間 月数」

がデフォルトでセットされます。 

デフォルトでチェックが付きます。 
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契約予約更新のスケジュールを登録します。 
 

注意  Apex クラスのスケジュールを設定しジョブを登録することで、契約予約更新が行われるようにします。 

このとき、ジョブを登録した Salesforce ユーザは、あとから無効化することができません。 

上記ユーザを無効化した場合は、ジョブの実行がエラーとなり、契約予約更新も無効となります。 

 ユーザの無効化が避けられない場合は、登録したジョブを「スケジュール済みジョブ」画面で削除してくださ

い。そのうえで、有効な Salesforce ユーザを使用し、改めてジョブを登録してください。 

［参照］「スケジュール済みジョブ」画面については、「6.2.1 契約自動更新を行う」の 2 つ目の Point を参 

照してください。 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 

 設定の「ホーム」画面が表示されます。 

サイドバーの「プラットフォームツール」で［カスタムコード］＞［Apex クラス］をクリックします。 

 

 「Apex クラス」画面が表示されます。［Apex をスケジュール］ボタンをクリックします。 
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 「Apex をスケジュール」画面が表示されます。スケジュールを設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。スケジュールの登録は完了です。 

 

※「頻度」が「毎週」「毎月」のいずれかによって、設定する項目が異なります（入力フォームが変更されます）。 

［参照］「頻度」で「毎月」を選択する場合は、「6.2.1 契約自動更新を行う」を参照してください。 
 

※登録したジョブを「スケジュール済みジョブ」画面で確認することができます。 

［参照］「スケジュール済みジョブ」画面については、「6.2.1 契約自動更新を行う」の 2 つ目の Point を参照し 

てください。 

 

契約更新のためにここまで行った設定をまとめると、以下のようになります。 

● 契約管理 

「契約更新種別」を「スケジュール」、「次回契約 月数」を「3」、および「契約更新日」を「2022/10/31」に設定。 

● 次契約予約（見積条件） 

「契約期間 開始予定日」～「契約期間 終了予定日」を「2022/11/01」～「2023/01/31」、「契約期間 月数」

を「3」、「予約」を ON（チェックあり）、および「予約更新日」を「2022/10/31」に設定。 

● Apex をスケジュール 

「ジョブ名」を「契約予約更新」、「Apex クラス」を「ReservationRenewalScheduler」、「頻度」を「毎週：日曜～

土曜」、「開始」～「終了」を「2022/11/01」～「2022/12/31」、および「希望開始時刻」を「21:00」に設定。 
 

ここではさらに、次の設定を行います。 

● 設定マスタ（設定情報） 

「予約更新判定用日付項目」をブランクに設定。 

※「予約更新判定用日付項目」をブランクにすると、「見積条件」の「予約更新日」が有効になります。 

［参照］「設定マスタ」（設定情報）については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

虫眼鏡アイコン（ ）をクリックし、

「ReservationRenewalScheduler」を 

選択します（必須）。 

任意の名称です。 

「頻度」で「毎週」を選択すると、このフォームが

表示されます。 

当日から 1 ヶ月 

以内の日付を 

設定してください。 
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契約予約更新のジョブが起動する前と、起動したあとの結果を比較して説明します。 

 ジョブが起動するまで、「契約管理」レコードは次の状態です。 

 

 ジョブが起動するまで、次契約予約で登録した「見積条件」レコードは次の状態です。 

 

契約更新前の契約期間です。 

すでに次回契約の予定日になっています。 

「見積明細」の「利用開始日」「利用終了日」も

同様です。 

「予約更新状態」は「未実行」です。 
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 ジョブが起動し完了すると、「契約管理」レコードは次のように更新されます。 

 

 ジョブが起動し完了すると、「見積条件」レコードは次のように更新されます。 

 

※当処理が正常終了したことを「バックグラウンド処理履歴」で確認することができます。 

［参照］詳細は、「6.2.3 バックグラウンド処理履歴を確認する」を参照してください。 
 

Point バッチの処理時間等に問題がある場合は、カスタム設定「Batch Performance Setting」を設定することで、

改善する可能性があります。 

［参照］カスタム設定については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

「予約更新状態」は「実行済み」になります。 

次契約予約で、すでに次回契約の予定日に

なっているため、変更されません。 
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 引き続き受注確定も行われます。契約予約更新は完了です。 

 

受注確定で、受注・納品データが作成されます。 
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6.2.3 バックグラウンド処理履歴を確認する 

一部のバッチ処理の結果が記録される「バックグラウンド処理履歴」を確認します。 
 

対象となるバッチ処理、および「バックグラウンド処理履歴」の処理名は、以下のとおりです。 

● 受注確定（処理名：「受注確定」） 

● 契約自動更新（処理名：親レコード「契約更新」、子レコード「契約更新（契約管理毎）」） 

● 契約予約更新（処理名：親レコード「予約更新」、子レコード「予約更新（見積条件毎）」） 

● サブスクリプション分析（処理名：「分析・分析明細登録(見積)」） 
 

※ここでの確認手順は、バッチ処理が正常終了した場合（「レコード ID」が利用できない場合）を想定しています。 

［参照］バッチ処理がエラーとなった場合は、「2.4.3 バッチ処理がエラーとなった場合について」を参照してください。 

［参照］サブスクリプション分析については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 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「バック」と入力し、下に表示される［バックグラウンド処理履歴］リンクをクリックします。 

 

 「バックグラウンド処理履歴」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

詳細や子レコードなどを表示するため、［最近参照したデータ ▼］＞［All］をクリックします。 

 
 

Point 「バックグラウンド処理履歴」には親レコードと子レコードがあります。ただし、上記の初期画面には、親レコード

しか表示されません。より詳細な記録が子レコードにあるため、子レコードの詳細画面を開きます。 
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 表示が「All」に切り替わります。対象の［{No}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、最新レコードの［{No}］リンク（子レコード）をクリックします。 

 

※上記画面は、「実行日」で降順に並ぶように設定済みです。親レコードの方が先に作成されます。 

 「バックグラウンド処理履歴」の詳細画面が表示されます。 

結果が「完了」のため、正常終了したことが確認できます。「バックグラウンド処理履歴」の確認は完了です。 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

No - 「バックグラウンド処理履歴」レコード作成時に自動採番された値が表示され

ます。 

「No{10桁の連番}」の形式です。 

親処理 ○ 当レコードが紐づく親レコードの「No」がリンク表示されます。 

クリックすると、当レコードが紐づく親レコードの詳細画面が表示されます。 

※子レコードにのみ表示されます。 

処理名 - バッチの処理名が表示されます。 

ジョブ ID - 実行されたジョブの ID が表示されます。 

※ジョブのパターンによっては、IDが発行されない場合があります。 

その場合は、ブランクとなります。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

実行日 - バッチ処理が実行された日時が表示されます。 

処理対象 - 処理対象レコードの ID が表示されます。 

※子レコードにのみ表示されます。 

処理対象レコード URL ○ 当レコードに紐づく処理対象レコードの URL がリンク表示されます。 

クリックすると、当レコードに紐づく処理対象レコードの詳細画面が表示されま

す。 

※子レコードにのみ表示されます。 

クラス名 - ジョブの Apex クラス名が表示されます。 

※親・子レコードで同じ値です。 

結果 

結果 - バッチ処理の結果が、次のいずれかで表示されます。 

「完了」「失敗」 

※結果が出る前にレコードの詳細画面を開くと、「実行中」と表示されます。 

メッセージ -  結果が「完了」の場合、正常に処理された旨のメッセージが表示されます。 

 結果が「失敗」の場合、ブランクとなります。 

エラーメッセージ（概要） -  結果が「完了」の場合、ブランクとなります。 

 結果が「失敗」の場合、エラーの原因を示すメッセージが表示されます。 

エラーメッセージ -  結果が「完了」の場合、ブランクとなります。 

 結果が「失敗」の場合、エラーの原因を示すメッセージ※が表示されます。 
 

※「エラーメッセージ（概要）」よりも詳細なメッセージが表示されます。 

ただし、単純なエラーの場合は、「エラーメッセージ（概要）」と同様のメッセ

ージが表示されます。 

 

注意 契約自動更新および契約予約更新のバッチ処理は、登録したスケジュールの設定に従って実行されます。 

そのため、バッチ処理の実行サイクルを短く設定していた場合は、前回までのバッチ処理ですべての契約更新

が行われてしまい、契約更新対象のレコードが残っていない可能性があります。 

契約更新対象のレコードが残っていない場合に作成されるのは、親レコードのみです。 

このとき作成される親レコードの結果は、「完了」となります。 
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  契約解約 
契約解約を行います。「商談の登録から解約確定まで」と「販売の登録から解約確定まで」について 

説明します。 

 
 

契約解約は、現在の契約が満期となり、かつ契約更新（契約の延長）がなかった場合に実行します。 

また、何らかの問題が発生し、契約期間の途中で解約する必要がある場合にも実行します。 

 

7.1 商談の登録から解約確定まで 

「商談」から解約予定情報を登録し、解約確定をします。 
 

※ここでは、Sales Cloud を導入し「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。 
 

※「商談」を登録する場合は、あらかじめ「商談」のページレイアウトを変更しておく必要があります。 

［参照］「商談」のページレイアウトを変更する手順については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 

7.1.1 商談から解約予定情報を登録する 

 「商談」の「最近参照したデータ」画面で［新規］をクリックします。 
 

［参照］手順 1は新規契約と同じです。「2.1.1 商談を登録する」を参照してください。 
 

Point 解約対象の「契約管理」から紐づけて「商談」を登録することもできます。 

「契約管理」詳細画面にある「商談」の［新規］ボタンをクリックすると、「新規商談」画面が表示されます。 

［参照］詳細は、「3.3.1 契約管理の詳細情報」を参照してください。 

 「新規商談」画面が表示されます。「商談情報」で「商談名」「完了予定日」を入力します。 

「取引先名」を設定し、「フェーズ」を選択します。必要に応じて他の項目も入力します。 

ここでは例として、次のように設定します。 
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［参照］項目説明は新規契約と同じです。「2.1.1 商談を登録する」を参照してください。以降も同様です。 

 「契約情報」で解約対象の「契約管理」を設定し、「契約区分」に「契約解約」を選択します。 

「分析情報」セクション以降の設定は不要なため、［保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、次のように「部門」「主担当者」も選択し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 「商談」の詳細画面が表示されます。「見積条件」の［契約解約］ボタンをクリックします。 
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 「サブスクリプション解約画面」が表示されます。「契約管理情報」で解約対象が正しいか確認します。 

必要に応じて「解約情報」を設定し、［解約予定保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、次のように設定し、［解約予定保存］ボタンをクリックします。 

 

※データを保存すると、解約用の見積データが新規に作成されます。 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

契約管理情報    ※「商談」登録時に紐づけた「契約管理」レコードの情報が表示されます。 

契約番号 - 「契約管理」登録時に自動採番された値が表示されます。 

「C-{10桁の連番}」の形式です。 

契約管理 - 「契約管理」の「契約名」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。 

契約期間 開始日 - 契約期間の開始日が表示されます。 

契約期間 終了日 - 契約期間の終了日が表示されます。 

契約先責任者 - 契約先責任者として紐づく「取引先責任者」の「名前」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。 

契約担当者 - 契約担当者として紐づく「要員マスタ」の「要員氏名」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。 

商談 - 紐づく「商談」の「商談名」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。 

解約情報 

見積条件名 - 新規に作成される「見積条件」の「見積条件名」を入力します。 

「契約管理」の「契約名」がデフォルトでセットされます。 

有効 - 無効レコードとする場合にチェックを外します。 

解約申込日 - 解約申込日を入力します。 

当日がデフォルトでセットされます。 

満期解約の際は、「解約日」の 

デフォルト値は変更不要です。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

解約日 - 解約日を入力します。 

契約期間内と「契約期間 開始日」前日の日付が有効です。 

「契約管理」の「契約期間 終了日」がデフォルトでセットされます。 
 

※解約日当日まで契約は有効です。解約日翌日に無効となります。 

※満期解約の場合は変更不要です。 

解約理由 - 解約理由を入力します。 

 

