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流通王 インボイス作成システム ご利用マニュアル 

 
2014年4 月25 日改訂 

2022年1 月27 日内容 追加 

 

ウェブブラウザ（Internet Explorer 等）を利用して、インボイス作成を行う方法を説明いたします。 

 

お客様が作成したインボイスは、インターネット経由で流通王に送信されます。 

お客様が出荷したお荷物の状況がインターネット経由で追跡できます。 
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インボイス作成システムの全容

インボイス作成システムの各画面の遷移図です。

システムの全容

システムの各画面の遷移図です。

システムの全容 

システムの各画面の遷移図です。
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システムの各画面の遷移図です。 

 

 

 

システム終了

必要に応じて設定

 - 

トップページ

出荷案内一覧

出荷案内作成

出荷案内詳細入力

税番マスタ入力

輸入者マスタ入力

荷受人マスタ入力

システム終了 

必要に応じて設定

トップページ 

出荷案内一覧 

出荷案内作成 

出荷案内詳細入力 

税番マスタ入力

輸入者マスタ入力

荷受人マスタ入力

 

必要に応じて設定 

税番マスタ入力 

輸入者マスタ入力 

荷受人マスタ入力 



インボイス作成

ウェブブラウザ（

トップページより

 

※右図のように「ユーザ

インボイス作成システムに対応しておりませんため、

ログインの方法

ユーザID

ログインできない時は：

ユーザ

の区別があります。

[ユーザ名またはパスワードが違います

と表示される場合は、ユーザ

パスワードを再度ご確認ください。

また、画面が固まった場合は、

ウェブブラウザを再起動すると接続でき

る場合があります。

 

インボイス作成システムの開き方

ウェブブラウザ（Internet Explorer

トップページより  

※右図のように「ユーザ

インボイス作成システムに対応しておりませんため、

ログインの方法 

ID とパスワードを入力し、「ログイ

ログインできない時は：

ユーザID（大文字）とパスワード（小文字）

の区別があります。

ユーザ名またはパスワードが違います

と表示される場合は、ユーザ

パスワードを再度ご確認ください。

また、画面が固まった場合は、

ウェブブラウザを再起動すると接続でき

る場合があります。

システムの開き方

Internet Explorer

 インボイス作成

※右図のように「ユーザID」と「パスワード」の入力部が表示されていない場合は、ご利用頂いているブラウザが

インボイス作成システムに対応しておりませんため、

とパスワードを入力し、「ログイ

ログインできない時は： 

（大文字）とパスワード（小文字）

の区別があります。 

ユーザ名またはパスワードが違います

と表示される場合は、ユーザID

パスワードを再度ご確認ください。

また、画面が固まった場合は、

ウェブブラウザを再起動すると接続でき

る場合があります。 

システムの開き方 

Internet Explorer 等）にて当社ＨＰ

インボイス作成  をクリック

」と「パスワード」の入力部が表示されていない場合は、ご利用頂いているブラウザが

インボイス作成システムに対応しておりませんため、

とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。

（大文字）とパスワード（小文字）

ユーザ名またはパスワードが違います] 

ID と 

パスワードを再度ご確認ください。 

 

ウェブブラウザを再起動すると接続でき 
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等）にて当社ＨＰ（http://www.scorejp.com/

クリック頂くと、

  

」と「パスワード」の入力部が表示されていない場合は、ご利用頂いているブラウザが

インボイス作成システムに対応しておりませんため、お手数ですが、

 

 

 

ン」をクリックしてください。

（大文字）とパスワード（小文字） 

 - 

http://www.scorejp.com/

頂くと、インボイス作成

  

」と「パスワード」の入力部が表示されていない場合は、ご利用頂いているブラウザが

お手数ですが、対象

ン」をクリックしてください。

 

http://www.scorejp.com/）を開いてください。

インボイス作成システムのログイン画面が開きます

」と「パスワード」の入力部が表示されていない場合は、ご利用頂いているブラウザが

対象のブラウザの利用をお願い致します。

ン」をクリックしてください。「出荷一覧画面

を開いてください。

システムのログイン画面が開きます

」と「パスワード」の入力部が表示されていない場合は、ご利用頂いているブラウザが

のブラウザの利用をお願い致します。

出荷一覧画面」が開きます。

を開いてください。 

システムのログイン画面が開きます

」と「パスワード」の入力部が表示されていない場合は、ご利用頂いているブラウザが

のブラウザの利用をお願い致します。

」が開きます。 

システムのログイン画面が開きます。 

 

」と「パスワード」の入力部が表示されていない場合は、ご利用頂いているブラウザが 

のブラウザの利用をお願い致します。 

 



新しい出荷情報を作成する方法

出荷一覧画面（前頁）で

 

 

 

内容物明細の入力を行うには

 

 

 

 

新しい出荷情報を作成する方法

出荷一覧画面（前頁）で

内容物明細の入力を行うには

新しい出荷情報を作成する方法

出荷一覧画面（前頁）で  インボイス作成

内容物明細の入力を行うには   明細

新しい出荷情報を作成する方法 

インボイス作成  をクリックしてください。

明細  をクリックしてください。
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をクリックしてください。

をクリックしてください。

 - 

をクリックしてください。

をクリックしてください。 

をクリックしてください。 

 

 

「荷受人コード」（送り先コ

ード）

（輸入者、荷受人情報）が表

示されます。

白塗り枠が入力できます。

 

「集荷依頼先」

東京又は大阪のいずれか集

荷先宛にデータ送信されま

す。

パターン登録（便利機能）

明細内容を記録する事で登

録作業効率が上がります。

 

「集荷場所」

集荷方法がスコア集荷の場

合、ドライバーが集荷に伺う

集荷場所の入力が必要にな

ります。

集荷場所にはお客様の住所

があらかじめ入力されてい

ます。集荷場所が異なる場合

は修正をお願いします。

 

「

集荷場所によって、受付時間

が定め

集荷日が当日の場合、受付時

間を過ぎますと登録、確定が

できなくなります。時間内で

の登録、確定をお願いしま

す。

スコア集荷の対象外地域ま

たは集荷場所が正しく入力

されていない場合、受付対象

外となります。

「荷受人コード」（送り先コ

ード）を選択すると、黄色枠

（輸入者、荷受人情報）が表

示されます。

白塗り枠が入力できます。

 

「集荷依頼先」

東京又は大阪のいずれか集

荷先宛にデータ送信されま

す。 

パターン登録（便利機能）

明細内容を記録する事で登

録作業効率が上がります。

 

