
Copyright (C) I'LL,inc. All rights reserved. 1 

発注仕入 マニュアル 

Ver.1.7.8 

最終更新日：2018/09/26 



Copyright (C) I'LL,inc. All rights reserved. 2 

【１】 概要 

発注処理 

【１】 発注登録方法 

【２】 発注情報登録／編集画面 

【３】 発注情報の確認 

【４】 発注書の発行 

仕入処理 

【１】 仕入登録方法Ⅰ 

【２】 仕入登録方法Ⅱ 

【３】 仕入情報登録／編集画面 

【４】 仕入情報の確認 

発注・仕入機能をより便利に利用するために 

【１】 より便利になること 

【２】 発注予定作成を利用する 

【３】 伝票確定機能を利用する 

【４】 その他準備 

■ もくじ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   P.5 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   P.6 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   P.8 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P.10 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   P.3 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P.14 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P.15 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P.16 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P.18 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P.21 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P.22 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P.28 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P.34 



Copyright (C) I'LL,inc. All rights reserved. 3 

      

      上記の機能をご利用いただく場合、「仕入先情報」の設定が必須です。 
 

   発注・仕入機能を利用する場合、事前に「仕入先情報」の登録が必要です。 

          ⇒詳しくは、当マニュアルその他準備の項の「P.34 仕入先情報登録」をご参照ください。 

■ 発注・仕入機能 

● 【１】 概要 

発注予定作成 

発注登録 

仕入登録 

■発注予定作成 

 CROSSMALLに登録した情報を元に、発注予定情報を自動で作成します。 

                   ⇒詳しくは、当マニュアル「P.22 発注予定作成を利用する」をご参照ください。 

 
■発注登録 
 発注情報の登録を行います。 

 （発注予定が作成されている場合は、発注予定情報を元に発注情報を登録できます） 

            ⇒詳しくは、当マニュアル「P.5 発注登録方法」、 「P.22 発注予定作成を利用する」をご参照ください。 

 
 

■仕入登録 
 仕入情報の登録を行います。 

 （発注情報が登録されている場合は、発注情報を元に仕入情報を登録できます） 

                                  ⇒詳しくは、当マニュアル「 P.14 仕入登録方法」をご参照ください。 

その他事前に設定を行うことで、発注・仕入機能をより便利にご利用いただくことができます。 

詳しくは、当マニュアル 「発注・仕入機能をより便利に利用するために」 をご参照ください。 



Copyright (C) I'LL,inc. All rights reserved. 4 

～ 発 注 処 理 ～ 

発注仕入 マニュアル 
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● 発注処理 

発注情報一覧（伝票）画面で、発注情報を「新規登録」することができます。 

【１】 発注登録方法 

■ 発注情報一覧（伝票） 

発注処理＞発注情報一覧（伝票）をクリック。 

発注情報一覧（伝票） 

「新規登録」をクリック。 
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● 発注処理 

 前ページ「新規登録」をクリックした際に表示される、発注情報を登録／編集する画面の 
操作について説明します。 

【２】 発注情報登録／発注情報編集画面 

発注情報登録／編集 

１ 

２ 

３ ５ 

 

６ 

３ 
４ 
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● 発注処理 

【連続作成】   

 発注情報の項目を一部引き継いで、別の発注情報を登録することができます。(項目は下記５項目) 

 ・発注日 

 ・仕入先情報 

 ・納品期限（伝票） 

 ・担当者 

 （・確定状況・・・こちらは、伝票確定機能利用時が対象です。 

           詳しくは、当マニュアル「伝票確定機能を利用する」をご参照ください。） 

 

【仕入先コード】  （必須） 

 ※事前に仕入先情報の設定が必須です。 

虫眼鏡マークをクリックすると、仕入先情報の検索画面から事前に登録した仕入先一覧から仕入先を 

選択し設定することができます。 

また、「詳細表示」ボタンから、仕入先情報を編集することも可能です。（編集中の発注情報にのみ適用） 

※新規登録時の初期値は空欄、編集時の初期値はシステム設定＞商品情報の「仕入先」で 

  登録した内容が表示されます。 

 