Point 次の項目は、新規に作成される「見積条件」の「解約情報」セクションに設定されます。 

「解約申込日」「解約理由」「解約日」 

［参照］「見積条件」の各項目については、「2.3.1 見積条件の詳細情報」を参照してください。 

 「商談」の詳細画面に戻ります。 

「見積条件」「見積」のセクションを見ると、契約解約用の見積データが作成されていることが確認できます。 

 
 

Point 関連リストにある「見積・受注・納品」のセクションには、表示項目を任意に追加することができます。 

［参照］関連リストへの表示項目の追加については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 

※契約解約は完了していません。解約確定をする必要があります。引き続き次項の手順に進んでください。 

「見積条件」の契約解約用デフォルト表示です。 

「見積」の契約解約用デフォルト表示です。 
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7.1.2 解約確定をする 

Point 解約確定時、ある条件によって既存の「仕入明細」レコードが無効レコードに変更される場合があります。 

［参照］条件の詳細は、「3.5.4 仕入明細の詳細情報」項末の Point（上）を参照してください。 

 

注意 ［解約確定］ボタンをクリックすると、それ以降は解約予定情報を変更することができなくなります。 

設定した「解約日」までに一定の期間があり解約予定情報を変更する可能性がある場合は、しばらくの間、

解約確定を保留することをお勧めします。 

 前項の手順から、引き続き「見積」の［解約確定］ボタンをクリックします。 

 

※上記で［編集］ボタンをクリックすると、前項の「サブスクリプション解約画面」が表示され、編集が可能です。 

 バッチ処理が実行され、次のメッセージが表示されます（時間が経つと消えますが、完了ではありません）。 

 

 「解約確定が完了しました。」と表示されれば、解約確定は完了です。 

関連リストを見ると、解約が確定したことを示す受注データが作成されていることが確認できます。 

「商談」からの契約解約は完了です。 

 
 

Point 「設定マスタ」（設定情報）の「商談フェーズ（解約確定）」にフェーズが設定されている場合は、解約確定

によって、「商談」の「フェーズ」が「商談フェーズ（解約確定）」のフェーズに置き換わります。 

［参照］「設定マスタ」（設定情報）については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 

※ここでの説明は、満期解約の例です。期中解約（契約期間終了日前の解約）の例も記載しています。 

［参照］期中解約については、「7.3 期中解約を行う場合」を参照してください。 
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7.2 販売の登録から解約確定まで 

「販売」から解約予定情報を登録し、解約確定をします。 
 

※ここでは、Sales Cloud を導入していない組織（または導入済みで「商談」を利用していない組織）を前提に説明しま

す。 

 

7.2.1 販売から解約予定情報を登録する 

 「販売」の「最近参照したデータ」画面で［新規］をクリックします。 
 

［参照］手順 1は新規契約と同じです。「2.1.2 販売を登録する」を参照してください。 
 

Point 解約対象の「契約管理」から紐づけて「販売」を登録することもできます。 

「契約管理」詳細画面にある「販売」の［新規］ボタンをクリックすると、「新規販売」画面が表示されます。 

［参照］詳細は、「3.3.1 契約管理の詳細情報」を参照してください。 

 「新規販売」画面が表示されます。「基本情報」で「件名」を入力します。必要に応じて他の項目も入力します。 

 

［参照］項目説明は新規契約と同じです。「2.1.2 販売を登録する」を参照してください。以降も同様です。 

［参照］以下の手順 3～4は新規契約と同じです。「2.1.2 販売を登録する」を参照してください。 

 「関連情報」で「取引先」を選択します。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」を設定します。 

 「契約情報」で解約対象の「契約管理」を設定し、「契約区分」に「契約解約」を選択します。 

「金額情報」セクション以降の設定は不要なため、［保存］ボタンをクリックします。 
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 「販売」の詳細画面が表示されます。「見積条件」の［契約解約］ボタンをクリックします。 

 

 「サブスクリプション解約画面」が表示されます。「契約管理情報」で解約対象が正しいか確認します。 

必要に応じて「解約情報」を設定し、［解約予定保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、次のように設定し、［解約予定保存］ボタンをクリックします。 

 

※データを保存すると、解約用の見積データが新規に作成されます。 

［参照］項目説明については、「7.1.1 商談から解約予定情報を登録する」を参照してください。 

 「見積条件」の詳細画面が表示されます。次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。 

⚫ 関連見積・受注・納品一覧/Related Quote, SalesOrder, Delivery 

 

満期解約の場合、「解約日」の 

デフォルト値は変更不要です。 

スクロールバー等で下にスクロールします。 
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 解約用の見積データが新規に作成されていることが確認できます。 

 

※契約解約は完了していません。解約確定をする必要があります。引き続き次項の手順に進んでください。 

「販売」登録時に紐づけた

「契約管理」です。 
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7.2.2 解約確定をする 

Point 解約確定時、ある条件によって既存の「仕入明細」レコードが無効レコードに変更される場合があります。 

［参照］条件の詳細は、「3.5.4 仕入明細の詳細情報」項末の Point（上）を参照してください。 

 

注意 ［解約確定］ボタンをクリックすると、それ以降は解約予定情報を変更することができなくなります。 

設定した「解約日」までに一定の期間があり解約予定情報を変更する可能性がある場合は、しばらくの間、

解約確定を保留することをお勧めします。 

 前項の手順から、引き続き［解約確定］ボタンをクリックします。 

 

※上記で［編集］リンクをクリックすると、前項の「サブスクリプション解約画面」が表示され、編集が可能です。 

 バッチ処理が実行され、処理が完了するまで次のメッセージが表示されます。 

 

 「解約確定が完了しました。」と表示され、解約が確定したことを示す受注データが作成されます。 

「販売」からの契約解約は完了です。 

 
 

Point 「設定マスタ」（設定情報）の「商談フェーズ（解約確定）」にフェーズが設定されている場合は、解約確定

によって、「商談」の「フェーズ」が「商談フェーズ（解約確定）」のフェーズに置き換わります。 

［参照］「設定マスタ」（設定情報）については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 

※ここでの説明は、満期解約の例です。期中解約（契約期間終了日前の解約）の例も記載しています。 

［参照］期中解約については、「7.3 期中解約を行う場合」を参照してください。 
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7.3 期中解約を行う場合 

期中解約（契約期間終了日前の解約）について説明します。 
 

※まず初回分（初期費用＋月額）の請求締めを行い、次に契約解約を行う流れとします。 

 

7.3.1 請求締めを行う 

 ここでは例として、2021年 4月分の納品（初回請求分）を検索します。 

次のように「検索条件」「グルーピング条件」を設定し、［検索］ボタンをクリックします。 

 

［参照］請求締めの詳細については、「4 請求締め」を参照してください。 

 画面下に「請求作成」が追加され、検索結果が表示されます。 

該当する契約以外のチェックを外し、［請求作成］ボタンをクリックします。 

 

「請求予定日」で検索します。 

検索結果が契約単位で表示されます。 

請求締め対象の納品データが紐づく契約です。 
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 「見積条件」の詳細画面で［納品をすべて表示］リンクをクリックします。 

 

 「納品」画面が表示されます。初回分のみ「請求済」となっていることが確認できます。 

 
 

Point  この例では結果をわかりやすくするため、「納品明細」の売上締めを行っていません。 

「納品」に紐づくすべての「納品明細」レコードは、「売上締め済」にチェックが付いていない想定です。 

そのため、赤伝票の作成対象は、「請求済」にチェックが付いていることのみで判断されます。 

［参照］赤伝票の「納品明細」については、「3.2.5 赤伝票の納品明細について」を参照してください。 
 

 「納品明細」の売上締めを行った場合は請求済の納品データだけではなく、「売上締め済」にチェックが付

いている「納品明細」レコード（および紐づく「納品」レコード）も赤伝票の作成対象となります。 

［参照］「納品明細」の売上締めについては、「8.2 納品明細の売上締めについて」を参照してください。 
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7.3.2 解約予定情報を登録する 

 契約解約用に、「商談」または「販売」を登録します。 
 

［参照］「商談」から登録する場合は、「7.1.1 商談から解約予定情報を登録する」を参照してください。 

［参照］「販売」から登録する場合は、「7.2.1 販売から解約予定情報を登録する」を参照してください。 

※以降も同様に、上記の手順を参照してください。 

 ［契約解約］ボタンをクリックし、「サブスクリプション解約画面」を開きます。 

 ここでは例として、「解約情報」に次のように設定し、［解約予定保存］ボタンをクリックします。 

 

※データを保存すると、解約用の見積データが新規に作成されます。 

［参照］項目説明については、「7.1.1 商談から解約予定情報を登録する」を参照してください。 

 「商談」から登録した場合は「商談」の詳細画面が表示されます。 

「販売」から登録した場合は「見積条件」の詳細画面が表示されます。 

 「商談」の詳細画面では、「見積条件」「見積」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。 

「見積条件」の詳細画面では、次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。 

⚫ 関連見積・受注・納品一覧/Related Quote, SalesOrder, Delivery 

 解約用の見積データが新規に作成されていることが確認できます。 

※契約解約は完了していません。解約確定をする必要があります。引き続き次項の手順に進んでください。 

「解約日」に設定した日付の翌日

から、契約が無効になります。 
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7.3.3 解約確定をする 

Point 解約確定時、ある条件によって既存の「仕入明細」レコードが無効レコードに変更される場合があります。 

［参照］条件の詳細は、「3.5.4 仕入明細の詳細情報」項末の Point（上）を参照してください。 

 

注意 ［解約確定］ボタンをクリックすると、それ以降は解約予定情報を変更することができなくなります。 

設定した「解約日」までに一定の期間があり解約予定情報を変更する可能性がある場合は、しばらくの間、

解約確定を保留することをお勧めします。 

 以下は、「商談」から解約確定をする例です。 

前項の手順から、引き続き「見積」の［解約確定］ボタンをクリックします。 

 

 解約確定のバッチ処理が実行されます。 

 バッチ処理の完了後、「見積条件」の詳細画面で［納品をすべて表示］リンクをクリックします。 

 
 

Point 上記の例では、初期費用＝¥250,000、月額＝¥60,000 と設定しています。 

各伝票は以下のように算出されています。 

 黒伝票：初期費用（¥250,000）＋月額（¥60,000）＝¥310,000 

 赤伝票：月額の消し込み＝- ¥30,000 
 

※月額の消し込み＝月額（¥60,000）÷ 4月の日数（30日）× 解約により減った日数（-15日） 

 消し込み用の赤伝票と請求済の 4月分「納品」レコードを残し、5月分以降の「納品」レコードが削除されてい 

ることが確認できます。期中解約を行った結果は以上です。 

 

※上記の例では、売上締め済の「納品明細」レコードが存在しない想定です。 

［参照］削除前の画面については、「7.3.1 請求締めを行う」の手順 4 を参照してください。 
 

Point 「設定マスタ」（設定情報）の「商談フェーズ（解約確定）」にフェーズが設定されている場合は、解約確定

によって、「商談」の「フェーズ」が「商談フェーズ（解約確定）」のフェーズに置き換わります。 

［参照］「設定マスタ」（設定情報）については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 

月の途中（4/15）で解約しているため、

消し込み用の赤伝票が作成されます。 



 

224 

  その他の機能 
主要な機能（新規契約、契約変更、契約更新、契約解約など）以外の機能について説明します。 

 

 

 

8.1 従量課金機能 

定額契約ではなく、従量課金契約としたい場合に利用する機能です。 

 