「集荷場所」

集荷方法がスコア集荷の場

合、ドライバーが集荷に伺う

集荷場所の入力が必要にな

ります。 

集荷場所にはお客様の住所

があらかじめ入力されてい

ます。集荷場所が異なる場合

は修正をお願いします。

 

「集荷時間」

集荷場所によって、受付時間

が定められています。

集荷日が当日の場合、受付時

間を過ぎますと登録、確定が

できなくなります。時間内で

の登録、確定をお願いしま

す。 

スコア集荷の対象外地域ま

たは集荷場所が正しく入力

されていない場合、受付対象

外となります。

「荷受人コード」（送り先コ

を選択すると、黄色枠

（輸入者、荷受人情報）が表

示されます。 

白塗り枠が入力できます。

「集荷依頼先」 

東京又は大阪のいずれか集

荷先宛にデータ送信されま

パターン登録（便利機能）

明細内容を記録する事で登

録作業効率が上がります。

「集荷場所」 

集荷方法がスコア集荷の場

合、ドライバーが集荷に伺う

集荷場所の入力が必要にな

集荷場所にはお客様の住所

があらかじめ入力されてい

ます。集荷場所が異なる場合

は修正をお願いします。 

」 

集荷場所によって、受付時間

られています。 

集荷日が当日の場合、受付時

間を過ぎますと登録、確定が

できなくなります。時間内で

の登録、確定をお願いしま

スコア集荷の対象外地域ま

たは集荷場所が正しく入力

されていない場合、受付対象

外となります。 

「荷受人コード」（送り先コ

を選択すると、黄色枠

（輸入者、荷受人情報）が表

白塗り枠が入力できます。 

東京又は大阪のいずれか集

荷先宛にデータ送信されま

パターン登録（便利機能） 

明細内容を記録する事で登

録作業効率が上がります。 

集荷方法がスコア集荷の場

合、ドライバーが集荷に伺う

集荷場所の入力が必要にな

集荷場所にはお客様の住所

があらかじめ入力されてい

ます。集荷場所が異なる場合

 

集荷場所によって、受付時間

集荷日が当日の場合、受付時

間を過ぎますと登録、確定が

できなくなります。時間内で

の登録、確定をお願いしま

スコア集荷の対象外地域ま

たは集荷場所が正しく入力

されていない場合、受付対象



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出荷一覧画面（前頁）に戻ります。
注）集荷方法がスコア集荷の場合、受付時間があります。受付時間を過ぎますと確定ができなくなります。
その場合、お手数ですが集荷日または集荷方法の変更をお願いします。
確定後の変更操作は出来なくなりますので、確定前に照会ボタンより修正・追加操作を行ってください。
確定後の変更等は、御手数ですが、インボイス印刷後、手書き訂正にてＦＡＸをお願いします。
インボイス、出荷案内書の印刷機能は、登録後、出荷一覧画面より選択出来ます。

出荷一覧画面（前頁）に戻ります。
注）集荷方法がスコア集荷の場合、受付時間があります。受付時間を過ぎますと確定ができなくなります。
その場合、お手数ですが集荷日または集荷方法の変更をお願いします。
確定後の変更操作は出来なくなりますので、確定前に照会ボタンより修正・追加操作を行ってください。
確定後の変更等は、御手数ですが、インボイス印刷後、手書き訂正にてＦＡＸをお願いします。
インボイス、出荷案内書の印刷機能は、登録後、出荷一覧画面より選択出来ます。

横にスクロールして頂きますと更に項目がございます。

出荷一覧画面（前頁）に戻ります。
注）集荷方法がスコア集荷の場合、受付時間があります。受付時間を過ぎますと確定ができなくなります。
その場合、お手数ですが集荷日または集荷方法の変更をお願いします。
確定後の変更操作は出来なくなりますので、確定前に照会ボタンより修正・追加操作を行ってください。
確定後の変更等は、御手数ですが、インボイス印刷後、手書き訂正にてＦＡＸをお願いします。
インボイス、出荷案内書の印刷機能は、登録後、出荷一覧画面より選択出来ます。

横にスクロールして頂きますと更に項目がございます。

出荷一覧画面（前頁）に戻ります。確定ボタンにより当データが当社システム内に送信されます。
注）集荷方法がスコア集荷の場合、受付時間があります。受付時間を過ぎますと確定ができなくなります。
その場合、お手数ですが集荷日または集荷方法の変更をお願いします。
確定後の変更操作は出来なくなりますので、確定前に照会ボタンより修正・追加操作を行ってください。
確定後の変更等は、御手数ですが、インボイス印刷後、手書き訂正にてＦＡＸをお願いします。
インボイス、出荷案内書の印刷機能は、登録後、出荷一覧画面より選択出来ます。

横にスクロールして頂きますと更に項目がございます。
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ボタンにより当データが当社システム内に送信されます。
注）集荷方法がスコア集荷の場合、受付時間があります。受付時間を過ぎますと確定ができなくなります。
その場合、お手数ですが集荷日または集荷方法の変更をお願いします。
確定後の変更操作は出来なくなりますので、確定前に照会ボタンより修正・追加操作を行ってください。
確定後の変更等は、御手数ですが、インボイス印刷後、手書き訂正にてＦＡＸをお願いします。
インボイス、出荷案内書の印刷機能は、登録後、出荷一覧画面より選択出来ます。

横にスクロールして頂きますと更に項目がございます。

 - 

 

ボタンにより当データが当社システム内に送信されます。
注）集荷方法がスコア集荷の場合、受付時間があります。受付時間を過ぎますと確定ができなくなります。
その場合、お手数ですが集荷日または集荷方法の変更をお願いします。
確定後の変更操作は出来なくなりますので、確定前に照会ボタンより修正・追加操作を行ってください。
確定後の変更等は、御手数ですが、インボイス印刷後、手書き訂正にてＦＡＸをお願いします。
インボイス、出荷案内書の印刷機能は、登録後、出荷一覧画面より選択出来ます。

横にスクロールして頂きますと更に項目がございます。

 

 

ボタンにより当データが当社システム内に送信されます。
注）集荷方法がスコア集荷の場合、受付時間があります。受付時間を過ぎますと確定ができなくなります。
その場合、お手数ですが集荷日または集荷方法の変更をお願いします。 
確定後の変更操作は出来なくなりますので、確定前に照会ボタンより修正・追加操作を行ってください。
確定後の変更等は、御手数ですが、インボイス印刷後、手書き訂正にてＦＡＸをお願いします。
インボイス、出荷案内書の印刷機能は、登録後、出荷一覧画面より選択出来ます。