【納品期限 (発注伝票)】 （必須） 

 発注伝票情報の納品期限は、空欄だとエラーで発注情報の登録ができません。 

※商品情報の納品期限は、空欄だと伝票情報の納品期限が自動で設定されます。 

※発注書に納品期限を表示させるかは、「表示する」のチェックボックスで選択可能です。 
チェックボックスの初期値は【システム設定＞基本情報】にて設定可能です。 

 

【納品場所】  

 システム設定＞基本情報＞発注書＞納品場所にて、最大３ヶ所まで事前に納品場所の候補の設定が

可能です。 

 編集中の発注情報のみに、個別に設定することも可能です。 

 

【在庫反映】  

 「する」にして登録すると、登録時点で発注数分の在庫がCROSSMALLの在庫に加算されます。 

※商品情報の「在庫反映（初期値）」で設定した状態が初期値で表示されます。 

 ここの画面で個別に変更することも可能です。 

 

【完了】 

 「完了」とは、発注した分の発注残の有無に関わらず、「発注残の対象から外す」ことができる機能です。 

※「一括完了」は、一括で完了にチェックを入れる機能です。 

 

＜使用例＞ 

発注数より仕入数が少なかった場合、発注情報も発注残の対象から外したい。 

→発注情報一覧で「発注残有」で検索後、各伝票内で完了にチェックの入った状態にして更新します。 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

追記 
どこにチェックボックスがあるのかパッと見わ
からなかったので、下記はどうでしょう？ 

↓ 

※発注書に納品期限を表示させるかは、「表
示する」のチェックボックスで選択可能です。 
→修正済み 
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● 発注処理 

発注情報を登録すると、発注伝票別に画面で確認することができます。 

【３】 発注情報の確認 

■ 発注情報一覧（伝票） 

発注処理＞発注情報一覧（伝票）をクリック。 

発注情報一覧（伝票） 

発注数に対して、仕入数が不足している分を伝票単位で検索することが可能です。 

【CSV出力】   

発注データはCSV形式で出力することも可能です。 

※参考※ 

「CSV出力」とは別に、CSV出力＞CSV定義／CSV処理＞ダウンロードからは、 

「発注詳細」「発注伝票」の出力するCSVの項目の設定とダウンロードが可能です。 

１ 

１ 



Copyright (C) I'LL,inc. All rights reserved. 9 

● 発注処理 

発注情報を発注明細別でも確認することができます。 

■ 発注情報一覧（明細） 

発注処理＞発注情報一覧（明細）をクリック。 

発注情報一覧（明細） 

２ 

【発注残】   

発注数に対して、仕入数が不足している分を伝票明細別で検索することができます。 

 

【完了】   

 発注情報登録／編集画面内の「完了」と同様、発注した分の発注残の有無に関わらず、「発注残

の対象から外す」ことができる機能です。 

１ 

２ 

１ 
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【４】発注書の発行 

１） 発注書の発行手順 

発注情報の登録をすると、CROSSMALLから発注書を発行することができます。 

発注処理＞発注情報一覧(伝票)をクリック。 

発注書を発行したい発注伝票の 

左側にチェックをつけて選択。 

クリック 

選択 

画面下部にある 

「発注書発行」をクリックすると、 

ＰＤＦデータをダウンロードすることができます。 

発注書 

ＰＤＦデータ 

● 発注処理 
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１ 

２） 発注書のレイアウト 

● 発注処理 

２ 
３ 

【○○○○ (仕入先名) 】 
 マスタ登録＞仕入先情報で「仕入先名１」と「仕入先名２」に設定した内容と、同じページの「敬称」で設定した内
容が反映されます。 
 

【会社情報】 
 システム設定＞基本情報で設定した会社情報が反映されます。「担当」欄は、発注情報に登録されている担当
者が表示されます。 
 

【依頼文】 
 システム設定＞基本情報＞発注書＞依頼文にて設定した依頼文が反映されます。（※次ページ参照） 
 

【納品期限】 
 システム設定＞基本情報＞発注書＞納品期限項目名で設定した項目名が反映されます。（※次ページ参照） 
また、納品期限の項目を出さないことも可能です。その場合は、発注情報登録（編集）にて、 
納品期限「表示する」ボタンのチェックを外して登録してください。発注伝票作成時に「表示する」のチェックを外して
おきたい場合は、【システム設定＞基本情報】にて初期値をご変更ください。 
 