8.1.1 従量課金データを登録する 

ここでは新規契約を例に、従量課金データを登録する手順を説明します。 

 「2 新規契約」の手順に従い、「明細情報」の［品目・サービス選択］ボタンをクリックする手順まで進めます。 

※「2.2.2 見積を登録する」の手順 4 まで進めます。 

 「品目・サービス検索画面」で、必要に応じて検索項目を指定し、［検索］ボタンをクリックします。 

明細に追加する品目・サービスの「選択」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、種別＝「サービス」で検索し、次のようにチェックを付け、［明細へ追加］ボタンをクリックします。 

 
 

注意 従量課金用の品目・サービスを明細に追加する場合は、必ず「品目・サービスマスタ」から引用してください。 

［行追加］ボタンで追加した明細には、契約単価設定（次ページの手順 4以降）ができないためです。 

従量課金用の品目・サービスは、 

「売上サイクル」「請求サイクル」を 

「従量課金」に設定してください。 



｜ 8.その他の機能 ｜ 8.1.従量課金機能 ｜ 

225 

 元の画面に戻ります。「明細情報」に明細が追加されていることを確認し、右にスクロールします。 

 

 「売上サイクル」「請求サイクル」が「従量課金」の品目・サービスの場合は、「契約単価」の設定が必須となるため、

［契約単価設定］ボタンが表示されます。［契約単価設定］ボタンをクリックします。 

 

 「契約単価登録画面」が表示されます。「契約単価」（画面上）を設定し、［反映］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、次のように「契約数量別単価」（画面下）も設定し、［反映］ボタンをクリックします。 

 

［参照］各項目の説明については、「8.1.4 複数の契約単価を設定する」を参照してください。 

スクロールバー等で右にスクロールします。 

数量ごとに単価を変更したい場合は、「契約数量別単価」も設定する必要があります。 

「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（「単価マスタ」の登録が必要です）。 
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Point  「契約単価」「契約数量別単価」の関係性は、「単価マスタ」「数量別単価マスタ」と同様です。 

特に「契約数量別単価」の設定方法は、「数量別単価マスタ」と同じため参考にしてください。 

［参照］「単価マスタ」「数量別単価マスタ」については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 「固定利用枠の有無」「固定利用枠の利用サイクル」は、定額＋従量（定額従量制）に使用します。 

［参照］定額＋従量（定額従量制）については、「8.1.2 定額＋従量（定額従量制）について」を参

照してください。 

「契約数量別単価」から従量課金の金額を算出する方法は、「従量」「変動」の 2種類あります。 

「従量課金種別」で「従量」または「変動」のいずれかを指定します（ブランクも「従量」と同じ扱いです）。 

 「従量」を選択：数量に該当する単価×数量＝金額 となります。 

上記の例では、数量＝50,000 のとき、99×50,000＝4,950,000 となります。 

 「変動」を選択：数量が 1行目最大数量以下の場合は、「従量」と同じ算出方法となります。 

1 行目最大数量より多く、かつ 2 行目最大数量以下の場合は、1 行目単価×1 行目最大数量＋2 行

目単価×（数量－1 行目最大数量）といった形で 1 行ずつ「該当単価×該当数量」を積み上げていく

算出方法となります。 

上記の例では、数量＝50,000 のとき、100×10,000＋99×40,000＝4,960,000 となります。 

 1 つの品目・サービス（従量課金サービス）に、複数の「契約単価」を設定することができます。 

［参照］詳細は、「8.1.4 複数の契約単価を設定する」を参照してください。 

 元の画面に戻ります。 

再び明細を右にスクロールすると、［契約単価設定］ボタンが青文字になっていることが確認できます。 

 

※［契約単価設定］ボタンが赤文字の場合は、「契約単価」が未設定です。設定し直してください。 

 ［保存］ボタンをクリックします。 

 

 「2 新規契約」の手順に従い、「商談」または「見積条件」から、対象見積データの受注確定をします。 
 

［参照］「商談」からの受注確定は、「2.4.1 商談の詳細画面で受注確定をする」を参照してください。 

［参照］「見積条件」からの受注確定は、「2.4.2 見積条件の詳細画面で受注確定をする」を参照してください。 

 受注確定によって作成された「契約管理」の詳細画面を開きます。 

「有効な契約ライセンス」で、従量課金サービスの［従量制追加オプション費］リンクをクリックします。 

 

［参照］「契約管理」の詳細画面については、「3.3.1 契約管理の詳細情報」を参照してください。 
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 「契約ライセンス」の詳細画面が表示されます。 

表示を［関連］タブに切り替え、「従量課金」の［新規］ボタンをクリックします。 

 

［参照］「契約ライセンス」の詳細画面については、「3.3.2 契約ライセンスの詳細情報」を参照してください。 

 「従量課金登録画面」が表示されます。 

「利用数」を入力し、必要に応じて他のデフォルト値を変更し、［保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

従量課金データの登録は完了です。 

 
 

「利用数」は入力必須です。 
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注意  同じ計上月に対して、複数の従量課金データを登録することはできません。 

ただし「計上日」は、「設定マスタ」（自社会計情報）の「組織売上計上日にち」を基にデフォルトでセット

されます。 

 「計算済み金額」に金額が反映されない場合は、「計上日」が「契約単価」の適用期間内の日付になって

いるか確認してください。 

 「契約ライセンス」に紐づく「従量課金」レコードがすでに存在する場合は、そのレコードよりも過去の年月に

対し、「従量課金」レコードを登録することはできません。 

例）計上年月が 2021年 6月の「従量課金」レコードが存在する場合 

    計上年月が 2021年 4月～5月の「従量課金」レコードを登録することはできません。 

 

Point 「従量課金」を登録すると、「従量課金」レコード以外に「納品明細」レコードが自動で作成されます。 

「納品明細」レコードは既存の「納品」レコードの有無で、紐づくレコードが異なります。 

 「納品」レコードがある場合 

「計上日」を基準に、既存の「納品」レコードの「納品明細」レコードとして紐づきます。 

 「納品」がない場合 

新規に「納品」レコードが作成され、その「納品明細」レコードとして紐づきます。 
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8.1.2 定額＋従量（定額従量制）について 

従量課金に、一定利用数までの 0円定額分を設定します。この設定によって、一定利用数まで従量課金が発生せず、 

一定利用数を超えた部分にのみ従量課金が発生する仕組みとなります。 

 「8.1.1 従量課金データを登録する」の手順に従い、「契約単価登録画面」を表示する手順まで進めます。 

※「8.1.1 従量課金データを登録する」の手順 4 まで進めます。 

 「固定利用枠の有無」にチェックを付けます。 

ここでは例として、「固定利用枠の利用サイクル」に「月次」を選択します。 

※上記 2項目には、「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。 

「固定利用枠の有無」にチェックを付けると、「契約数量別単価」の 1行目の「単価」が「0」に固定されます。 
 

その他の項目も、次のように設定します。 

 

※「契約数量別単価」の 1行目が固定利用枠となります。 

［参照］各項目の説明については、「8.1.4 複数の契約単価を設定する」を参照してください。 

 上記画面で［反映］ボタンをクリックすると、定額従量制の設定は完了です。 
 

Point  上記の例では「利用数」が「1000.00」以下では課金が発生せず、「1001.00」以上で「契約数量別単

価」の設定に応じた従量課金が発生します。 

例えば、「利用数」が「1500.00」の場合は、「1000.00」を超えた数量が課金対象となるため、作成される

「納品明細」の金額は（1500.00－1000.00）×5.00＝2500.00 となります。 

［参照］「利用数」等の数量内訳項目については、「8.1.5 従量課金用の数量内訳項目について」を参

照してください。 

 1 つの品目・サービス（従量課金サービス）に、複数の「契約単価」を設定することができます。 

［参照］詳細は、「8.1.4 複数の契約単価を設定する」を参照してください。 

 

「月次」または「年次」が選択できます。 
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8.1.3 利用実績締めで従量課金データを作成する 

日々の利用実績数量から金額を算出し、締めのタイミングで従量課金を作成します。 
 

※利用実績はデータの一括登録を想定していますが、ここでは 1 レコード分の手入力の流れを説明しています。 

 「契約ライセンス」の詳細画面を開き、表示を［関連］タブに切り替えます。 

「利用実績」の［新規］ボタンをクリックします。 

 

［参照］「契約ライセンス」の詳細画面については、「3.3.2 契約ライセンスの詳細情報」を参照してください。 

 「新規利用実績」画面が表示されます。「実績数量」「締日」を入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 ［利用実績締め画面］タブをクリックします。 
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 「利用実績締め画面」が表示されます。検索条件を設定し、［検索］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、検索条件を次のように設定し、［検索］ボタンをクリックします。 

 

 検索結果が「従量課金作成」の欄に表示されます。 

手順 2 で作成した「利用実績」にチェックを付け、［作成］ボタンをクリックします。 

 

 「従量課金作成中」のメッセージが表示されます。 

 

 しばらくすると「従量課金の作成が完了しました。」のメッセージが表示されます。 

利用実績締めでの「従量課金」の作成は完了です。 
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Point 利用実績締めで「従量課金」を作成すると、紐づく「納品明細」も作成されます。 

「納品明細」は「従量課金」に紐づいているため、「従量課金」詳細画面の［関連］タブで確認できます。 

 

なお、対象月の「納品」がまだ作成されていない場合は、「納品」も自動で作成されます。 
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8.1.4 複数の契約単価を設定する 

1 つの品目・サービス（従量課金サービス）に、複数の「契約単価」を設定します。 
 

※従量課金サービスのキャンペーン等で値引き期間を設定する際に、複数の「契約単価」を利用することができます。 

 「8.1.1 従量課金データを登録する」の手順に従い、「契約単価登録画面」を表示する手順まで進めます。 

※「8.1.1 従量課金データを登録する」の手順 4 まで進めます。 

 1件目の「契約単価」は、品目・サービスに登録されている「単価マスタ」から引用された値を設定します。 

※ここでは例として、品目・サービスに「単価マスタ」が 1件、登録されているとの想定です。 

2件目の「契約単価」は、「単価マスタ」の値を引用できないため、自前で設定します。 
 

品目・サービスに登録されている「単価マスタ」の値が、いくつかの項目にデフォルトでセットされます。 

この値は変更しないで［＋］ボタンをクリックします。 

 

※「契約数量別単価」が関わる設定ではないため、ここでは「契約単価」の設定のみとします。 

［参照］「契約数量別単価」については、「8.1.1 従量課金データを登録する」「8.1.2 定額＋従量（定額従

量制）について」を参照してください。 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

選択中単価 - 選択中の契約単価が、「{優先順位}-{単価名}」の形式で表示されます。 

優先順位 ○ 1～99の数値を入力します。 

数値が大きいほど、優先順位が高くなります。 

 「単価マスタ」が登録されている場合、その値がデフォルトでセットされます。 

 「単価マスタ」が登録されていない場合、デフォルト値はありません。 

品目・サービス - 「品目・サービス名」が表示されます。 

単価名 - 契約単価名を入力します。 

 「単価マスタ」が登録されている場合、その値がデフォルトでセットされます。 

 「単価マスタ」が登録されていない場合、デフォルト値はありません。 

取引先 - 「見積条件」に紐づく「取引先」が表示されます。 

「品目・サービスマスタ」の値です。 

「単価マスタ」が 2件以上登録されている場合は、 

プルダウンリストで表示を切り替えることができます。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

単価 - 契約単価を入力します。 

 「単価マスタ」が登録されている場合、その値がデフォルトでセットされます。 

 「単価マスタ」が登録されていない場合、デフォルト値はありません。 

固定利用枠の有無 - 定額従量制に設定する場合にチェックを付けます。 

「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。 

［参照］詳細は、「8.1.2 定額＋従量（定額従量制）について」を参照し

てください。 

固定利用枠の利用サイクル - 定額従量制に設定する場合は、次のいずれかを選択します。 

「月次」「年次」 

「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。 

［参照］詳細は、「8.1.2 定額＋従量（定額従量制）について」を参照し

てください。 

見積明細利用開始日 - 「見積明細」の「利用開始日」が表示されます。 

見積明細利用終了日 - 「見積明細」の「利用終了日」が表示されます。 

開始日 ○ 契約単価の適用開始日を入力します。 

 「単価マスタ」が登録されている場合、その値がデフォルトでセットされます。 

 「単価マスタ」が登録されていない場合、「見積明細利用開始日」と同じ

日付がデフォルトでセットされます。 

終了日 ○ 契約単価の適用終了日を入力します。 

 「単価マスタ」が登録されている場合、その値がデフォルトでセットされます。 

 「単価マスタ」が登録されていない場合、「見積明細利用終了日」と同じ

日付がデフォルトでセットされます。 

従量課金種別 - 次のいずれかを選択します。 

「従量」「変動」 

 「単価マスタ」が登録されている場合、「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。 

 「単価マスタ」が登録されていない場合、デフォルト値はありません。 

 