明細行の必須入力項目

（ピンク枠）

「送り状番号」（数字）

不明の場合、「

(10 桁

「ケース番号」

「商品名

※ブランド・メーカー名は無い場合は

   “NO BRAND

「材料名（英文）」

「原産国」「数量」

「単位」「単価」

「通貨単位

択して下さい。

 

注）行削除は、該当行の「削除」

ﾎﾞｯｸｽにレ点を入れて下さい。

入力できましたら

クリックしてください。

横にスクロールして頂きますと更に項目がございます。 

登録

入力内容にお間違いがないか、

確認メッセージが表示されます。

必ず再度入力内容にお間違いが

ないかご確認をお願いします。

ボタンにより当データが当社システム内に送信されます。
注）集荷方法がスコア集荷の場合、受付時間があります。受付時間を過ぎますと確定ができなくなります。

確定後の変更操作は出来なくなりますので、確定前に照会ボタンより修正・追加操作を行ってください。
確定後の変更等は、御手数ですが、インボイス印刷後、手書き訂正にてＦＡＸをお願いします。
インボイス、出荷案内書の印刷機能は、登録後、出荷一覧画面より選択出来ます。 

明細行の必須入力項目

（ピンク枠） 

「送り状番号」（数字）

不明の場合、「9999999999

桁)を入力して下さい。

「ケース番号」 

商品名//ブランド・メーカー名（英文）

※ブランド・メーカー名は無い場合は

“NO BRAND”とご入力ください

「材料名（英文）」 

「原産国」「数量」 

「単位」「単価」 

通貨単位」はお間違いないよう選

択して下さい。 

注）行削除は、該当行の「削除」

ﾎﾞｯｸｽにレ点を入れて下さい。

入力できましたら登録

クリックしてください。

登録ボタンをクリックすると、

入力内容にお間違いがないか、

確認メッセージが表示されます。

必ず再度入力内容にお間違いが

ないかご確認をお願いします。

ボタンにより当データが当社システム内に送信されます。 
注）集荷方法がスコア集荷の場合、受付時間があります。受付時間を過ぎますと確定ができなくなります。

確定後の変更操作は出来なくなりますので、確定前に照会ボタンより修正・追加操作を行ってください。
確定後の変更等は、御手数ですが、インボイス印刷後、手書き訂正にてＦＡＸをお願いします。 

明細行の必須入力項目 

「送り状番号」（数字） 

9999999999

を入力して下さい。 

ブランド・メーカー名（英文）

※ブランド・メーカー名は無い場合は 

とご入力ください 

 

 

」はお間違いないよう選

注）行削除は、該当行の「削除」

ﾎﾞｯｸｽにレ点を入れて下さい。 

登録ボタンを 

クリックしてください。 

ボタンをクリックすると、

入力内容にお間違いがないか、

確認メッセージが表示されます。

必ず再度入力内容にお間違いが

ないかご確認をお願いします。

注）集荷方法がスコア集荷の場合、受付時間があります。受付時間を過ぎますと確定ができなくなります。

確定後の変更操作は出来なくなりますので、確定前に照会ボタンより修正・追加操作を行ってください。

9999999999」

ブランド・メーカー名（英文）」 

 

 

」はお間違いないよう選

注）行削除は、該当行の「削除」 

 

 

ボタンをクリックすると、 

入力内容にお間違いがないか、 

確認メッセージが表示されます。 

必ず再度入力内容にお間違いが

ないかご確認をお願いします。 
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ログアウトの方法 

終了する時は必ず  ログアウト  をクリックしてください。 

他操作にて終了すると２０分間使用不可になります 

 

       
  

登録を行うと一覧表示され、 

照会や確定が可能になります。 



「お持込み」、「直送」、

【お持ち込みの場合

【直送の場合

【特快便指定の場合

【ナイト便指定の場合

 

 

頻繁に出荷する商品を登録する方法（税番マスタの登録）

「出荷一覧画面」より

「お持込み」、「直送」、

持ち込みの場合】

直送の場合】（佐川急便、福山通運等で弊社亀戸本社へ御送り頂く場合

便指定の場合】

ナイト便指定の場合

頻繁に出荷する商品を登録する方法（税番マスタの登録）

「出荷一覧画面」より

「お持込み」、「直送」、「特快

】：「集荷方法」欄にて“持込”を選択してください。

注意：“スコア集荷”のままだと、ドライバーが間違えて集荷にお邪魔します。

（佐川急便、福山通運等で弊社亀戸本社へ御送り頂く場合

：「集荷指示」欄にて“他社依頼”を選択してください。

：「委託業者」欄にて“佐川便”（例）と入力頂きます。

】：“特快便”をチェックして

ナイト便指定の場合】：「備考」欄に、“ナイト便”とご記入ください。

頻繁に出荷する商品を登録する方法（税番マスタの登録）

「出荷一覧画面」より税番マスタの編集

「特快便」、「ナイト便」

」欄にて“持込”を選択してください。

注意：“スコア集荷”のままだと、ドライバーが間違えて集荷にお邪魔します。

（佐川急便、福山通運等で弊社亀戸本社へ御送り頂く場合

「集荷指示」欄にて“他社依頼”を選択してください。

「委託業者」欄にて“佐川便”（例）と入力頂きます。

をチェックして

「備考」欄に、“ナイト便”とご記入ください。

頻繁に出荷する商品を登録する方法（税番マスタの登録）

税番マスタの編集をクリックしてください。
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「ナイト便」を指定

」欄にて“持込”を選択してください。

注意：“スコア集荷”のままだと、ドライバーが間違えて集荷にお邪魔します。

（佐川急便、福山通運等で弊社亀戸本社へ御送り頂く場合

「集荷指示」欄にて“他社依頼”を選択してください。

「委託業者」欄にて“佐川便”（例）と入力頂きます。

をチェックしてください。

「備考」欄に、“ナイト便”とご記入ください。

頻繁に出荷する商品を登録する方法（税番マスタの登録）

をクリックしてください。

 - 

指定する方法

」欄にて“持込”を選択してください。

注意：“スコア集荷”のままだと、ドライバーが間違えて集荷にお邪魔します。

（佐川急便、福山通運等で弊社亀戸本社へ御送り頂く場合

「集荷指示」欄にて“他社依頼”を選択してください。

「委託業者」欄にて“佐川便”（例）と入力頂きます。

ください。  

「備考」欄に、“ナイト便”とご記入ください。

頻繁に出荷する商品を登録する方法（税番マスタの登録） 

をクリックしてください。 

 

