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介援隊 WEBサイト
ご利用ガイドライン1
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1. ご注文方法

a. 商品を探す

b. カートへ入れる

c. 注文内容確認

d. 注文をする

e. 商品到着

2. 便利なご注文方法

a. クイック注文

b. WEBカタログ注文

c. お気に入り注文

d. CSV連携注文

3. 機能詳細

a. 各種サポート

b. カテゴリ検索

c. メーカー検索

d. カートを見る

e. 履歴を見る

f. お見積り

g. クイック注文からの注文方法

h. WEBカタログ

i. お気に入りに登録

j. 発注CSV連携

k. あとで買う

目次

目次へ
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4. よくある質問

a. 商品キーワード検索の使い方を知りたい。

b.   注文した商品の伝票番号(送り状番号)を知りたい。

c.   問合せた商品の見積もりをネットから見ることはできますか。

d.   代引金額欄の入力方法が分からない。また代金の回収について知りたい。

e.   注文した商品の処理状態を確認することはできますか。

f.   出荷伝票や納品書へ○○様用等表示させることは可能ですか。

g.   操作が手間なので、一括注文することはできますか。

h.   自社用に変更して使用したいのでエクセル版の介援隊ニュースが欲しい。

目次

目次へ
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ご注文方法
基本的なご注文方法について

ご紹介いたします。

目次へ
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商品を
探す

カートへ
入れる

商品到着
注文

内容確認
注文

キーワード検索 商品一覧から

CSVﾌｧｲﾙ
連携

一括注文

商品 注文 WEB納品書

カテゴリ検索

メーカー検索

商品詳細から

クイック注文から

WEBカタログから

お気に入りから

届先情報

希望着日

代金引換

メール

ご注文履歴

伝票番号

ご注文の流れ

 商品の検索から注文までの流れは、以下の通りです。

定型注文等は、お気に入りもしくはCSVファイル連携をお薦めいたします。

目次へ
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商品を探す
・キーワード検索

・カテゴリ検索

・メーカー検索

商品を探す
カートに

入れる

注文内容

確認
注文をする 商品到着

目次へ
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探している商品や、購入したい商品
を 「商品名」、「型番」、「申込番号」
から、検索できます。

 キーワードから検索する

7

複数のキーワードを検索する場合、
文字と文字の間はスペースで区切り
入力ができます。

例：シャワーベンチ アロン

目次へ
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メニューの「カテゴリ検索」を押すと、
カテゴリの一覧を表示します。

カテゴリの一覧では、指定のカテゴ
リから、商品を絞り込み検索します。

 カテゴリから検索する

8

①

①画面に大カテゴリを表示します。
大カテゴリを押すことで、詳細カテ
ゴリへ移動することができます。

②詳細カテゴリを選択すると、カテ
ゴリを元にした検索一覧結果を表
示します。

目次へ

②
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メニューの「メーカー検索」を押すと、
メーカーの① 「キーワード検索」、
「五十音検索」を表示します。

「キーワード検索」または「五十音検
索」後、検索結果のメーカー名をク
リックすると商品を表示できます。

 メーカー名から検索する

9

①

目次へ
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カートへ入れる
・「検索一覧」から、カートへ入れる

・「商品詳細」から、カートへ入れる

・「クイック注文」から、カートへ入れる

・「WEBカタログ」から、カートへ入れる

商品を探す
カートに

入れる

注文内容

確認
注文をする 商品到着

目次へ
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「カートへ入れる」ボタンを押すと商
品をカートへ入れる事ができます。

 「商品一覧」からカートへ入れる

11

●オプション ●ケース切替オプション

「ケースに切替」ボタンを押して、
ケース数分の注文に切替えることが
出来ます。

※ケースに切替ボタンが表示されている商
品に限る。

●ラッピングオプション

「ラッピングを選択」ボタンを押して
ラッピングの種類を選択します。

※ラッピング選択ボタンが表示されている
商品に限る。

目次へ
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「カートへ入れる」ボタンを押すと商
品をカートへ入れる事ができます。

 「商品詳細」からカートへ入れる

12

●オプション

●ケース切替オプション

「ケースに切替」ボタンを押して、
ケース数分の注文に切替えることが
出来ます。

※ケースに切替ボタンが表示されている商
品に限る。

●ラッピングオプション

「ラッピングを選択」ボタンを押して
ラッピングの種類を選択します。

※ラッピング選択ボタンが表示されている
商品に限る。

目次へ
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メニューの「クイック注文」を押すと、
クイック注文画面を開きます。