Point 品目・サービスに登録された「単価マスタ」の値が、「契約単価登録画面」のデフォルト値として引用されるため

には、以下の条件をすべて満たしている必要があります。 

 「単価マスタ」の適用期間（開始日～終了日）と「見積明細」の利用期間（利用開始日～利用終了

日）に、1日でも重複している期間がある。 

 「単価マスタ」の「単価区分」が「販売単価」または「標準単価」のいずれか。 

 「単価マスタ」の「取引先」が「見積条件」の「取引先」と同じ、または「単価マスタ」の「取引先」が未設定。 
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 新規に「契約単価」を設定するための画面が追加されます。 

この画面には、「単価マスタ」の値が引用されないため、必須項目と「単価名」「単価」等を設定します。 

 

※定額従量制の場合は、「固定利用枠の有無」「固定利用枠の利用サイクル」の設定が必要です。 

［参照］詳細は、「8.1.2 定額＋従量（定額従量制）について」を参照してください。 

 ここでは例として、次のように設定し、［反映］ボタンをクリックします。 

 

 「見積条件登録画面」に戻ります。 

「契約単価」の設定が反映されているか確認するため、［契約単価設定］ボタンをクリックします。 

 



｜ 8.その他の機能 ｜ 8.1.従量課金機能 ｜ 

236 

 「契約単価登録画面」が表示されます。「選択中単価」をクリックします。 

設定した 2件の「契約単価」が反映されていることが確認できます。複数の「契約単価」の設定は完了です。 

 
 

Point 受注確定後は、「契約ライセンス」詳細画面の［関連］タブで、「契約単価」を確認することができます。 

 

［参照］「契約ライセンス」については、「3.3.2 契約ライセンスの詳細情報」を参照してください。 

 

Point 品目・サービスに設定した「契約単価」が、どのように適用されるのかについて説明します。 

また、契約更新時に引き継がれる「契約単価」についても説明します。 
 

ここで設定した「契約単価」2件の内容は、以下のとおりです。 

①新規入会キャンペーン（3か月間半額） 

「優先順位」＝90、「単価」＝¥50、「開始日」～「終了日」＝2021/04/01～2021/06/30 

②標準単価 

「優先順位」＝50、「単価」＝¥100、「開始日」～「終了日」＝2021/01/01～2023/12/31 
 

 「見積明細」の利用期間（利用開始日～利用終了日）は、2021/04/01～2022/03/31です。 

4月～6月は、優先順位が高い①の ¥50 が「契約単価」として適用されます。 

残りの利用期間（7月～翌年の 3月）は、②の ¥100が「契約単価」として適用されます。 

 契約更新で、次回契約の利用期間を 2022/04/01～2023/03/31 に設定したとします。 

①の「契約単価」は適用期間を過ぎているため、契約更新時に引き継がれません。 

②の「契約単価」は適用期間が 2023/12/31 まであるため、契約更新時に引き継がれます。 

 

Point 「契約単価」設定時のルールについて説明します。 

 同じ優先度で期間が重複する「契約単価」を複数設定することはできません。 

 「見積明細」の利用期間を満たす「契約単価」を、少なくとも 1件以上設定する必要があります。 

 1 件の「見積」に紐づく「見積明細」または 1 件の「契約ライセンスに」紐づく「契約単価」の合計レコード数

は、4000件以下にしなければならないという制限があります。 

 

注意  契約更新時に「契約ライセンス」レコードから「見積明細」レコードが作成されますが、「品番」が同じ品目・

サービスの「契約ライセンス」レコードが複数ある場合は、「見積明細」レコードが 1 つに統合されます。 

※統合された「見積明細」レコードの「数量」は、統合元レコードの合算値となります。 

 従量課金では、「見積明細」レコードが統合される際、統合元レコードのすべての「契約単価」を引き継ぐ

動作にはなっていません。 

そのため、「契約管理」レコード 1 件に対し、同じ品目・サービスの「契約ライセンス」レコードを複数登録す

る場合は、「見積明細」レコードが統合されないよう、それぞれの「品番」に異なる値を設定してください。 
 

優先順位の高いものから、降順に表示されます。 
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8.1.5 従量課金用の数量内訳項目について 

従量課金用の数量内訳項目として、以下の項目が「従量課金」「納品明細」「請求明細」にあります。 

● 利用数 

利用実績総数が設定されます。 

● 固定利用枠 

固定利用枠のある従量課金の場合は、「契約数量別単価」の 1行目の「最大数量」が設定されます。 

［参照］固定利用枠の設定については、「8.1.2 定額＋従量（定額従量制）について」を参照してください。 

● 利用範囲下限 

「利用数」に該当する「契約数量別単価」の「最小数量」が設定されます。 

● 利用範囲上限 

「利用数」に該当する「契約数量別単価」の「最大数量」が設定されます。 

 

数量内訳項目がどのように設定されるのか、実際の手順で説明します。 

 「8.1.1 従量課金データを登録する」の手順に従い、「契約単価登録画面」を表示する手順まで進めます。 

※「8.1.1 従量課金データを登録する」の手順 4 まで進めます。 

 ここでは例として、次のように設定し、［反映］ボタンをクリックします。 

 

 「8.1.1 従量課金データを登録する」の手順 7～8 で、見積データの登録および受注確定をします。 

 「8.1.1 従量課金データを登録する」の手順 9～10 で、「従量課金登録画面」を開きます。 

1行目が固定利用枠です。 
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 6月分の従量課金データを作成します。ここでは例として、「利用数」を「500」とします。 

 

 同様に、7月分の「利用数」を「1,500」、8月分の「利用数」を「2,500」として、合計 3 レコードを作成します。 

 

 作成した 6～8月分の「従量課金」レコードを詳細画面で比較します。 

 

 

「数量」＝「利用数」－固定利用枠「最大数量」（1000）です。 

「利用数」 ≦ 固定利用枠「最大数量」 の場合は、「0」となります。 

「固定利用枠」はすべて同じ値になります。 
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※「契約数量別単価」（手順 2の画面）の「最小数量」「最大数量」から、それぞれの「利用数」に該当する値

が引用され、「利用範囲下限」「利用範囲上限」に設定されていることが確認できます。 

 「納品明細」も「従量課金」と同時に作成されます。作成された「納品明細」を確認します。 

「商談」または「見積条件」の詳細画面から、「納品」＞「納品明細」の順にリンクをたどります。 

 

 作成された 7～8月分の「納品明細」レコードを詳細画面で比較します。 

 

 

※数量内訳項目が、「従量課金」と同様に設定されていることが確認できます。 

これは、7月分の「納品」です。6月分は「利用数」が 

固定利用枠内（課金なし）のため、作成されません。 



｜ 8.その他の機能 ｜ 8.1.従量課金機能 ｜ 

240 

 納品データを基に、請求データを作成します。 

［参照］請求データの作成については、「4 請求締め」を参照してください。 

 作成された 7～8月分の「請求明細」レコードを詳細画面で比較します。 

 

 

※数量内訳項目が、「従量課金」「納品明細」と同様に設定されていることが確認できます。 
 

※「請求明細」の詳細画面は、「納品明細」詳細画面の［関連］タブから「納品・請求明細リレーション」を経

由して表示することができます。 

［参照］詳細は、「3.2.6 納品・請求明細リレーションの詳細情報」を参照してください。 
 

Point ここでは、「従量課金種別」＝「従量」の例で説明していますが、「従量課金種別」＝「変動」の場合も同様

に「利用範囲上限」「利用範囲下限」が設定されます。 
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8.2 納品明細の売上締めについて 

「納品明細」の売上締め、および売上締め取消について説明します。 
 

売上締め、および売上締め取消の概要は、以下のとおりです。 

● 「納品明細」の売上締めは月単位に行います（初回のみ、過去年月分すべてが売上締め対象となります）。 

売上締め済の年月およびそれ以前の年月を対象に、新規の「納品明細」レコードが作成できなくなります。 

同様に、上記の年月に作成したレコードについても編集と削除ができなくなります。 

● 売上締め済の「納品明細」レコード（月単位）に売上締め取消を行うと、再び編集と削除が可能になります。 

● 売上締めの履歴情報は、「売上締め履歴」というオブジェクトで管理されています。 
 

※「納品明細」レコードが売上締め済となっていても、編集が可能な項目があります。 

［参照］売上締めの例外事項等については、「8.2.3 売上締めの例外事項」を参照してください。 

 

8.2.1 売上締めを行う 

 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「売上締め」と入力し、下に表示される［売上締め］リンクをクリックします。 

 

 「売上締め」画面が表示されます。［売上締め］ボタンをクリックします。 

 

「納品明細」の「計上日」年月が 

一致するレコードが抽出されます。 
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Point 「売上締め対象年月」は、画面（2 つ）と「売上締め履歴」レコードの両方にあり、以下の関係があります。 

 「条件」に表示される年月と、最新の履歴レコード（＝売上締め済）の年月は一致しません。 

「条件」には、これから売上締めを行う年月として、上記履歴レコードの翌月が表示されます。 

 履歴レコードが 1件もない場合に限り、「条件」にはシステム年月の前月が表示されます。 

 売上締めを行うたびに、「条件」の年月は翌月に移行します。 

 履歴レコードがある場合は、「処理履歴」に各履歴レコードの年月が表示されます。 

 売上締めのバッチ処理が起動し、処理が正常に完了すると、「売上締め履歴」レコードが作成されます。 

このとき、「条件」の「売上締め対象年月」は翌月に移行しています。売上締めは完了です。 

 

※「処理履歴」の［{NO}］リンクをクリックすると、「売上締め履歴」の詳細画面が表示されます。 

 
 

項目名 
リンク

表示 
説明 

No - 「売上締め履歴」レコード作成時に自動採番された値が表示されます。 

「No-{10桁の連番}」の形式です。 

売上締め対象日 - 「売上締め対象年月」に「設定マスタ」（自社会計情報）の「組織売上計

上日にち」を反映した日付となります。 
 

例）「売上締め対象年月」＝2021/06、「組織売上計上日にち」＝末日 

この場合は、「売上締め対象日」＝2021/06/30 となります。 

売上締め対象年月 - 売上締め、または売上締め取消の対象年月が表示されます。 

※売上締めを行う前、「売上締め」画面の「条件」に表示される年月です。 

翌月に移行しています。 

売上締めによって作成された「売上締め履歴」レコードです。 
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項目名 
リンク

表示 
説明 

実行日 - 売上締め、または売上締め取消を行った日時が表示されます。 

実行者 ○ 売上締め、または売上締め取消を行った Salesforce ユーザがリンク表示され

ます。 

実行種別 -  「実行」の場合、当レコードは売上締めの履歴です。 

 「取消」の場合、当レコードは売上締め取消の履歴です。 

納品明細件数 - 売上締め、または売上締め取消を行った「納品明細」の件数が表示されま

す。 

結果 -  「実行中」の場合、当レコードの処理は実行中です。 

 「完了」の場合、当レコードの処理は正常に完了しました。 

 「失敗」の場合、当レコードの処理は途中で失敗しました。 

取消理由 - 売上締め取消を行った際、「取消理由」を入力した場合に表示されます。 

メッセージ - バッチ処理中にエラーとなった場合、エラーメッセージが表示されます。 

 