する方法 

」欄にて“持込”を選択してください。 

注意：“スコア集荷”のままだと、ドライバーが間違えて集荷にお邪魔します。

（佐川急便、福山通運等で弊社亀戸本社へ御送り頂く場合） 

「集荷指示」欄にて“他社依頼”を選択してください。 

「委託業者」欄にて“佐川便”（例）と入力頂きます。 

「備考」欄に、“ナイト便”とご記入ください。 

ここで新しい商品のマスタ登録が

出来ます。

↓

明細行の「商品選択」画面にて選択

表示が可能になり、商品名、材料名

について、入力操作の手間が省けま

す。 

注意：“スコア集荷”のままだと、ドライバーが間違えて集荷にお邪魔します。

ここで新しい商品のマスタ登録が

出来ます。 

↓ 

明細行の「商品選択」画面にて選択

表示が可能になり、商品名、材料名

について、入力操作の手間が省けま

 

注意：“スコア集荷”のままだと、ドライバーが間違えて集荷にお邪魔します。 

ここで新しい商品のマスタ登録が

明細行の「商品選択」画面にて選択

表示が可能になり、商品名、材料名

について、入力操作の手間が省けま

ここで新しい商品のマスタ登録が

明細行の「商品選択」画面にて選択

表示が可能になり、商品名、材料名

について、入力操作の手間が省けま



インポータ（輸入者）を追加、編集、削除する方法

「出荷一覧画面」より

表示されます。「未承認」を選択すると承認待ちのインポータのリストが表示されます。

 

承認済／未承認とは？

 ご登録いただいたインポータの情報は、スコア・ジャパン側で内容を確認の上、承認業務を行った後で

ご利用いただけるようになります。（承認済）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インポータ（輸入者）を追加、編集、削除する方法

「出荷一覧画面」より

表示されます。「未承認」を選択すると承認待ちのインポータのリストが表示されます。

承認済／未承認とは？

ご登録いただいたインポータの情報は、スコア・ジャパン側で内容を確認の上、承認業務を行った後で

ご利用いただけるようになります。（承認済）

インポータ（輸入者）を追加、編集、削除する方法

「出荷一覧画面」よりインポータマスタの編集

表示されます。「未承認」を選択すると承認待ちのインポータのリストが表示されます。

承認済／未承認とは？ 

ご登録いただいたインポータの情報は、スコア・ジャパン側で内容を確認の上、承認業務を行った後で

ご利用いただけるようになります。（承認済）

インポータ（輸入者）を追加、編集、削除する方法

インポータマスタの編集

表示されます。「未承認」を選択すると承認待ちのインポータのリストが表示されます。

ご登録いただいたインポータの情報は、スコア・ジャパン側で内容を確認の上、承認業務を行った後で

ご利用いただけるようになります。（承認済）
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インポータ（輸入者）を追加、編集、削除する方法

インポータマスタの編集をクリックしてください。承認済みのインポータのリストが

表示されます。「未承認」を選択すると承認待ちのインポータのリストが表示されます。

ご登録いただいたインポータの情報は、スコア・ジャパン側で内容を確認の上、承認業務を行った後で

ご利用いただけるようになります。（承認済） 

 - 

インポータ（輸入者）を追加、編集、削除する方法 

をクリックしてください。承認済みのインポータのリストが

表示されます。「未承認」を選択すると承認待ちのインポータのリストが表示されます。

ご登録いただいたインポータの情報は、スコア・ジャパン側で内容を確認の上、承認業務を行った後で

をクリックしてください。承認済みのインポータのリストが

表示されます。「未承認」を選択すると承認待ちのインポータのリストが表示されます。

ご登録いただいたインポータの情報は、スコア・ジャパン側で内容を確認の上、承認業務を行った後で

をクリックしてください。承認済みのインポータのリストが

表示されます。「未承認」を選択すると承認待ちのインポータのリストが表示されます。 

ご登録いただいたインポータの情報は、スコア・ジャパン側で内容を確認の上、承認業務を行った後で

をクリックしてください。承認済みのインポータのリストが 

 

ご登録いただいたインポータの情報は、スコア・ジャパン側で内容を確認の上、承認業務を行った後で 

 



追加をクリックするとインポータの登録画面が表示されます。

 

 

 

必須入力欄をすべて入力後、「登録」をクリックしてください。

     

 

 

 

 

 

「ＯＫ」をクリックするとインポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：新規」で追加されます。

  

 

 

 

 

 

 

をクリックするとインポータの登録画面が表示されます。

                                      

必須入力欄をすべて入力後、「登録」をクリックしてください。

     

「ＯＫ」をクリックするとインポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：新規」で追加されます。

をクリックするとインポータの登録画面が表示されます。

                                      

必須入力欄をすべて入力後、「登録」をクリックしてください。

「ＯＫ」をクリックするとインポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：新規」で追加されます。

をクリックするとインポータの登録画面が表示されます。

                                      

必須入力欄をすべて入力後、「登録」をクリックしてください。

「ＯＫ」をクリックするとインポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：新規」で追加されます。
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をクリックするとインポータの登録画面が表示されます。

                                      

必須入力欄をすべて入力後、「登録」をクリックしてください。

「ＯＫ」をクリックするとインポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：新規」で追加されます。

 - 

をクリックするとインポータの登録画面が表示されます。 

                                      

必須入力欄をすべて入力後、「登録」をクリックしてください。 

「ＯＫ」をクリックするとインポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：新規」で追加されます。

                                      

 

「ＯＫ」をクリックするとインポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：新規」で追加されます。

赤塗り枠は必須入力情報です。

 

「

チェックを入れると出荷情報作

成画面にて表示されなくなりま

す。使わなくなったインポータ

等に御利用下さい。

 

「ＪＩＳコード」

「住所検索」ボタンから選択す

ることで自動的に入力されま

す。

 

「国家」

リストから国番号を選択すると

国名が自動的に入力されます。

                                      

 

「ＯＫ」をクリックするとインポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：新規」で追加されます。

赤塗り枠は必須入力情報です。

 

「Web 非表示」

チェックを入れると出荷情報作

成画面にて表示されなくなりま

す。使わなくなったインポータ

等に御利用下さい。

 