【出力コード】 
システム設定＞基本情報＞発注書＞コード出力で設定した出力方法が反映されます。（※次ページ参照） 
 

【金額】 
システム設定＞基本情報＞発注書＞金額出力で設定した場合、出力されます。（※次ページ参照） 
 

１ 

２ 

３ 

４ 

４ 

５ 

５ 

6 

6 追記 

追記 

デフォルトは出力しないでしょうか？ 

もしそうであれば、その旨記載あっ
た方が良いかもです！ 
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● 発注処理 

３） 発注書の出力項目の設定について 

 発注書を出力した際に表示される以下の各項目については、自由に設定することができます。 

システム設定＞基本情報をクリック。 

画面下部にある 

「編集」をクリック。 

「発注書」にて、 

右記の項目を 

自由に設定可能です。 

画面下部の 

「更新」をクリック。 

クリック 

キャプチャの変更をお
願いします！→済 
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～ 仕 入 処 理 ～ 

発注仕入 マニュアル 
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● 仕入処理 

 先に発注情報を登録していると、仕入情報に対して、選択した発注伝票情報や発注明細情報から 
引き当てて、仕入情報を登録することができます。 
 

【１】 仕入登録方法Ⅰ 

■ 仕入引当 

発注処理＞発注情報一覧（伝票）をクリック。 

 

もしくは、 

発注処理＞発注情報一覧（明細）をクリック。 

発注情報一覧（伝票） 

仕入情報に対して、選択した発注伝票情報や発注明細情報から引き当てて、 

仕入情報の登録をすることができます。 

クリック 
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● 仕入処理 

発注登録をしたかどうかに関係なく、仕入情報を登録することもできます。 

【２】 仕入登録方法Ⅱ 

■ 新規登録 

仕入処理＞仕入情報一覧（伝票）をクリック。 

仕入情報一覧（伝票） 

クリック 

 発注情報の登録をしていなくても、新しく仕入情報を登録することができます。 
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● 仕入処理 

 前ページまでの仕入登録方法「仕入引当」もしくは「新規登録」をクリックした際に表示される、  
仕入情報を登録／編集する画面の操作について説明します。 

【３】 仕入情報登録／発注情報編集画面 

仕入情報登録／編集 

１ 

２ 

３ 

４ 
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● 仕入処理 

【連続作成】   

 仕入情報の項目を一部引き継いで、別の発注情報を登録することができます。(項目は下記４項目) 

 ・仕入日 

 ・仕入先情報 

 ・担当者 

 （・確定状況・・・こちらは、伝票確定機能利用時が対象です） 

 

【仕入先コード】  （必須） 

※事前に仕入先情報の設定が必要です。 

虫眼鏡マークをクリックすると、仕入先情報の検索画面から事前に登録した仕入先一覧から仕入先を 

選択し設定することができます。 

また、「詳細表示」ボタンから、仕入先情報を編集することも可能です。（編集中の仕入情報にのみ適用） 

※新規登録時の初期値は空欄、編集時の初期値はシステム設定＞商品情報の「仕入先」で 

  登録した内容が表示されます。 

 

【在庫反映】  

 「発注残数」、「在庫反映」、「発注番号」は、事前に発注情報の登録があり、 

仕入に発注情報を引き当てている時にのみ表示され、引き当てていなければ空欄になります。 

発注情報登録時点で在庫反映を「する」にしていなければ、仕入情報の登録をした時点で 

発注数分だけ在庫が加算されます。（新規登録の場合は、この時点で必ず在庫が加算されます） 

 ※確定状況を「確定済」で登録すると、登録時点の仕入数分の在庫数量が、 

CROSSMALLの在庫数量に加算されます。 

 