Point 売上締め済となった「納品明細」レコードについて、編集ができなくなったことを確認します。 

①次のように「納品明細」レコードの「備考」を変更し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

②エラーメッセージが表示されます。 

売上締め済となった「納品明細」レコードの編集ができなくなったことが確認できます。 
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8.2.2 売上締め取消を行う 

 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「取消」と入力し、下に表示される［売上締め取消］リンクをクリックします。 

 

 「売上締め取消」画面が表示されます。 

必要に応じて「取消理由」を入力し、［売上締め取消］ボタンをクリックします。 

 
 

Point 「売上締め対象年月」は、画面（2 つ）と「売上締め履歴」レコードの両方にあり、以下の関係があります。 

 「条件」に表示される年月と、最新の履歴レコード（＝売上締め済）の年月が一致します。 

※対象は常に最新の履歴レコード（＝売上締め済）1件です。複数レコードの一括処理はできません。 

 売上締め取消を行うたびに、「条件」の年月は前月に移行します。 

 履歴レコードがある場合は、「処理履歴」に各履歴レコードの年月が表示されます。 

売上締めによって作成された「売上締め履歴」レコードです。 
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 売上締め取消のバッチ処理が起動し、処理が正常に完了すると、「売上締め履歴」レコードが作成されます。 

このとき、「条件」の「売上締め対象年月」は前月に移行しています。売上締め取消は完了です。 

 

※「処理履歴」の［{NO}］リンクをクリックすると、「売上締め履歴」の詳細画面が表示されます。 

［参照］「売上締め履歴」の詳細画面については、「8.2.1 売上締めを行う」を参照してください。 
 

Point 売上締め取消を行った「納品明細」レコードの詳細画面を表示すると、「売上締め済」のチェックが外れている

ことが確認できます。これで再び「納品明細」レコードの編集が可能になります。 

 

 

売上締め取消によって作成された「売上締め履歴」レコードです。 

前月に移行しています。 
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8.2.3 売上締めの例外事項 

売上締め、および売上締め取消の例外事項について説明します。 
 

売上締めを行った「納品明細」レコードであっても、以下の項目を編集することができます。 

● 請求済 

チェックを外す場合は、当該納品データから作成された請求データの削除も必要です。 

● 売上ステータス 

システムが使用する非表示項目です。編集するためには、編集画面に表示させる必要があります。 
 

以下の項目を編集することもできますが、ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 

● 会計システム連携済 

● 会計システム連携日時 

● 債権管理連携済 

● 債権管理連携日時 
 

上記以外に、カスタム項目「Sales Closed Edit Permission Item」に追加した項目は、編集が可能になります。 

［参照］カスタム項目については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 

Point その他の例外事項については、以下のとおりです。 

 初回の売上締めでは、「売上締め対象年月」よりも過去年月の「納品明細」レコードも対象となります。 

 売上締め済の年月に売上を計上（「納品明細」レコードを作成）しようとすると、売上締め済の年月より

も先の日付で直近の計上日に調整されます。 

例）2021/06 が売上締め済、「組織売上計上日にち」＝末日、6月に「納品明細」レコードを作成 

    この場合は、「納品明細」レコードの「計上日」＝2021/07/31 となります。 
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8.3 請求データの作成（請求締め以外の方法） 

請求データは、請求締めで一括して作成するだけではなく、納品データを選択して個別に作成することもできます。 

ここでは、納品データを選択して請求データを個別に作成する手順について説明します。 
 

［参照］請求締めについては、「4 請求締め」を参照してください。 

 

8.3.1 請求締めとの違いについて 

請求締めで一括して請求データを作成する場合との違いについて説明します。 
 

◼ 請求締めで一括して請求データを作成する 

● 請求締め用に用意されている、次の画面を使用します。 

 

● 上記画面で、請求締めの対象となる納品データを検索し、「請求作成」セクションに表示します。 

● 「請求作成」セクションで、請求締めの対象外とする明細からチェックを外し、請求締めを行うグループを決定します。 

● 請求作成を行うことで、対象グループの納品データ（1～複数件）から請求データ（1件）が作成されます。 
 

※検索を行うと、画面下に「請求作成」セクションが追加表示されます。 

［参照］請求締めの手順については、「4.1.1 請求締めを行う」を参照してください。 

 

◼ 納品データを選択して請求データを個別に作成する 

● 受注確定によって作成された「納品」レコードの詳細画面［関連］タブから、「請求登録画面」を開きます。 

● 「対象納品」セクションで、請求データの作成元となる「納品」レコードを選択し、チェックを付けます。 

● 保存を行うことで、選択した納品データ（1～複数件）から請求データ（1件）が作成されます。 
 

※「対象納品」セクションに未使用の納品データが残っている限り、繰り返し請求データを作成することができます。 

［参照］納品データを選択して請求データを個別に作成する手順については、次項を参照してください。 
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8.3.2 納品データを選択して請求データを個別に作成する 

納品データを選択して請求データを個別に作成します。 
 

Point 以下のようなパターンで、請求データを作成することを想定しています。 

①見積データを次の内容で作成します。 

「売上サイクル」＝「毎月」  「請求サイクル」＝「毎年」  利用期間＝2022/01/01～2022/12/31 

②受注確定をします。1～12月分の納品データが作成されます。 

③見積データ作成時は、1～12 月分の納品データから 1 年分の請求データ 1 件を作成する予定でしたが、

請求データを作成する段階で、次のように 2件に分割することが必要となりました。 

1年分の請求データ＝（1月分の請求データ）＋（2～12月分の請求データ） 

※（1～3月分）＋（4～7月分）＋（8～12月分）のように、変則的に分割することも可能です。 

④1月分の納品データから、「請求登録画面」を開きます。 

⑤「対象納品」セクションで、1月分の納品データにチェックを付け保存します（1件目の作成）。 

⑥2月分の納品データから、「請求登録画面」を開きます。 

⑦「対象納品」セクションで、残りの納品データ全件にチェックを付け保存します（2件目の作成）。 

 「2 新規契約」の手順に従い、「見積」の「明細情報」に明細を追加する手順まで進めます。 

※「2.2.2 見積を登録する」の手順 6 まで進めます。 

 「システム利用月額」の「請求サイクル」を「毎年」に変更し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 登録した見積データの受注確定をします。以下は、「商談」の詳細画面で受注確定をする例です。 

「見積条件」「見積」のセクションで対象の見積データを選択し、［受注確定］ボタンをクリックします。 

 

［参照］上記画面までの手順については、「2.4.1 商談の詳細画面で受注確定をする」を参照してください。 

［参照］「見積条件」の詳細画面で受注確定をする場合は、「2.4.2 見積条件の詳細画面で受注確定をする」

を参照してください。 

この例では、「見積条件」「見積」ともに１件のため、

選択操作は行いません。 
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 受注確定の完了メッセージが表示されたら、「見積条件」の［{見積条件名}］リンクをクリックします。 

 

 「見積条件」の詳細画面が表示されます。 

画面を一番下までスクロールし、［納品をすべて表示］リンクをクリックします。 

 
 

Point ここでは説明の都合上、「納品」画面を経由し［{納品番号}］リンクをクリックする流れになっています。 

実際の運用では、「商談」の詳細画面で［{納品番号}］リンクをクリックする方が、手数が少なくなります。 

 

 「納品」画面が表示されます。受注確定によって、1～12月分の「納品」レコードが作成されています。 

1月分の請求データを作成するため、1月分の［{納品番号}］リンクをクリックします。 

 

この時点では、請求データが 

1件も作成されていません。 
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 「納品」の詳細画面が表示されます。［関連］タブをクリックします。 

 

 表示が［関連］タブに切り替わります。「請求」の［新規］ボタンをクリックします。 

 

 「請求登録画面」が表示されます。「対象納品」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。 

 



｜ 8.その他の機能 ｜ 8.3.請求データの作成（請求締め以外の方法） ｜ 

251 

 「対象納品」セクションの 1月分の「納品」レコードにチェックを付け、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

Point 売上を月中で 2 つに分割していた場合でも、「納品日」と売上対象期間（売上対象期間開始～売上対 

象期間終了）を基に、「納品」レコードが昇順に並びます。 

［参照］売上を月中で分割する手順については、「3.2.5 赤伝票の納品明細について」の「売上を月中で

分割するパターン」を参照してください。 

 1月分の請求データが作成され、作成された「請求」レコードの詳細画面が表示されます。 

 

 手順 6 の「納品」画面を再度開きます。1月分の「納品」レコードが、請求済になっていることが確認できます。 

次は、2～12月分の請求データを作成するため、2月分の［{納品番号}］リンクをクリックします。 

 

 手順 7～9 と同じ手順で「請求登録画面」を開き、「前回請求」と「対象納品」のセクションを表示します。 
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 「対象納品」セクションの「納品」レコード全件にチェックを付け、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

Point  ここでの「納品」レコード全件とは、1月分を除く残りの「納品」レコード全件（2～12月分）のことです。 

 1月分は請求済のため「納品」レコードは表示されず、代わりに「請求」レコードが上の欄に表示されます。 

 作成する「請求」と紐づけたい過去の「請求」がある場合は、「前回請求」の「選択」にチェックを付けます。 

 過去の「請求」を紐づける必要がない場合は、カスタム設定「VisualforcePageSetting」の設定によって、

「前回請求を表示する」のチェックをデフォルトで外しておくことができます。 

［参照］カスタム設定については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 2～12月分の請求データが作成され、作成された「請求」レコードの詳細画面が表示されます。 

 

 手順 6 の「納品」画面を再度開きます。すべての「納品」レコードが、請求済になっていることが確認できます。 

 

チェックを外すと、「前回請求」にレコードが表示されなくなります。 
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 ［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。1月分と 2～12月分のレコードが作成されています。 

納品データを選択して請求データを個別に作成する手順は完了です。 

 

※上記画面で［{請求番号}］リンクをクリックすると、作成されたレコードの詳細情報が確認できます。 

［参照］「請求」の詳細情報については、「4.1.2 請求の詳細情報」を参照してください。 

 

Point  2～12月分の請求データは、「請求明細」に設定される「金額」が 11 ヶ月分の合算値となります。 

この例では、「金額種別」＝「月額」かつ「単価」＝¥60,000 の品目・サービスが 1 件、明細に設定されて

いるため、「請求明細」の「金額」＝¥60,000×11＝¥660,000 となります。 

 上記の値は、「請求明細」詳細画面の「金額情報」セクションで確認できます。 

 

［参照］「請求明細」の詳細情報については、「4.1.3 請求明細の詳細情報」を参照してください。 

 



｜ 8.その他の機能 ｜ 8.4.新収益認識基準への対応 ｜ 

254 

8.4 新収益認識基準への対応 

新収益認識基準の概要、およびソアスクでの対応について説明します。 

 

8.4.1 新収益認識基準について 

新収益認識基準とは、売上に対する認識や財務諸表への反映などに関して定められた新しい会計基準です。 

● 一定の要件を満たした企業（大企業）では、2021年4月以降に開始する事業年度から強制適用になりました。 

● 中小企業（監査対象法人以外）については、引き続き企業会計原則に則った会計処理が可能です。 
 

［参照］詳細は、国税庁ホームページにある次のパンフレット等を参照してください。 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2018/02.htm 
 

※国税庁ホームページには、「収益認識に関する会計基準」または「新会計基準」と表記されています。 

民間サイトでも多くの情報が発信されているため、そちらも参考にしてください。 

 