「ＪＩＳコード」

「住所検索」ボタンから選択す

ることで自動的に入力されま

す。 

 

「国家」 

リストから国番号を選択すると

国名が自動的に入力されます。

                                      

「ＯＫ」をクリックするとインポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：新規」で追加されます。 

赤塗り枠は必須入力情報です。

非表示」 

チェックを入れると出荷情報作

成画面にて表示されなくなりま

す。使わなくなったインポータ

等に御利用下さい。 

「ＪＩＳコード」 

「住所検索」ボタンから選択す

ることで自動的に入力されま

リストから国番号を選択すると

国名が自動的に入力されます。

赤塗り枠は必須入力情報です。 

チェックを入れると出荷情報作

成画面にて表示されなくなりま

す。使わなくなったインポータ

「住所検索」ボタンから選択す

ることで自動的に入力されま

リストから国番号を選択すると

国名が自動的に入力されます。 



 

既に登録されているものを編集したい場合は、該当行の「詳細」をクリックしてください。

 

 

該当箇所を修正し、「登録」をクリックしてください。

 

 

既に登録されているものを編集したい場合は、該当行の「詳細」をクリックしてください。

該当箇所を修正し、「登録」をクリックしてください。

既に登録されているものを編集したい場合は、該当行の「詳細」をクリックしてください。

該当箇所を修正し、「登録」をクリックしてください。

既に登録されているものを編集したい場合は、該当行の「詳細」をクリックしてください。

該当箇所を修正し、「登録」をクリックしてください。
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既に登録されているものを編集したい場合は、該当行の「詳細」をクリックしてください。

該当箇所を修正し、「登録」をクリックしてください。 
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既に登録されているものを編集したい場合は、該当行の「詳細」をクリックしてください。既に登録されているものを編集したい場合は、該当行の「詳細」をクリックしてください。

 

既に登録されているものを編集したい場合は、該当行の「詳細」をクリックしてください。 

 

 



「ＯＫ」をクリックするとインポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：修正」で追加されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除したい場合は、該当行の「詳細」をクリックしてください。

 

 

 

 

 

 

 

「ＯＫ」をクリックするとインポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：修正」で追加されます。

削除したい場合は、該当行の「詳細」をクリックしてください。

「ＯＫ」をクリックするとインポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：修正」で追加されます。

削除したい場合は、該当行の「詳細」をクリックしてください。

「ＯＫ」をクリックするとインポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：修正」で追加されます。

削除したい場合は、該当行の「詳細」をクリックしてください。

- 11

「ＯＫ」をクリックするとインポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：修正」で追加されます。

削除したい場合は、該当行の「詳細」をクリックしてください。
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「ＯＫ」をクリックするとインポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：修正」で追加されます。

削除したい場合は、該当行の「詳細」をクリックしてください。 

「ＯＫ」をクリックするとインポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：修正」で追加されます。「ＯＫ」をクリックするとインポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：修正」で追加されます。「ＯＫ」をクリックするとインポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：修正」で追加されます。 

 

 



「削除」をクリックしてください。

 

 

「ＯＫ」をクリックしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：削除済み」で追加されます。

 

 

 

「削除」をクリックしてください。

「ＯＫ」をクリックしてください。

インポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：削除済み」で追加されます。

「削除」をクリックしてください。

「ＯＫ」をクリックしてください。

インポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：削除済み」で追加されます。

※修正と削除済みのデータが重複していますが、削除済みが優先されます。

「削除」をクリックしてください。 

「ＯＫ」をクリックしてください。 

インポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：削除済み」で追加されます。

※修正と削除済みのデータが重複していますが、削除済みが優先されます。
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インポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：削除済み」で追加されます。

※修正と削除済みのデータが重複していますが、削除済みが優先されます。
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インポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：削除済み」で追加されます。

※修正と削除済みのデータが重複していますが、削除済みが優先されます。

インポータ一覧画面の未承認リストに「操作区分：削除済み」で追加されます。 

※修正と削除済みのデータが重複していますが、削除済みが優先されます。

 

※修正と削除済みのデータが重複していますが、削除済みが優先されます。

 

※修正と削除済みのデータが重複していますが、削除済みが優先されます。 



コンサイニ（荷受人）を追加、編集、削除する方法

「出荷一覧画面」より

「未承認」をクリックすると承認待ちのコンサイニのリストが表示されます。

追加、編集の手順はインポータの追加、編集の同様の手順なので、インポータの手順をご参照ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンサイニ（荷受人）を追加、編集、削除する方法

「出荷一覧画面」より

「未承認」をクリックすると承認待ちのコンサイニのリストが表示されます。

追加、編集の手順はインポータの追加、編集の同様の手順なので、インポータの手順をご参照ください。

コンサイニ（荷受人）を追加、編集、削除する方法

「出荷一覧画面」よりコンサイニの編集

「未承認」をクリックすると承認待ちのコンサイニのリストが表示されます。

追加、編集の手順はインポータの追加、編集の同様の手順なので、インポータの手順をご参照ください。

コンサイニ（荷受人）を追加、編集、削除する方法

コンサイニの編集をクリックしてください。承認済みのコンサイニのリストが表示されます。

「未承認」をクリックすると承認待ちのコンサイニのリストが表示されます。

追加、編集の手順はインポータの追加、編集の同様の手順なので、インポータの手順をご参照ください。
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コンサイニ（荷受人）を追加、編集、削除する方法

をクリックしてください。承認済みのコンサイニのリストが表示されます。
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荷物追跡サービスの利用方法

「出荷一覧画面」よ

 

当社ＨＰ

トップページより

 

 

[追加機能

 

運送明細

インボイス作成

 

荷物追跡サービスの利用方法

「出荷一覧画面」より

当社ＨＰ（http://www.scorejp.com/

トップページより荷物追跡

追加機能]  以下の機能が追加されました。

 運送明細

 許可書

 追跡メール設定

 追跡メール設定後

運送明細出力 利用方法

インボイス作成Web

荷物追跡サービスの利用方法

りトレース照会

http://www.scorejp.com/

荷物追跡をクリックすると、流通王の荷物追跡サービス画面が開きます。

以下の機能が追加されました。

運送明細出力 

許可書DOWNLOAD(

追跡メール設定 

追跡メール設定後 

利用方法 

Web 画面から、運送明細書を確認できる機能です

荷物追跡サービスの利用方法 

トレース照会をクリックしてください。

http://www.scorejp.com/）からも荷物追跡サービスを御利用できます。

をクリックすると、流通王の荷物追跡サービス画面が開きます。

以下の機能が追加されました。それぞれの機能のご利用方法を説明いたします。

DOWNLOAD(許可書ダウンロード

 削除方法 

、運送明細書を確認できる機能です
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をクリックしてください。