【一括完了】 

 「一括完了」は、一括で完了にチェックを入れる機能です。 

※「完了」とは、発注した分の発注残の有無に関わらず、「発注残の対象から外す」ことができる機能です。 

※仕入に発注情報を引き当てる時にのみ表示される項目です。 

１ 

２ 

３ 

４ 
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● 仕入処理 

仕入情報を登録すると、仕入伝票別に画面で確認することができます。 

【４】 仕入情報の確認 

■ 仕入情報一覧（伝票） 

仕入情報一覧（伝票） 

【CSV出力】   

仕入データはCSV形式で出力することも可能です。 

※参考※ 

「CSV出力」とは別に、CSV出力＞CSV定義／CSV処理＞ダウンロードからは、 

「仕入詳細」「仕入伝票」の出力するCSVの項目の設定とダウンロードが可能です。 

１ 

１ 

仕入処理＞仕入情報一覧（伝票）をクリック。 

0 
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● 仕入処理 

仕入情報を仕入明細別でも確認することができます。 

■ 仕入情報一覧（明細） 

仕入情報一覧（明細） 

仕入処理＞仕入情報一覧（明細）をクリック。 
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～ 発注処理機能 応用編 ～ 

発注仕入 マニュアル 
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【１】 より便利になること 

● 発注・仕入機能をより便利に利用するために 

 

■発注書にJANコードを出力する 
 商品コード、属性コードの変わりに、ＪＡＮコードを出力することが可能になります。 

                  ⇒詳しくは、当マニュアル「発注書発行」をご参照ください。 

                   （設定は、当マニュアル「P.12 発注書のコード出力設定について」をご参照ください。） 

 

 
■発注・仕入時の金額を自動取得する 
 商品情報に「仕入金額」を登録していただくことで、金額を自動取得します。 

                  ⇒詳しくは、当マニュアル「P.5 発注登録方法」、「P.14 仕入登録方法」をご参照ください。 

                   （設定は、当マニュアルその他設定の「P.36 商品情報の編集」をご参照ください。） 

 

 
■発注時に在庫数を加算する 

 発注情報を登録したタイミングで、在庫数の更新が可能になります。 

 （「未入荷の商品分の在庫数を先にモールにも反映させたい」という場合などにご利用いただけます） 

                  ⇒詳しくは、当マニュアル「P.5 発注登録方法」をご参照ください。 

                   （設定は、当マニュアルその他設定の「P.36 商品情報の編集」をご参照ください。 ） 

 

 
■発注予定作成を利用する 

 商品のＳＫＵ単位で「発注管理区分」「発注点」等の情報を登録することで、 

注文などでの在庫数の増減を元に自動で発注候補を作成することができます。 

           ⇒詳しくは、この後の「P.22 発注予定作成を利用する」をご参照ください。 

            設定は、当マニュアルその他設定の「P.36 商品情報の編集」、「P.38 SKU編集」をご参照ください。） 

 

 
■伝票確定機能を利用する 
 伝票の登録に確認フェーズを設けることが可能になります。 

                  ⇒詳しくは、この後の「P.28 伝票確定機能を利用する」をご参照ください。 

                   （設定は、当マニュアルアその他設定の「P.30 環境設定する」をご参照ください。） 

      

      上記の機能をご利用いただく場合、「仕入先情報」の設定が必須です。 

   

 当マニュアルその他準備の項の「P.34 仕入先情報登録」をご参照ください。 
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● 発注・仕入機能をより便利に利用するために 