新収益認識基準への対応として、ソアスクでは次の機能を用意しています。 

● 初期費用按分機能 

「売上サイクル」＝「初期費用」とした場合は、契約期間に関わらず売上は 1回（納品明細 1 レコード）でしたが、

新収益認識基準を適用する場合は、契約期間に合わせて売上を按分する必要があります。 

初期費用按分機能を使用する（売上サイクルを「初期費用按分」にする）ことによって、売上が自動的に按分さ

れるようになります。 

例えば、契約期間＝6 ヶ月、初期費用＝￥120,000 の場合は、売上＝20,000/月×6 ヶ月として扱われます。 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2018/02.htm
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8.4.2 初期費用按分機能 

契約区分ごとに、初期費用按分機能を使用した代表的な例について説明します。 

 

◼ 新規契約 

新規契約用の「商談」または「販売」の登録から、受注確定までを行います。 

 新規契約用の「商談」または「販売」を登録し、「見積条件」を登録します。 

ここでは例として、契約期間を 2023/01/01～2023/06/30 の 6 ヶ月とします。 

［参照］手順の詳細は、「2.1.1 商談を登録する」「2.1.2 販売を登録する」「2.2.1 見積条件を登録する」を

参照してください。 

 「見積」の「基本情報」等を設定し、「明細情報」を設定する前でいったん手を止めます。 

［参照］手順の詳細は、「2.2.2 見積を登録する」を参照してください。 

 ここでは例として、「明細情報」に「システム導入費」（金額＝¥250,000）を設定します。 

「売上サイクル」を「初期費用」から「初期費用按分」に変更し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 受注確定をします。 

［参照］手順の詳細は、「2.4 受注確定」を参照してください。 

 「納品」の詳細画面を開き、表示を［関連］タブに切り替えます。 

「納品明細」が 6件（6 ヶ月分）作成されていることが確認できます。 

 

［参照］手順の詳細は、「3.2 納品データの確認」を参照してください。 

「請求サイクル」は、 

「初期費用」が必須です。 
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 各レコードの詳細を確認するため、「納品明細」の［すべて表示］リンクをクリックします。 

 

 「システム導入費」（金額＝¥250,000）が 6 レコードに按分されていることが確認できます。 

新規契約で「初期費用按分」を使用した例の手順は完了です。 

 
 

Point 上記の例では、¥250,000 を 6等分にしようとする際に¥4 の差額が発生し、6等分にすることができません。 

この差額の設定先は、「設定マスタ」（自社会計情報）の「差額設定先」で、「先頭月」または「末尾月」の

いずれかに設定することができます。上記の画面で 1 月計上分の金額が他の計上月よりも¥4 多くなっている

のは、「差額設定先」を「先頭月」に設定しているためです。 

 

［参照］「設定マスタ」（自社会計情報）については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 

Point サブスクリプション分析機能の「分析」レコードは、「納品明細」のように按分されることはありません。 

「売上サイクル」が「初期費用」の場合と同じ扱いであり、以下のように一括で作成されます。 

 見積データ登録後、「見込み / 実績」＝「獲得見込み」の「分析」レコードが 1件作成される。 

 受注確定後、「見込み / 実績」＝「実績」の「分析」レコードが 1件作成される。 

「見積明細」の「契約自動更新」にチェックが付いていた場合は、「見込み / 実績」＝「更新見込み」の

「分析」レコードも 1件作成される。 
 

※契約変更および契約更新の場合も、「売上サイクル」が「初期費用」の場合と同じ扱いになります。 

なお、契約解約の場合は、「分析」レコードそのものが作成されません。 

［参照］サブスクリプション分析機能については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 
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◼ 契約変更（ライセンス洗替）   ※ライセンス追加は、新規契約と同様となるため、例を記載していません。 

契約変更用の「商談」または「販売」の登録から、受注確定までを行います。 

ライセンス洗替の対象は、当項の新規契約（手順 1～4）で作成されたものと同じ内容の「契約管理」です。 

 契約変更用の「商談」または「販売」を登録します。 

［参照］手順の詳細は、「5.1.1 商談を登録する」「5.1.2 販売を登録する」を参照してください。 

 「見積条件登録画面」を開き、「見積種別」に「ライセンス洗替」を選択します。 

ここでは例として、「契約期間 開始予定日」を「2023/01/01」から「2023/04/01」に変更します。 

 

※「契約期間 開始予定日」を変更すると「契約期間 終了予定日」以外に、「適用開始日」「初回請求予定

日」「初回売上計上日」も再設定されます。 

［参照］手順の詳細は、「5.2.1 見積条件を登録する」を参照してください。 

 「見積」の「基本情報」等を設定し、「明細情報」を設定する前でいったん手を止めます。 

［参照］手順の詳細は、「5.2.2 見積を登録する」を参照してください。 

 「明細情報」に、新規契約の手順 3 と同じ「システム導入費」（金額＝¥250,000）を設定します。 

「売上サイクル」を「初期費用」から「初期費用按分」に変更し、［保存］ボタンをクリックします。 

 受注確定をします。 

［参照］手順の詳細は、「5.3 受注確定」を参照してください。 

 新規契約（手順 5～7）と同様に、「システム導入費」が 6 レコードに按分されていることが確認できます。 

※契約期間を変更しているため「計上日」は異なりますが、「金額」は同じように按分されます。 

 

新規契約で作成された「納品明細」についても、新規契約時と差異がないかを確認します。 

 新規契約で作成された「納品」の詳細画面を開き、表示を［関連］タブに切り替えます。 

［参照］手順の詳細は、「3.2 納品データの確認」を参照してください。 

「契約期間 開始予定日」を変更すると、 

「契約期間月数」を基に、再設定されます。 



｜ 8.その他の機能 ｜ 8.4.新収益認識基準への対応 ｜ 

258 

 各レコードの詳細を確認するため、「納品明細」の［すべて表示］リンクをクリックします。 

 

 ライセンス洗替前の「計上日」が 4月以降の「納品明細」をライセンス洗替後の同じ「納品明細」と比較します。 

ライセンス洗替後、4月以降の「計上日」がすべて「2023/03/31」に更新されていることが確認できます。 

契約変更（ライセンス洗替）で「初期費用按分」を使用した例の手順は完了です。 
 

◼ ライセンス洗替前 

 

◼ ライセンス洗替後 

 
 

Point 「計上日」がどのように更新されるのかは、「納品明細」が売上締め済かどうかによって異なります。 

 「納品明細」が売上締め済でない場合 

新規契約で作成された 2023 年 4～6 月分「納品明細」の「計上日」は、すべて「契約期間 開始予定

日」（2023/04/01）の前月の「計上日」（2023/03/31）に更新されます（上記の例に該当）。 

 「納品明細」が売上締め済の場合 

「売上締め対象月」以前の月に売上を計上することができないため、「売上締め対象月」の翌月が計上

月となります。例えば、「納品明細」が 2023年 3月分まで売上締め済で、かつ上記の例と同様にライセン

ス洗替をした場合は、2023年 4月の「計上日」（2023/04/30）に更新されます 

［参照］売上締めについては、「8.2 納品明細の売上締めについて」を参照してください。 

 

Point 「見積条件」の「契約期間 開始予定日」をデフォルト値（契約管理の「契約期間 開始日」）から変更し

なかった場合は、「納品明細」が請求済かどうかによって、新規契約時に作成された「納品明細」に対する処

理が異なります。 

 「納品明細」が請求済でない場合 

新規契約時に作成された「納品明細」がすべて削除され、「納品明細」が紐づく「納品」も削除されます。 

 「納品明細」が請求済の場合 

対象の「納品明細」が削除できないため、赤伝票の「納品明細」が作成され、消し込みが行われます。 

［参照］赤伝票の「納品明細」については、「3.2.5 赤伝票の納品明細について」を参照してください。 
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◼ 契約更新（手動）   ※契約自動更新および契約予約更新は、同様となるため、例を記載していません。 

新規契約で作成された「契約管理」に対し、「次回契約 月数」を「3」に設定し、受注確定までを行います。 

契約更新の対象は、当項の新規契約（手順 1～4）で作成されたものと同じ内容の「契約管理」です。 

 新規契約で登録した見積データの「見積条件登録画面」を開きます。 

「見積明細」の「契約自動更新」にチェックが付いていない場合は、チェックを付けます。 

 ［契約管理］タブをクリックし、契約更新の対象となる「契約管理」の［契約名］リンクをクリックします。 

［参照］手順 1～2 の詳細は、「6.1.1 手動で契約更新を行う」を参照してください。 

 「契約管理」の詳細画面が表示されます。［編集］をクリックします。 

 

 「契約管理」の編集画面が表示されます。 

「次回契約 月数」を「3」に設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 「契約管理」の詳細画面が表示されます。［▼］＞［契約更新］をクリックします。 

［参照］手順の詳細は、「6.1.1 手動で契約更新を行う」を参照してください。 
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 「見積条件登録画面」が表示されます。 

手順 4 で設定した「契約管理」の「次回契約 月数」が「契約期間 月数」になっていることが確認できます。 

同様に、「契約期間 終了予定日」にも反映されていることが確認できます。 

 
 

Point 新規契約時に 6 ヶ月に設定した契約期間が、契約更新後には 3 ヶ月になるように設定しています。 

この設定は「契約管理」の「次回契約 月数」で行う必要があり、上記画面の「契約期間 月数」で設定して

も無効です。 

 表示を「見積」タブに切り替え、［保存］ボタンをクリックします。 

 契約更新用に作成された「見積条件」の詳細画面が表示されます。 

 画面を下にスクロールし、受注確定をします。 

［参照］手順 7～9 の詳細は、「6.1.1 手動で契約更新を行う」を参照してください。 

 「納品」の詳細画面を開き、表示を［関連］タブに切り替えます。 

「納品明細」が 3件（3 ヶ月分）作成されていることが確認できます。 

 

［参照］手順の詳細は、「3.2 納品データの確認」を参照してください。 

 各レコードの詳細を確認するため、「納品明細」の［すべて表示］リンクをクリックします。 

 

「契約管理」の「次回契約 月数」を設定しなかった場合は、

新規契約時と同じ「6」になります。 
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 新規契約では 6 レコードに按分された「システム導入費」（金額＝¥250,000）が、契約更新では 3 レコードに

按分されていることが確認できます。 

契約更新（手動）で「初期費用按分」を使用した例の手順は完了です。 

 

 

◼ 契約解約（満期解約）   ※期中解約については、項末の Point に記載しています。 

契約解約用の「商談」または「販売」の登録から、解約確定までを行います。 

契約解約の対象は、当項の新規契約（手順 1～4）で作成されたものと同じ内容の「契約管理」です。 

 契約解約用の「商談」または「販売」を登録し、解約予定情報を登録します。 

［参照］手順の詳細は、「7.1.1 商談から解約予定情報を登録する」「7.2.1 販売から解約予定情報を登録

する」を参照してください。 

 契約解約用の「商談」または「見積条件」の詳細画面で、解約確定をします。 

［参照］「商談」で解約確定をする手順の詳細は、「7.1.2 解約確定をする」を参照してください。 

［参照］「見積条件」で解約確定をする手順の詳細は、「7.2.2 解約確定をする」を参照してください。 

 解約確定が完了すると、次のように表示されます。納品データが作成されないため、按分処理も発生しません。 

 
 

新規契約で作成された「納品明細」についても確認します。 

 新規契約で作成された「納品」の詳細画面を開き、表示を［関連］タブに切り替えます。 

［参照］手順の詳細は、「3.2 納品データの確認」を参照してください。 

 各レコードの詳細を確認するため、「納品明細」の［すべて表示］リンクをクリックします。 
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 新規契約で作成されたすべての「納品明細」が更新されていないことが（詳細画面で）確認できます。 

契約解約（満期解約）で「初期費用按分」を使用した場合の手順は完了です。 

 