からも荷物追跡サービスを御利用できます。

をクリックすると、流通王の荷物追跡サービス画面が開きます。

それぞれの機能のご利用方法を説明いたします。

許可書ダウンロード) 

、運送明細書を確認できる機能です
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それぞれの機能のご利用方法を説明いたします。 
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「出荷一覧画面」の下部

 

集荷日、もしくは、送り状番号にて運送明細を出力します。

集荷日に設定できる期間は、

例）本画面の操作日：

 

 

 

集荷日、もしくは、送り状番号を指定後、「

指定した条件に合致するデータが、存在すると画面下部にダウンロードダイアログが表示されます。

                    

 

 

 

 

 

 

※ 必要に応じて「ファイルを開く」ボタン、「保存」ボタンをクリックしてください。

任意の場所に保存したい場合は、保存ボタン右横の「▼」をクリックし保存場所を指定してください。

ファイルは

 

 

「出荷一覧画面」の下部

集荷日、もしくは、送り状番号にて運送明細を出力します。

集荷日に設定できる期間は、

例）本画面の操作日：2022

集荷日、もしくは、送り状番号を指定後、「

指定した条件に合致するデータが、存在すると画面下部にダウンロードダイアログが表示されます。

                    

必要に応じて「ファイルを開く」ボタン、「保存」ボタンをクリックしてください。

任意の場所に保存したい場合は、保存ボタン右横の「▼」をクリックし保存場所を指定してください。

ファイルはPDF

「出荷一覧画面」の下部 「運送明細出力」ボタンをクリックしてください。

集荷日、もしくは、送り状番号にて運送明細を出力します。

集荷日に設定できる期間は、操作を行って

2022/01/20 

集荷日、もしくは、送り状番号を指定後、「

指定した条件に合致するデータが、存在すると画面下部にダウンロードダイアログが表示されます。

                    

必要に応じて「ファイルを開く」ボタン、「保存」ボタンをクリックしてください。

任意の場所に保存したい場合は、保存ボタン右横の「▼」をクリックし保存場所を指定してください。

PDF として保存されます。

「運送明細出力」ボタンをクリックしてください。

集荷日、もしくは、送り状番号にて運送明細を出力します。

操作を行っている当日より過去３カ月以内

 とした場合、集荷日設定期間は、

集荷日、もしくは、送り状番号を指定後、「DOWNLOAD

指定した条件に合致するデータが、存在すると画面下部にダウンロードダイアログが表示されます。

                     

必要に応じて「ファイルを開く」ボタン、「保存」ボタンをクリックしてください。

任意の場所に保存したい場合は、保存ボタン右横の「▼」をクリックし保存場所を指定してください。

として保存されます。 
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「運送明細出力」ボタンをクリックしてください。

集荷日、もしくは、送り状番号にて運送明細を出力します。

る当日より過去３カ月以内

集荷日設定期間は、

DOWNLOAD」ボタンをクリックします。

指定した条件に合致するデータが、存在すると画面下部にダウンロードダイアログが表示されます。

 

必要に応じて「ファイルを開く」ボタン、「保存」ボタンをクリックしてください。

任意の場所に保存したい場合は、保存ボタン右横の「▼」をクリックし保存場所を指定してください。
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指定した条件に合致するデータが、存在すると画面下部にダウンロードダイアログが表示されます。 
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許可書DOWNLOAD

インボイス作成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「出荷一覧画面」の下部

 

 

 

 

 

 

 

 

許可書を出力したい送り状番号を指定してください。

 

ポイント

 

1. ログインいただいているお客様のお支払料金のみの表示となります。

2. 必要期間、もしくは必要貨物の送り状番号をご入力下さい。

3. 送り状番号を指定すると集荷日期間は、無視されます。

4. 集荷日が３カ月を超える場合、「

してください。

ください。（期間が長くなるとファイル生成に時間がかかる場合があります。）

5. 送り状番号は複数入力（最大

6. 送り状番号をご入力頂く場合は、先頭のアルファベット

ください。

（例）

 

※本運送明細に表示された料金は、最終的な請求金額と異なる

 

DOWNLOAD

インボイス作成Web

「出荷一覧画面」の下部

許可書を出力したい送り状番号を指定してください。

 

ポイント 

ログインいただいているお客様のお支払料金のみの表示となります。

必要期間、もしくは必要貨物の送り状番号をご入力下さい。

送り状番号を指定すると集荷日期間は、無視されます。

集荷日が３カ月を超える場合、「

してください。」と画面下部に表示されます。この表示がされた場合、もう一度、集荷日期間をご確認

ください。（期間が長くなるとファイル生成に時間がかかる場合があります。）

送り状番号は複数入力（最大

送り状番号をご入力頂く場合は、先頭のアルファベット

ください。  

（例）SCJ007

 

※本運送明細に表示された料金は、最終的な請求金額と異なる

お支払は、後日お手元に届く請求書に基づいてお支払いいただきますようお願い致します。

DOWNLOAD（許可書ダウンロード

Web 画面から、許可書ダウンロードできる機能です。

「出荷一覧画面」の下部 「許可書

許可書を出力したい送り状番号を指定してください。

  

ログインいただいているお客様のお支払料金のみの表示となります。

必要期間、もしくは必要貨物の送り状番号をご入力下さい。

送り状番号を指定すると集荷日期間は、無視されます。

集荷日が３カ月を超える場合、「

」と画面下部に表示されます。この表示がされた場合、もう一度、集荷日期間をご確認

ください。（期間が長くなるとファイル生成に時間がかかる場合があります。）

送り状番号は複数入力（最大

送り状番号をご入力頂く場合は、先頭のアルファベット

 

SCJ007-0014787

※本運送明細に表示された料金は、最終的な請求金額と異なる

お支払は、後日お手元に届く請求書に基づいてお支払いいただきますようお願い致します。

許可書ダウンロード

画面から、許可書ダウンロードできる機能です。

「許可書DOWNLOAD

許可書を出力したい送り状番号を指定してください。

 