 発注点を割った商品、または指定期間内に注文が入った商品を対象にして、 
発注候補データを自動で作成することができます。 

【２】 発注予定作成を利用する 

１） 発注候補データを作成 

発注処理＞発注予定作成をクリック。 

発注予定作成 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

7 
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● 発注・仕入機能をより便利に利用するために 

【対象商品】  

CROSSMALLに登録のある全標準商品の中から、Ｍａｒｋ等での絞り込みを行うことで、 

商品をより限定して発注予定を作成することができます。 

【作成データ】   

「発注点割れ」や「取寄せ」を基準にした、発注予定を作成することができます。 

尚ご利用の際には、事前に発注管理の設定をお願いします。 

（※詳しくは、当マニュアルの【その他準備】をご参照ください。） 

１ 

２ 

【発注点割れ用】  

最終注文日の入力がある場合は、指定日以降に注文がある商品で発注点を割った商品を抽出し

ます。 

入力が無い場合は、その時点で発注点を割った商品を抽出します。 

（※１で取寄せを選択しているときは非表示です。） 

３ 

【取寄せ用】  

指定日時の範囲内で入った注文情報の中から、取寄せ設定のされた商品を抽出します。 

（※１で発注点割れを選択しているときは非表示です。また、「注文日時」は必須です。） 

４ 

【データ作成】  

発注予定データの作成ができます。 

「データ作成」処理結果は、CROSSMALLからログインIDのメールアドレス宛てにメールで届きます。 

※前回データがある場合は、「データ作成」をクリックした時点で前回データは削除されます。 

５ 

【データ削除】  

既に作成されている発注予定データを削除します。 

６ 

【発注データ作成】  

発注予定一覧に表示せずに、直接発注伝票を作成します。 

「仕入先」が登録されていない商品の発注データの作成は行えません。 

商品情報が「発注時に発注数量を在庫数量に反映する。」の場合は、発注データの作成と同時に

在庫数が増加します。 

7 
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● 発注・仕入機能をより便利に利用するために 

 発注予定作成で作成した発注予定の内容を一覧画面で確認することができます。 
またその予定を利用して、発注引当などの処理もできます。 

２） 発注予定一覧 

発注処理＞発注予定一覧をクリック。 

発注予定一覧 

１ ２ 

テスト 

５ 

３ ４ 
６ 
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● 発注・仕入機能をより便利に利用するために 

【CSV出力】  

該当行の発注予定内容をCSVで出力することができます。 

【明細表示】   

該当行の発注予定内容を、発注予定一覧画面下に商品・発注管理区分ごとに表示させることができます。 

※ 商品コードごとに１行で表示されます。（※１ページには最大１００行ずつ） 

  ただし、発注管理区分を複数使っている場合（「通常」「取寄せ」を含む場合）は、 

  同じ商品コードで２行表示されます。 

 

１ 

２ 

【編集】  

選択した発注予定データの「仕入先」と「発注単価」を変更することができです。 

また、過去に発注登録したことがある場合は、前回の発注内容を確認することも可能です。 

３ 

【行削除】  

選択した商品の発注予定を削除することが可能です。 

※SKU管理の商品の場合、削除は行単位（商品・発注管理区分ごと）の削除となります。 

４ 

【(*)列はデータを作成した時点の値です。 発注残数は在庫反映分を含んでいません。】  

（＊）列は、「在庫数」「発注残数」「有効在庫数」の３列です。 

在庫反映するで登録された発注情報の発注残数量は、発注残数からは差し引かれます。 

６ 

【内訳表示】  

SKU管理の商品の詳細を、SKU単位で確認できます。 

５ 
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● 発注・仕入機能をより便利に利用するために 

発注予定作成で作成した発注予定を元に、発注情報を登録することができます。 

３） 発注引当 

発注処理＞発注予定一覧をクリック。 

発注予定一覧 

２ 

１ 
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● 発注・仕入機能をより便利に利用するために 

    【発注引当】 

いずれかをクリックから発注予定を元に、発注情報の編集画面(注)に進むことができます。 

（１の場合のみ、引き当て画面に進む前に商品を選択することができます。） 

※「発注情報の登録／編集画面」の操作については、 

  当マニュアル発注処理の「発注情報の登録／編集画面」をご参照ください。 

１ ２ 

 

 

２の発注引当をクリックした場合、 

引き当て対象が１００SKUを超えている場合
は、右のような画面が表示されます。 

こちらが表示された場合は、各行１００SKUご
とになっています。 

青字部分をクリックすると、該当行の商品に
絞られた後の「発注情報登録画面（発注引当 

クリック後の画面）」が表示されます。 

 

 

発注情報の編集画面 
(注) 
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● 発注・仕入機能をより便利に利用するために 