※「納品明細」は更新されませんが、「契約管理」には解約情報が記録されるため、使用できなくなります。 
 

Point 期中解約をした場合は、一部の「納品明細」の「計上日」が更新されます。 

その際、どのレコードの「計上日」がどのように更新されるのかは、条件によって異なります。 

 「解約日」が解約月の初日～「計上日」当日で、かつ「納品明細」が売上締め済でない場合 

解約前に解約月の翌月以降の「計上日」であった「納品明細」の「計上日」は、すべて解約月の「計上

日」に更新されます。 

例えば、契約期間＝2023/01/01～2023/06/30、「計上日」＝25 日、「解約日」＝2023/03/20 の場

合は、新規契約で作成された 2023年 4～7月分「納品明細」の「計上日」は、すべて 2023/03/25 に 

更新されます。 

※2023/06/26～30 が 7月計上分となるため、「納品明細」が 7件作成されます。 

 「解約日」が解約月の「計上日」翌日～末日で（計上日が末日以外）、かつ「納品明細」が売上締め

済でない場合 

解約前に解約月の翌月以降の「計上日」であった「納品明細」の「計上日」は、すべて解約月の翌月の

「計上日」に更新されます。 

例えば、契約期間＝2023/01/01～2023/06/30、「計上日」＝25 日、「解約日」＝2023/03/31 の場

合は、新規契約で作成された 2023年 4～7月分「納品明細」の「計上日」は、すべて 2023/04/25 に 

更新されます。 

※2023年 4月分の「計上日」に変更はありませんが、レコードの物理更新は行われます。 

 「納品明細」が売上締め済で、かつ「売上締め対象月」＝解約月の翌月の場合 

「売上締め対象月」以前の月に売上を計上することができないため、「売上締め対象月」の翌月（解約

月の翌々月）が計上月となります。 

例えば、「納品明細」が 2023 年 4 月分まで売上締め済で、かつ「解約日」＝2023/03/31 の場合は、

2023年 4～7月分「納品明細」の「計上日」は、すべて 2023年 5月の「計上日」（2023/05/25）に 

更新されます 

［参照］売上締めについては、「8.2 納品明細の売上締めについて」を参照してください。 
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  補足 
ソアスクの操作に伴う補足情報について説明します。 

 

 

 

9.1 子画面について 

ソアスク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。 

 

9.1.1 品目・サービス検索画面 

「見積条件登録画面」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、「見積条件登録画面」の［見積］タブで［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「種別」で「サービス」を選択し、［検索］ボタンをクリックします。 

 

初期画面では、品目・サービスが「品番」の昇順に並びます。 
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 「種別」が「サービス」の品目・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」で検索した場合は、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」で検索した場合は、選択した「品目」「サービス」のいずれかで検索が行われます。 

 「品目分類マスタ」で検索する際の検索キーは、全文字が一致するように入力する必要があります。 

直接入力するよりも、虫眼鏡アイコン（ ）をクリックし、品目分類名を選択することをお勧めします。 

［参照］虫眼鏡アイコンについては、「9.1.4 検索画面（虫眼鏡アイコン）」を参照してください。 

 「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 セットアップガイド」を参

照してください。 

［参照］期間分の明細を一括で作成する機能については、次ページの Point を参照してください。 

 検索をしたあとに「品番」の昇順に並べ直したい場合は、見出しの［品番］をクリックしてください。 

※上記画面を除き、便宜上、本書では「品番」の昇順に並べ直したあとの画面を使用しています。 

 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、「品目・サービス名」が「システム導入費」「システム利用月額」の品目・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。 

 

 「見積条件登録画面」に戻り、「明細情報」に「システム導入費」「システム利用月額」が追加されます。 

 

チェックを付けると、期間分の明細を一括で作成する機能が使用できます。 

検索をすると昇順の設定が解除されます。 
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Point 期間分の明細を一括で作成する機能について説明します。 

「期間分の明細を作成する」にチェックを付けることが当機能を使用するための前提となります。 

 「期間分の明細を作成する」にチェックを付けなかった場合 

選択した品目・サービスは、明細の件数と 1対 1 の関係で追加されます（前ページの手順 4～5）。 
 

 「期間分の明細を作成する」にチェックを付けた場合 

①追加で「期間区分」「開始日」「期間」「終了日」が表示されます。「開始日」～「終了日」に「見積条件」

の「契約期間 開始予定日」～「契約期間 終了予定日」がデフォルトでセットされます。 

 

②「期間区分」で「月」を選択すると「開始日」～「終了日」を基に月数が、「年」を選択すると年数が算出さ

れ、「期間」に表示されます。 

 

③以下は、「追加オプション利用月額」を「明細情報」に追加する例です。「期間区分」は「年」です。 

 

④「追加オプション利用月額」は、1年ずつ 3件の明細に分割されて追加されます（1対 3 の関係）。 

 

※当機能を使用しないで上記と同じ状態にするためには、品目・サービスを明細に追加する操作を 3 回繰り

返したあと、「初回請求予定日」や「利用開始日」などのデフォルト値を変更する必要があります。 

当機能を使用することで、これらの手順を省略することができます。 
 

期間分の明細を一括で作成する機能を使用する際は、以下の点に気を付けてください。 

 「契約自動更新」にチェックが付くのは最も先日付の明細のみ 

 「売上サイクル」を変更すると「利用開始日」「利用終了日」がリセットされる 

 「見積条件」の「初回請求予定日」よりも「見積明細」の「初回請求予定日」が優先される 

［参照］詳細は、次ページの Point を参照してください。 
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Point 期間分の明細を一括で作成する機能を使用する際、気を付ける点について説明します。 

 「契約自動更新」にチェックが付くのは最も先日付の明細のみ 

「品目・サービスマスタ」の「契約自動更新」にチェックが付いていることが前提ですが、分割された明細のう

ち「利用終了日」が最も先日付となる明細のみ、この値を引き継ぎ、デフォルトでチェックが付きます。 

 

 「売上サイクル」を変更すると「利用開始日」「利用終了日」がリセットされる 

追加された明細の「売上サイクル」を変更すると、「利用開始日」「利用終了日」がリセットされ、通常のデ

フォルト値（「見積条件」の「契約期間 開始予定日」「契約期間 終了予定日」）に変更されます。 

以下は、2件目の「売上サイクル」を「毎月」から「毎年」に変更した例です。 

 

 「見積条件」の「初回請求予定日」よりも「見積明細」の「初回請求予定日」が優先される 

当機能を使用して追加した「見積明細」の「初回請求予定日」が「見積条件」の「初回請求予定日」と

一致しない場合があります。この場合は、「見積明細」の「初回請求予定日」が優先されます。 

 

 

「見積条件」の「初回請求予定日」が 

2021/04/20 の場合の例です。 

当機能を使用して追加した場合は、

「見積条件」の「初回請求予定日」と

一致しない場合があります。 

当機能を使用せず追加した場合は、

「見積条件」の「初回請求予定日」が

デフォルトでセットされます。 
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9.1.2 構成表選択画面 

「見積条件登録画面」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、「見積条件登録画面」の［見積］タブで［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、「PC セット品」の［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「品目・サービスマスタ」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、「9.1.1 品目・サービス検索画面」手順 3 の Point を参照してください。 

［参照］期間分の明細を一括で作成する機能については、「9.1.1 品目・サービス検索画面」項末にある

Point（2ページ）を参照してください。 

初期画面では、品目・サービスが「品番」の昇順に並びます。 

チェックを付けると、期間分の明細を一括で作成する機能が使用できます。 
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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、以下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、以下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は、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」の場合は、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

加される対象となります。 

 

   ※有効か無効かは、「階層」オブジェクトのことであり、「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。 

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。 

［参照］デフォルト値を設定する手順の詳細は、次ページの Point を参照してください。 

 「見積条件登録画面」に戻り、「明細情報」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設定の「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、設定の「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）。 
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9.1.3 見積検索画面 

「見積条件登録画面」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。 

 「見積条件登録画面」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「更新」と入力し、［検索］ボタンをクリックします。 

 

 件名に「更新」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」「プロジェクト名」で検索した場合は、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、1行目の「契約予約更新」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、「明細情報」に「契約予約更新」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 を繰り返します。 

 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、2行目の「契約自動更新」を 2回目に選択し、［明細へ追加］ボタンをクリックします。 

 

 「見積条件登録画面」に戻り、「明細情報」に「契約自動更新」からコピーされた明細が追加されます。 
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9.1.4 検索画面（虫眼鏡アイコン） 

「請求締め」画面の「請求先」や「契約管理」など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。 

項目の値を入力する際、対象オブジェクトに登録された名称を引用し紐づけを行うために利用します。 
 

※ソアスクおよび関連製品用に作成された画面の虫眼鏡アイコンと、そこから表示される子画面についての説明です。 

Salesforce標準画面の虫眼鏡マークが付いた項目とは異なり、入力欄で直接検索を行うことはありません。 

 ここでは例として、「請求締め」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「得意先 A*」と入力し、［Go!］ボタンをクリックします。 

 
 

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。 

左端の項目が検索対象です。 
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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」などのマスタ系以外のレコードの場合は、最初からすべてのレコードが表示さ

れます。この場合は、「○○番号」に含まれる年月（yyyymm）等を基に、対象レコードを絞り込みます。 

 

 「得意先 A」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、「得意先 A の請求先」リンクをクリックします。 

 

 「請求締め」画面に戻り、「請求先」に「得意先 A の請求先」がセットされます。 

 
 

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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Point 「検索」画面に［新規］ボタンがある場合にクリックすると、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。 
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9.2 見積明細の日割り計算について 

「見積明細」の日割り計算に使用する項目、および設定方法について説明します。 

 

9.2.1 日割り計算に使用するオブジェクトと項目 

日割り計算に使用するオブジェクトおよび項目は、以下のとおりです。 
 

◼ 見積明細：「金額種別」「日割り対象」「日割り対象日数」「利用終了日」「合計金額」 

● 「日割り対象」にチェックを付けた場合、その明細は日割り対象となり、「日割り対象日数」が設定されます。 

● 上記の条件に加えて、「金額種別」が「月額」の場合のみ有効で、「合計金額」の一部が日割りで計算されます。 

● 「日割り対象」にチェックを付けなかった場合、または上記の条件を満たしていても「利用終了日」がその月の末日で

あった場合、その明細は日割り対象外となります。 
 

※「金額種別」「日割り対象」は、「品目・サービスマスタ」から「見積明細」に引き継がれます（デフォルト値）。 
 

◼ 設定マスタ（自社会計情報）：「日割り時に日数を固定する」「ひと月の日数」「日割り時の金額計算方式」 

● 「日割り時に日数を固定する」にチェックを付けなかった場合、日割り計算の分母はカレンダーどおりの日数となります。 

● 「日割り時に日数を固定する」にチェックを付けた場合、日割り計算の分母は「ひと月の日数」に固定されます。 

● 「日割り時の金額計算方式」が「日割り」（またはブランク）の場合、「月額」「日割り対象日数」を基に日割り計算

が行われ、結果が適用されます。 

● 「日割り時の金額計算方式」が「半額」の場合、「日割り対象日数」に関わらず、月額の半額分が適用されます。 

● 「日割り時の金額計算方式」が「先頭月日割り最終月残り月額」の場合、利用期間の先頭月を対象に日割り計

算が行われ、最終月には月額から日割り計算の結果を引いた差額が適用されます。 
 

［参照］「設定マスタ」（自社会計情報）については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 

9.2.2 日割り計算の設定方法と計算結果 

日割り計算の設定方法と計算結果について、日割り計算をしない場合も含め、例を使って比較します。 

● 日割り計算をしない場合 

※以降は、すべて日割り計算をする場合です。 

● 「日割り時の金額計算方式」が「日割り」で「日割り時に日数を固定する」にチェックを付けなかった場合 

● 「日割り時の金額計算方式」が「日割り」で「日割り時に日数を固定する」にチェックを付けた場合 

● 「日割り時の金額計算方式」が「半額」の場合 

● 「日割り時の金額計算方式」が「先頭月日割り最終月残り月額」の場合 

 

◼ 日割り計算をしない（「日割り対象」にチェックを付けなかった）場合 

次の例で「合計金額」は、¥12,000×12 ヶ月＝¥144,000 となります。 

 
 