ログインいただいているお客様のお支払料金のみの表示となります。

必要期間、もしくは必要貨物の送り状番号をご入力下さい。

送り状番号を指定すると集荷日期間は、無視されます。

集荷日が３カ月を超える場合、「恐れ入りますが、日付の範囲が間違っています。本日より過去３ケ月以内で指定

」と画面下部に表示されます。この表示がされた場合、もう一度、集荷日期間をご確認

ください。（期間が長くなるとファイル生成に時間がかかる場合があります。）

送り状番号は複数入力（最大5 送り状番号）が可能です。

送り状番号をご入力頂く場合は、先頭のアルファベット

0014787⇒ 0070014787

※本運送明細に表示された料金は、最終的な請求金額と異なる

お支払は、後日お手元に届く請求書に基づいてお支払いいただきますようお願い致します。
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許可書ダウンロード） 

画面から、許可書ダウンロードできる機能です。
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送り状番号）が可能です。 

送り状番号をご入力頂く場合は、先頭のアルファベット 3 文字および数字の間のハイフンを除いて

 

※本運送明細に表示された料金は、最終的な請求金額と異なる場合がございます。

お支払は、後日お手元に届く請求書に基づいてお支払いいただきますようお願い致します。

 

 

 

」ボタンをクリックしてください。

ログインいただいているお客様のお支払料金のみの表示となります。 

恐れ入りますが、日付の範囲が間違っています。本日より過去３ケ月以内で指定

」と画面下部に表示されます。この表示がされた場合、もう一度、集荷日期間をご確認

ください。（期間が長くなるとファイル生成に時間がかかる場合があります。）

文字および数字の間のハイフンを除いて

場合がございます。

お支払は、後日お手元に届く請求書に基づいてお支払いいただきますようお願い致します。

」ボタンをクリックしてください。 

恐れ入りますが、日付の範囲が間違っています。本日より過去３ケ月以内で指定

」と画面下部に表示されます。この表示がされた場合、もう一度、集荷日期間をご確認

ください。（期間が長くなるとファイル生成に時間がかかる場合があります。） 

文字および数字の間のハイフンを除いて

場合がございます。  

お支払は、後日お手元に届く請求書に基づいてお支払いいただきますようお願い致します。  

恐れ入りますが、日付の範囲が間違っています。本日より過去３ケ月以内で指定

」と画面下部に表示されます。この表示がされた場合、もう一度、集荷日期間をご確認

文字および数字の間のハイフンを除いて

   



送り状番号を指定終了後、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「DOWNLOAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可書が

 

 

※ 必要に応じて「ファイルを開く」ボタン、「保存」ボタンをクリックしてください。

任意の場所に保存したい場合は、保存ボタン右横の「▼」をクリックし保存場所を指定してください。

ファイルは

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送り状番号を指定終了後、

DOWNLOAD」ボタンをクリックしてください。

許可書がPDF ファイルとして生成されました。

必要に応じて「ファイルを開く」ボタン、「保存」ボタンをクリックしてください。

任意の場所に保存したい場合は、保存ボタン右横の「▼」をクリックし保存場所を指定してください。

ファイルはPDF

 

送り状番号を指定終了後、 

」ボタンをクリックしてください。

ファイルとして生成されました。

必要に応じて「ファイルを開く」ボタン、「保存」ボタンをクリックしてください。

任意の場所に保存したい場合は、保存ボタン右横の「▼」をクリックし保存場所を指定してください。

PDF として保存されます。

  

」ボタンをクリックしてください。

ファイルとして生成されました。

必要に応じて「ファイルを開く」ボタン、「保存」ボタンをクリックしてください。

任意の場所に保存したい場合は、保存ボタン右横の「▼」をクリックし保存場所を指定してください。

として保存されます。 
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」ボタンをクリックしてください。 

ファイルとして生成されました。 

必要に応じて「ファイルを開く」ボタン、「保存」ボタンをクリックしてください。

任意の場所に保存したい場合は、保存ボタン右横の「▼」をクリックし保存場所を指定してください。
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必要に応じて「ファイルを開く」ボタン、「保存」ボタンをクリックしてください。

任意の場所に保存したい場合は、保存ボタン右横の「▼」をクリックし保存場所を指定してください。
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追跡メール

 

送り状番号から荷物を追跡する為のメール設定できる機能です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「出荷一覧画面」の下部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追跡メールを送信したいメールアドレスを「宛先」「

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追跡メール設定方法

送り状番号から荷物を追跡する為のメール設定できる機能です。

「出荷一覧画面」の下部

追跡メールを送信したいメールアドレスを「宛先」「

 

方法 

送り状番号から荷物を追跡する為のメール設定できる機能です。

「出荷一覧画面」の下部 「追跡メール設定」ボタンをクリックしてください。

追跡メールを送信したいメールアドレスを「宛先」「

  

送り状番号から荷物を追跡する為のメール設定できる機能です。

「追跡メール設定」ボタンをクリックしてください。

追跡メールを送信したいメールアドレスを「宛先」「
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送り状番号から荷物を追跡する為のメール設定できる機能です。

「追跡メール設定」ボタンをクリックしてください。

追跡メールを送信したいメールアドレスを「宛先」「CC」に指定してください。

18 - 

送り状番号から荷物を追跡する為のメール設定できる機能です。 

「追跡メール設定」ボタンをクリックしてください。

」に指定してください。

「追跡メール設定」ボタンをクリックしてください。 

」に指定してください。 



追跡する送り状番号は最大５つ指定できます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「設定」ボタンをクリックしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下部に登録完了のメッセージが表示されます。

これで追跡メールが、指定のメールアドレスに配信されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント

        

        

        

        

       

       

 

追跡する送り状番号は最大５つ指定できます。

「設定」ボタンをクリックしてください。

下部に登録完了のメッセージが表示されます。

これで追跡メールが、指定のメールアドレスに配信されます。

 

ポイント 

1. 

        

        

        

        

       

  

2. 

       

3. 