【２】 伝票確定機能を利用する 

１）運用フロー 
 伝票確定機能とは、伝票の仮登録・確定登録ができる機能です。 
これにより、発注・仕入登録に伝票を確定させる「確定者」を持たせる運用や、仮登録後に確定登録するよう
な二重チェックの運用ができるようになります。 
伝票確定機能を利用したときとしないときとで、どう異なるのかをご紹介します。 

 
● 伝票確定機能を利用しない発注仕入の場合 
       ～例：“確定者なし”で発注・仕入処理をする 
          （伝票確定機能：発注ＯＦＦ／仕入ＯＦＦ） 

発注時 

仕入時 

在庫反映 

「しない」で設定 

「完了」させる 

発注時に在庫数量

は変動しない 

仕入時に在庫数量

が変動する 

＜仕入時に在庫を反映させるケース＞ 

発注時 

仕入時 

在庫反映 

「する」で設定 

「完了」させる※ 

＜発注時に在庫を反映させるケース＞ 

発注時に在庫数量

は変動する 

仕入時に在庫数量

は変動しない 

担当者 

担当者 

担当者 

担当者 

※仕入時に、発注数より少ない仕入数量を登録し「完了」させた場合は、 

  発注時の発注数量との差分（丌足分）は、自動で在庫数量から減らします。 
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●発注・仕入フロー 

● 伝票確定機能を利用した発注仕入の場合 
          ～例：“確定者あり”で発注・仕入処理をする 
             （伝票確定機能：発注ＯＮ／仕入ＯＮ） 

発注時 
在庫反映 

「しない」で設定 

発注時に在庫数量

は変動しない 

＜仕入時に在庫を反映させるケース＞ 

担当者 
確定者 

「確定」 

「未確定」 発注が確定 

されません 

仕入時 
担当者 

仕入が確定 

されません 

「完了」させる 

仕入時に在庫数量

が変動する 

確定者 

「確定」 

「未確定」 

発注時 
在庫反映 

「する」で設定 
担当者 

確定者 

「確定」 

「未確定」 発注が確定 

されません 

仕入時 
担当者 

仕入が確定 

されません 

「完了」させる※ 

確定者 

「確定」 

「未確定」 

＜発注時に在庫を反映させるケース＞ 

発注時に在庫数量

は変動する 

仕入時に在庫数量

は変動しない 

※仕入時に、発注数より少ない仕入数量を登録し「完了」させた場合は、 

  発注時の発注数量との差分（丌足分）は、自動で在庫数量から減らします。 
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● 発注・仕入機能をより便利に利用するために 

２） 環境設定する 
CROSSMALLで発注・仕入機能を利用するためには、事前の環境設定が必要です。 

システム設定＞基本情報をクリックし、 

画面下部の「編集」をクリック。 

基本情報編集 

「ON」を選択 

 「ON」を選択すると伝票確定機能を利用することができます。 
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● 発注・仕入機能をより便利に利用するために 

３-１） 伝票確定の操作方法Ⅰ 
伝票確定処理を個別で実行する方法をご紹介します。 

発注情報登録／編集 

もしくは、仕入情報登録／編集画面を立ち上げる。 
 
※ 発注情報登録／編集画面を立ち上げる方法 

   「P.5 発注情報登録」、「P.22 発注予定作成を利用する」をご参照ください。 
 

※ 仕入情報登録／編集画面を立ち上げる方法 

   「P.14 仕入情報登録方法Ⅰ」、「P.15 仕入情報登録方法Ⅱ」をご参照ください。 

発注情報登録／編集 

（伝票確定機能：発注ＯＮ／仕入ＯＮ） 

※ 「仕入情報登録／編集」でもレイアウトは同じです。 

２ 

１ 

【確定状況】 

画面上部に「確定状況」という項目が表示されます。こちらで「未確定／確定」を選択することが可能になります。 

※発注情報が「未確定」の時点では仕入引当ができません。 

  仕入引当をご利用いただく際は、先に発注情報を「確定」に変更してからご利用ください。 

 