※以降の例は、すべて日割り計算をする（「日割り対象」にチェックを付けた）場合です。 
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◼ 「日割り時の金額計算方式」が「日割り」で「日割り時に日数を固定する」にチェックを付けなかった場合 

「設定マスタ」（自社会計情報）の「日割り時に日数を固定する」にチェックを付けません。 

 

次の例で「合計金額」は、¥12,000×11 ヶ月+（¥12,000÷31日×14日）＝¥137,419 となります。 

 
 

Point  計算式の括弧内（¥12,000÷31日×14日）が日割り計算をしている部分です。 

「利用終了日」の月が 12月のため、1 ヶ月 31日換算で 1日当たりの金額が算出されます。 

 「合計金額」の算出結果には、「会計設定」の「金額×税率の丸めモード」が適用されます。 

上記の例では、小数点以下が四捨五入されています。 

［参照］「会計設定」については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 

◼ 「日割り時の金額計算方式」が「日割り」で「日割り時に日数を固定する」にチェックを付けた場合 

「設定マスタ」（自社会計情報）の「日割り時に日数を固定する」にチェックを付け、「ひと月の日数」に任意の日数を設

定します。ここでは例として、「ひと月の日数」に「30」を設定します。 

 

次の例で「合計金額」は、¥12,000×11 ヶ月+（¥12,000÷30日×14日）＝¥137,600 となります。 

 
 

Point 計算式の括弧内（¥12,000÷30日×14日）が日割り計算をしている部分です。 

「ひと月の日数」が「30」のため、1 ヶ月 30日換算で 1日当たりの金額が算出されます。 

 

◼ 「日割り時の金額計算方式」が「半額」の場合 

次の例で「合計金額」は、¥12,000×11 ヶ月+（¥12,000÷2）＝¥138,000 となります。 
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◼ 「日割り時の金額計算方式」が「先頭月日割り最終月残り月額」の場合 

先頭月と最終月がうるう年とそうでない年の 2月で（日割り計算の分母が）カレンダーどおりの日数の場合は、日割り 

計算時の分母が異なります。そのため、単純に日割り計算をすると、「日割り対象日数」が 28日の場合でも月額と一致

しないケースが発生します。 

上記のようなケースを回避するため、「先頭月日割り最終月残り月額」を利用します。 
 

これまでの例と利用期間を変え、2023/02/16～2024/02/15（うるう年）とします。 

次の例で「合計金額」は、 

¥12,000×11 ヶ月+（¥12,000÷28日×13日）+（¥12,000－日割り計算の結果）＝¥144,000 となります。 

 
 

Point  計算式の括弧内（¥12,000÷28日×13日）および「日割り計算の結果」が日割り計算をしている部分

です。内部的に同じ値を差し引きしているので、常に月額の部分が残ります。 

 上記の例では、「設定マスタ」（自社会計情報）の「日割り時に日数を固定する」にチェックを付けていま

せんが、チェックを付けて「ひと月の日数」を設定した場合でも同じ結果になります。 
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9.3 取引先・請求先・エンドユーザについて 

サブスクリプション販売管理の流れの中で引き継がれる、「取引先」「請求先」「エンドユーザ」について説明します。 
 

「新規契約」や「契約変更」などは、おおむね次の手順で行います。 

「商談」または「販売」の登録＞見積データの登録＞受注確定（納品データの作成）＞請求締め（請求データの作成） 
 

上記の流れの中、「取引先」「請求先」「エンドユーザ」には異なる値を持たせることが可能であり、その値を各オブジェクト間

で引き継ぐことができます（項目名はオブジェクトによって一部異なります）。 
 

取引先関連項目の引き継ぎが行われるオブジェクトおよび項目は、以下のとおりです。 
 

 項目名 

オブジェクト名 取引先／取引先名 請求先 エンドユーザ／納品先 

商談 取引先名 請求先 エンドユーザ 

販売 取引先 請求先 エンドユーザー 

見積条件 取引先名 請求先 エンドユーザ 

契約管理 取引先名 請求先 エンドユーザ 

納品 取引先 請求先 納品先 

請求 取引先 請求先 エンドユーザ 

 

9.3.1 請求先・エンドユーザの自動設定 

「商談」の新規登録時に「取引先名」を設定すると、「請求先」の設定を省略した場合でも、自動で設定されます（「販売」

の「取引先」の場合も同様です）。 
 

※上記の「取引先名」「取引先」は「取引先」オブジェクトの項目ではなく、「商談」「販売」から「請求」までの各オブジェクト

に設定する項目のことです。ここでは便宜上、「取引先名」「取引先」をまとめて「取引先」代表と記載します。 
 

ここでは、各オブジェクトの登録画面において、自動設定がどのように行われるのかについて説明します。 
 

◼ 「商談」「販売」の登録画面で「取引先」代表を設定し、かつ「請求先」を省略した場合 

● 「商談」「販売」のデータ保存時に、「請求先」に「取引先」代表＞「会計設定」の「請求先」が設定されます。 

ただし、「会計設定」に「請求先」が設定されていない場合は、「取引先」代表と同じ「取引先」が設定されます。 
 

◼ 「商談」「販売」の登録画面で「取引先」代表を設定しないで登録後、「見積条件登録画面」で「取引先」代表を設定

し、かつ「請求先」「エンドユーザ」を省略した場合 

● 「見積条件登録画面」のデータ入力時に、「請求先」に「取引先」代表＞「会計設定」の「請求先」が設定されます。 

ただし、「会計設定」に「請求先」が設定されていない場合は、「取引先」代表と同じ「取引先」が設定されます。 

● 「見積条件登録画面」のデータ入力時に、「エンドユーザ」に「取引先」代表と同じ「取引先」が設定されます。 
 

※「見積条件登録画面」では「商談」「販売」の登録画面と異なり、データ入力時に自動設定が行われます。 
 

注意 「見積条件登録画面」で「取引先」代表によって「請求先」「エンドユーザ」がすでに自動設定されていた場合

は、あとから「取引先」代表を変更しても、「請求先」「エンドユーザ」は自動で変更されません。 

変更した「取引先」代表で自動設定をし直す場合は、先に「請求先」「エンドユーザ」をブランクにしてくださ

い。 
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9.3.2 各オブジェクト間でのデータの引き継ぎ 

各オブジェクト間でのデータの引き継ぎについて、新規契約、契約変更、契約更新、および契約解約に分けて説明します。 
 

※ここでは便宜上、「取引先名」「取引先」をまとめて「取引先」代表と記載します。 
 

◼ 新規契約 

● 「商談」「販売」から「見積条件」への引き継ぎ（見積作成） 

「取引先」代表「請求先」がそのまま引き継がれます。 

「エンドユーザ」を設定していた場合は、「エンドユーザ」も引き継がれます。 

「商談」から「見積条件」を登録した際に自動で作成される「販売」には、「見積条件」の値が引き継がれます。 

● 「見積条件」から「契約管理」への引き継ぎ（受注確定） 

「取引先」代表「請求先」「エンドユーザ」がそのまま引き継がれます。 

● 「見積条件」から「納品」への引き継ぎ（受注確定） 

「取引先」代表「請求先」がそのまま引き継がれ、「エンドユーザ」が「納品先」に引き継がれます。 

● 「納品」から「請求」への引き継ぎ（請求締め） 

「取引先」代表「請求先」がそのまま引き継がれ、「納品先」が「エンドユーザ」に引き継がれます。 
 

◼ 契約変更 

● 「商談」「販売」から「見積条件」への引き継ぎ（見積作成） 

「商談」「販売」に設定した「契約管理」の「取引先」代表「請求先」「エンドユーザ」がそのまま引き継がれます。 

● 「見積条件」から「契約管理」への引き継ぎ（受注確定） 

「見積条件」の「取引先」代表「請求先」「エンドユーザ」が「契約管理」から引き継いだあとに変更されていた場合は、

引き継がれ（更新され）ます。 

● 「見積条件」から「納品」への引き継ぎ（受注確定） 

● 「納品」から「請求」への引き継ぎ（請求締め） 

「見積条件」から「納品」への引き継ぎ、および「納品」から「請求」への引き継ぎは、新規契約の場合と同じです。 
 

◼ 契約更新 

● 「契約管理」から「見積条件」への引き継ぎ（契約更新） 

「取引先」代表「請求先」「エンドユーザ」がそのまま引き継がれます。 

● 「見積条件」から「契約管理」への引き継ぎ（受注確定） 

すでに同一であるため、引き継ぎは行われません。 

● 「見積条件」から「納品」への引き継ぎ（受注確定） 

● 「納品」から「請求」への引き継ぎ（請求締め） 

「見積条件」から「納品」への引き継ぎ、および「納品」から「請求」への引き継ぎは、新規契約の場合と同じです。 
 

◼ 契約解約 

● 「商談」「販売」から「見積条件」への引き継ぎ（解約予定情報の登録） 

「商談」「販売」に設定した「契約管理」の「取引先」代表「請求先」「エンドユーザ」がそのまま引き継がれます。 

※「商談」「販売」の「取引先」代表と「契約管理」の「取引先」代表は同一である必要があります。 

● 「見積条件」から「契約管理」への引き継ぎ（解約確定） 

すでに同一であるため、引き継ぎは行われません。 
 

※契約解約の場合は、受注確定および請求締めがありません。 
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9.3.3 商談の登録から請求締めまでの実行例 

新規契約で「商談」の登録から請求締めまでを行い、取引先関連項目の引き継ぎ状況を確認します。 

 「新規商談」画面を開き、「商談情報」を次のように設定します。「請求先」の設定は省略します。 

 

［参照］手順の詳細は、「2 新規契約」を参照してください。以降も同様です。 

 登録後、「商談」詳細画面の［詳細］タブを確認します。 

「取引先名」「エンドユーザ」は登録画面で設定したとおりですが、「請求先」は自動で設定されています。 

これは、「得意先 A」＞「会計設定」の「請求先」に「得意先 A の請求先」が設定されているためです。 

 

［参照］「会計設定」については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。 

 登録した「商談」から、「見積条件登録画面」を開きます。 

取引先関連の項目が、すべて「商談」から「見積条件」に引き継がれていることが確認できます。 
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 見積データを保存し、受注確定をします。 

［参照］受注確定の手順については、「2.4 受注確定」を参照してください。 

 受注確定によって作成された「契約管理」の詳細画面を開きます。 

取引先関連の項目が、すべて「見積条件」から「契約管理」に引き継がれていることが確認できます。 

 

 受注確定によって作成された「納品」の詳細画面を開きます。 

取引先関連の項目が、すべて「見積条件」から「納品」に引き継がれていることが確認できます。 

ただし、「エンドユーザ」のみ、項目名の異なる「納品先」に引き継がれています。 

 

 請求締めを行い、「請求」を作成します。 

［参照］請求締めの手順については、「4 請求締め」を参照してください。 
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 請求締めによって作成された「請求」の詳細画面を開きます。 

取引先関連の項目が、すべて「納品」から「請求」に引き継がれていることが確認できます。 

ただし、「納品先」のみ、項目名の異なる「エンドユーザ」に引き継がれています。 

取引先関連項目の引き継ぎ状況の確認は完了です。 

 
 

注意 請求締めの対象となる各「納品明細」レコードは、それぞれ別の「納品」レコードに紐づいています。 

そのため、請求締めで「取引先」等の引き継ぎ元となる「納品」レコードも複数になる場合があります。 

「納品」レコードが複数になった場合は、すべての「納品」レコードにおいて「取引先」「請求先」「納品先」のそ

れぞれが同一であることが「請求」レコードに引き継ぐための条件です。 
 

例えば、複数の「納品」レコードから 1 つの「請求」レコードに「取引先」を引き継ぐ場合は、すべての「取引先」

が同一であることが条件で、異なる「取引先」が含まれている場合は、「請求」レコードに引き継がれません。 

「請求先」「納品先」についても同様です。 
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