追跡する送り状番号は最大５つ指定できます。

「設定」ボタンをクリックしてください。

下部に登録完了のメッセージが表示されます。

これで追跡メールが、指定のメールアドレスに配信されます。

  

 設定頂いたメールアドレスに、

         8:00 

        10:30 

        16:30 

        18:00 

       以上の４回配信を致します

  ※荷物状況に変化が無い場合は配信致しません

 メールアドレスは、「

       (例) dmy@scorejp.com

 「送り状番号１」は必須となります。

追跡する送り状番号は最大５つ指定できます。

「設定」ボタンをクリックしてください。 

下部に登録完了のメッセージが表示されます。

これで追跡メールが、指定のメールアドレスに配信されます。

 

設定頂いたメールアドレスに、

の４回配信を致します

※荷物状況に変化が無い場合は配信致しません

メールアドレスは、「;」セミコロンを利用する事で複数指定することができます。

dmy@scorejp.com

「送り状番号１」は必須となります。
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追跡する送り状番号は最大５つ指定できます。 

下部に登録完了のメッセージが表示されます。 

これで追跡メールが、指定のメールアドレスに配信されます。

設定頂いたメールアドレスに、 

の４回配信を致します。 

※荷物状況に変化が無い場合は配信致しません

」セミコロンを利用する事で複数指定することができます。

dmy@scorejp.com;dmy2@scorejp.com

「送り状番号１」は必須となります。

19 - 

これで追跡メールが、指定のメールアドレスに配信されます。 

 

 

※荷物状況に変化が無い場合は配信致しません 

」セミコロンを利用する事で複数指定することができます。

dmy2@scorejp.com

「送り状番号１」は必須となります。 

」セミコロンを利用する事で複数指定することができます。

dmy2@scorejp.com 

」セミコロンを利用する事で複数指定することができます。」セミコロンを利用する事で複数指定することができます。 



追跡メール

一度追跡メール設定を行うと、その内容は保存されます。

設定後、出荷一覧画面」の下部

設定されているメールアドレス及び、送り状番号が表示されます。

追跡が完了した場合は、「削除」ボタンをクリックする事で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追跡メール設定を削除するには、「削除」ボタンをクリックしてください。

「キャンセル」ボタンクリックで、追跡メール設定

「OK」で、追跡メール設定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除完了のメッセージが表示され設定内容がクリアされました。

 

 

 

 

 

追跡メール設定後 

一度追跡メール設定を行うと、その内容は保存されます。

設定後、出荷一覧画面」の下部

設定されているメールアドレス及び、送り状番号が表示されます。

追跡が完了した場合は、「削除」ボタンをクリックする事で

追跡メール設定を削除するには、「削除」ボタンをクリックしてください。

「キャンセル」ボタンクリックで、追跡メール設定

」で、追跡メール設定

削除完了のメッセージが表示され設定内容がクリアされました。

 

 削除方法

一度追跡メール設定を行うと、その内容は保存されます。

設定後、出荷一覧画面」の下部 「追跡メール設定」ボタンをクリックすると、

設定されているメールアドレス及び、送り状番号が表示されます。

追跡が完了した場合は、「削除」ボタンをクリックする事で

追跡メール設定を削除するには、「削除」ボタンをクリックしてください。

「キャンセル」ボタンクリックで、追跡メール設定

」で、追跡メール設定 情報削除を実行します。

削除完了のメッセージが表示され設定内容がクリアされました。

  

削除方法 

一度追跡メール設定を行うと、その内容は保存されます。

「追跡メール設定」ボタンをクリックすると、

設定されているメールアドレス及び、送り状番号が表示されます。

追跡が完了した場合は、「削除」ボタンをクリックする事で

追跡メール設定を削除するには、「削除」ボタンをクリックしてください。

 

「キャンセル」ボタンクリックで、追跡メール設定

情報削除を実行します。

削除完了のメッセージが表示され設定内容がクリアされました。
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一度追跡メール設定を行うと、その内容は保存されます。 

「追跡メール設定」ボタンをクリックすると、

設定されているメールアドレス及び、送り状番号が表示されます。

追跡が完了した場合は、「削除」ボタンをクリックする事で

追跡メール設定を削除するには、「削除」ボタンをクリックしてください。

「キャンセル」ボタンクリックで、追跡メール設定 情報削除処理を中止します。

情報削除を実行します。 

削除完了のメッセージが表示され設定内容がクリアされました。

20 - 

 

「追跡メール設定」ボタンをクリックすると、

設定されているメールアドレス及び、送り状番号が表示されます。 

追跡が完了した場合は、「削除」ボタンをクリックする事で追跡メール設定を削除する事が出来ます。

追跡メール設定を削除するには、「削除」ボタンをクリックしてください。

情報削除処理を中止します。

削除完了のメッセージが表示され設定内容がクリアされました。 

 

 

「追跡メール設定」ボタンをクリックすると、 

追跡メール設定を削除する事が出来ます。

追跡メール設定を削除するには、「削除」ボタンをクリックしてください。 

情報削除処理を中止します。 

追跡メール設定を削除する事が出来ます。

 

追跡メール設定を削除する事が出来ます。 
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追跡メールサンプル本文 

以下に追跡メール内容サンプルを記載いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 ： スコア・ジャパン SCORE JAPAN CO.,LTD. 

東日本  TEL：03-5628-3591 

中日本  TEL：0568-27-3855 

西日本  TEL：06-4706-1505 

2014 Copyright（c）Score Japan Co.,Ltd. All rights reserved. 

追跡メール内容サンプル(例) 
-------------------------------------------------------------------- 

＜お客様名＞ 様 

 

流通王 (株)スコア・ジャパンをご利用いただきましてありがとうございます。 

確認ができました現時点でのお荷物の状況について、下記のとおりお知らせいたします。 

 

■お客様のお問い合わせ送り状番号 

0018157104 

■現在の状況 

日時                         状況 

2022/01/15 17:22      青島營業所到着 

2022/01/16 06:00      虹橋通関中 

2022/01/16 09:09      SHANGHAI-HONGQIAO空港フライト 

2022/01/16 12:39      TOKYO-HANEDA空港到着 

2022/01/16 13:35      TOKYO-HANEDA航空会社、数量確認 

2022/01/16 14:19      羽田通関中 

2022/01/16 15:57      通関許可、羽田支社出発、本社移動中 

2022/01/16 16:53      本社到着、配達中 

2022/01/16 18:18      本社配達完了 

 

■お客様のお問い合わせ送り状番号 

0074572162 

■現在の状況 

日時                         状況 

2022/01/19 13:01      本社（出荷部）到着 

2022/01/19 20:03      成田通関中 

2022/01/20 08:52      TOKYO-NARITA空港フライト 

2022/01/20 11:09      SHANGHAI-PUDONG空港到着 

2022/01/20 10:46      浦東通関中 

 

※ 詳しい状況につきましては、下記カスタマーサービスにお問い合わせください。 

カスタマーサービス ALL japan  TEL：050-5434-9991  

 

※本メールは配信専用のため、 このメールに返信いただきましても回答できませんのでご了承ください。 