【在庫反映】                                        

発注情報登録・編集時、在庫反映「する」にしていても、「未確定」を選択しているときは在庫反映されません。 

「確定」にした時点で在庫が反映されますので、ご注意ください。 

 

【完了】                                     

発注情報登録・編集時、「未確定」の時点では「完了」にチェックを入れることはできません。 

発注情報を「完了」させたいときは、先に確定状況を「確定」に変更してから完了にチェックを入れてご利用ください。 

２ 

１ 

３ 

３ 



Copyright (C) I'LL,inc. All rights reserved. 32 

● 発注・仕入機能をより便利に利用するために 

３-２） 伝票確定の操作方法Ⅱ 
伝票確定処理を一括で実行する方法をご紹介します。 

発注処理＞発注情報一覧（伝票） 

もしくは、 

仕入処理＞仕入情報一覧（伝票）をクリック。 

発注情報一覧（伝票） 

 画面下部に「確定状況」という項目が表示されます。 

選択した伝票を一括で「未確定／確定」に変更することが可能になります。 

（伝票確定機能：発注ＯＮ／仕入ＯＮ） 

※ 「仕入情報一覧（伝票）」でもレイアウトは同じです。 
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● 発注・仕入機能をより便利に利用するために 

４） 伝票確定状況を確認する 
 伝票確定状況を確認する方法をご紹介します。確定漏れがないかの確認時などに便利です。 

発注処理＞発注情報一覧（伝票） 

もしくは、 

仕入処理＞仕入情報一覧（伝票）をクリック。 

発注情報一覧（伝票） 

      

     「未確定」の伝票は、在庫反映するにしていても在庫は反映されません。 

 

  「未確定」の状況では在庫は変わらず、「確定」に変更した時点で在庫が加算されます。 

 発注情報の登録／編集時や、仕入情報の登録／編集時に在庫を加算したいというときは、 

 確定にすることを忘れないようにご注意ください。 

（伝票確定機能：発注ＯＮ／仕入ＯＮ） 

※ 「仕入情報一覧（伝票）」でもレイアウトは同じです。 
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● 発注・仕入機能をより便利に利用するために 

【４】 その他準備 

１） 仕入先情報登録 
CROSSMALLで発注・仕入機能を利用するためには、仕入先情報の登録が必須です。 

マスタ登録＞仕入先情報より、 

検索ボタン下の「新規登録」をクリック。 

仕入先情報編集 

１ 

２ 

３ 

４ 
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● 発注・仕入機能をより便利に利用するために 

【仕入先コード】 （必須） 

仕入先コードを入力してください。 

※半角英数および「-」のみで10桁以内。（後から変更することも可能です） 

 

【仕入先名１】 （必須）                                           

仕入先名を入力してください。 

※32バイト以内。（後から変更することも可能です） 

 

【仕入先略称】 （必須） 

仕入先略称を入力してください。 

※24バイト以内。（後から変更することも可能です） 

 

【税区分】 【税算出単位】【税端数処理】                                              

発注登録・仕入登録をする際に適用されます。 

１ 

２ 

３ 

４ 
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２） 商品情報の編集 

 商品情報の編集では、「仕入先」「仕入単価」などが設定できます。 

● 発注・仕入機能をより便利に利用するために 

マスタ登録＞商品情報をクリック。 

修正したい商品を検索し、 

「商品名」をクリックしてください。 

１ 

２ 

３ 

商品情報編集画面 
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● 発注・仕入機能をより便利に利用するために 

【単価－仕入】 

 発注／仕入を登録する際の商品単価の初期値として反映されます。 

 

【在庫反映（初期値）】 

 チェックをつけると、発注情報登録／編集画面の登録／更新をした時点で、 

発注数分だけ在庫数が変更されたと判断して、CROSSMALL内の在庫数量に対して発注数分を加算する 

という状態を初期値として設定できます。 

 

【仕入先】 

 発注予定作成時に利用できます。 

※事前に、仕入先情報の登録が必須です。 

 （参照：当マニュアル「● 【１３】 その他準備」をご覧ください。） 

  「虫眼鏡マーク」からは、マスタ登録＞仕入先情報で登録した仕入先情報を検索することができます。 

１ 

２ 

３ 

※上記はすべて、初期値設定です。 

  発注・仕入情報の登録・編集画面で変更することが可能です。 

※CSVを利用して一括で設定することもできます。 

  詳しくは、運用操作マニュアル～出品系の「標準商品情報CSVの作成」をご参照ください。 
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 ＳＫＵ編集では、設定した商品情報に対して、「発注点」「確保在庫数量」などが設定できます。 

編集する標準商品の商品名をクリックし、 

表示された商品情報詳細の画面下にある 

「ＳＫＵ編集」をクリックします。 
 

※属性の無い場合は、「属性編集」は非表示です。 

メニュー一覧より 

「マスタ登録」 の 「商品情報」 

をクリックします。 

３-１） ＳＫＵ編集 

■在庫設定 
商品情報に対して「発注点」「確保在庫数量」などが設定できます。 

商品に対して一括で設定する場合は、 

「一括設定」にチェック。 

ＳＫＵごとに設定する場合は 

「個別設定」にチェック 

１ 

● 発注・仕入機能をより便利に利用するために 
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【発注管理】  

しない： 発注点・安全在庫などを設定しない場合にチェック 

通常： 発注点・安全在庫などを設定する場合にチェック 

取寄： 受発注商品などの場合にチェック 

 

【発注点】 

この在庫数を切ったら発注するという在庫数を設定しておきます。 

 

【安全在庫】 

欠品を防ぐために必要とされる在庫数を設定しておきます。 

※発注点よりも大きい値の設定をしてください。 

 

【調達期間】 

仕入れるまでにかかる調達期間を設定しておきます。 

（発注・仕入機能では、反映される項目はありません。メモとしてご活用ください） 

 

【発注ロット】 

最低発注数を設定しておきます。 

 

【確保在庫】  

各店舗へ送信せずに確保しておく在庫数を設定しておきます。 

（発注・仕入機能では反映される項目はありません） 

 

 

１ 

■JANコード設定 
商品情報に対してＪＡＮコードを設定できます。 

● 発注・仕入機能をより便利に利用するために 
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ＳＫＵ情報ＣＳＶ 

■ ＳＫＵ情報ＣＳＶファイルの設定項目 

項目名 桁数 必頇 入力例 説明 

商品コード 20桁 ◎ 1234 

商品名 100文字 Tシャツ 

属性グループ１名 20文字 カラー 属性を指定しない場合は空白 

属性グループ２名 20文字 サイズ 属性を指定しない場合は空白 

属性１コード 
10桁 

△ 01 
属性を指定していない場合は空白可 
属性を指定している場合、 
属性コードor属性名は必須 

属性２コード 
10桁 

△ 01 
属性を指定していない場合は空白可 
属性を指定している場合、 
属性コードor属性名は必須 

属性１名 
30文字 

△ ブラック 
属性を指定していない場合は空白可 
属性を指定している場合、 
属性コードor属性名は必須 

属性２名 
30文字 

△ Sサイズ 
属性を指定していない場合は空白可 
属性を指定している場合、 
属性コードor属性名は必須 

発注管理 1桁 0 0：しない 1：通常 2：取寄 

発注点 4桁 9999 

安全在庫数量 4桁 9999 

調達期間 4桁 9999 

発注ロット 4桁 9999 

確保在庫数量 4桁 9999 

JANコード 15桁 

商品SKUコード 60桁 

在庫無制限 1桁 0 0：設定しない 1：設定する 

 SKU情報はCSVデータでダウンロードすることができます。 

またCSVファイルをアップロードすることで、SKU情報を簡単に設定することができます。 

メニュー一覧より、「ＣＳＶ処理」 

「ダウンロード」を選択。 

 

ダウンロード画面のプルダウンメニューで 

「SKU情報」を選択してダウンロード。 
 

※アップロードは「CSV処理」「アップロード」から可能です。 

※ダウンロードする項目は、CSV処理＞CSV定義より 

  設定することが可能です。 

３-２） ＳＫＵ情報の一括登録 （ＣＳＶ登録） 

● 発注・仕入機能をより便利に利用するために 