 クイック注文でカートに入れる

13

①

①申込番号を入力し、「Enter」
キーを押すと、検索を行います。

1～10商品の入力後、「カートへ入
れる」ボタンを押すと、商品をカー
トへ入れる事ができます。

●オプション機能

「ケースに切替」「ラッピング選択」
は、前ページと同じ手順です。

目次へ
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②申込番号が不明確な場合、「商
品検索」ボタンを押すことで、商品
検索用画面をポップアップします。

14

②

呼び出し元の画面に戻ると、自動的
に検索を行います。

※表示に1～3秒、時間がかかる場合がご
ざいます。

検索結果は、下部に表示します。

ご注文の商品があれば、「選択」ボ
タンを押してください。

呼び出し元の画面に戻ります。

目次へ
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メニューの「WEBカタログ」を押すと、
WEBカタログ掲載画面を開きます。

WEBカタログからカートに入れる

15

購入したい商品が載っているカタ
ログをクリックください。

クリック後、該当カタログを表示しま
す。

目次へ
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カタログの商品には黒い点線でリン
クがあります。マウスカーソルを商品
に移動させると、カーソルが指の形
に変わります。

商品を決めて、リンクを押すと別画
面で商品を表示します。

16

購入する商品のカート列にて「入れ
る」ボタンを押すと、カートに商品を
いれることができます。

※通信状況によって、画面の切替えが
遅い場合があります。

目次へ
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メニューの「お気に入り」を押すと、
お気に入り画面を開きます。

 お気に入りからカートに入れる

17

登録済リストにて、「この商品をカー
トへ」ボタンを押すと、商品をカート
にいれることができます。

【お気に入り登録の方法】

お気に入り登録する場合、カートに商品を
入れます。

ショッピングカート内から登録する名前を入
力後、「お気に入りとして登録」ボタンを押
すと、登録することできます。

目次へ
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注文内容確認
・「カートの中身」の確認

・「送付先（お届け先）」の選択

・「注文内容」の最終確認

商品を探す
カートに

入れる

注文内容

確認
注文をする 商品到着

目次へ
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メニューの「カートを見る」を押すと
ショッピングカート画面を開きます。

 「カートの中身」の確認

カートに入っている商品をご確認く
ださい。

※数量をご変更の際は、1明細単位に「更

新」ボタンを押してください。押していない
場合は、情報を反映できません。

「お客様メモ」/「当社への連絡」の明
記が必要な際は、ご利用ください。

ご確認が終わりましたら、「注文画面
へ進む」ボタンを押して下さい。

目次へ
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商品の送付先（お届け先）を選択し
てください。

①新しいお届け先を一覧に登録す
る場合に、ご使用ください。

②一覧に登録せずに送付先を指定
する場合に、ご使用ください。

送付先の登録がある場合は、対象
の送付先で「選択」ボタンを押してく
ださい。

 「送付先（お届け先）」の選択

20

②

①

目次へ
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最終のご確認をお願いします。

「届先情報」「現在のカートの中身」
をご確認ください。

※代引金額を利用するには、事前
に登録が必要となります。登録して
いないお客様は代引金額をご利用
いただけません。

 「注文内容」の最終確認

21

差出名義人

希望着日

代引金額（※）

お客様オーダー番号

備考

差出人情報として、以下を設定可
能です。

目次へ
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①希望お届け日

希望お届け日欄を押すと、カレン
ダーを表示します。配送希望する日
付を選択してください。

また、時間指定として、「午前」「午
後」の指定も可能です。

※着日等を設定いただいても、配送エリア
や交通状況によりご希望に添えない場合も
ございます。ご理解の程、よろしくお願いし
ます。

②代引金額

代理販売店様等にて、代金引換を
ご利用の場合は、お客様から回収
する金額をご入力ください。

※代金引換を利用するには、事前に登
録が必要となります。登録していないお
客様は代金引換をご利用いただけま
せん。

※内訳が不明確な場合は、商品金額
合計欄に手数料等含まれる合計金額
を入力いただいても構いません。

 注文内容確認 –差出人情報-

22

②

①

目次へ
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注文をする
・注文をする

・注文をする –注文完了-

・ご注文内容の確認 -メール-

・ご注文内容の確認 –注文履歴-

商品を探す
カートに

入れる

注文内容

確認
注文をする 商品到着

目次へ
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「この内容で注文」ボタンを押してく
ださい。

弊社に注文が入り、注文完了画面
を表示します。

 注文をする

24目次へ
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注文処理が終わりますと、左記のよ
うに、注文完了画面を表示します。

 注文をする –注文完了–

25

注文後、以下をご確認ください。

①注文番号

②「ご注文の控え」配信メール

③赤枠部分をクリックして、発注書
をダウンロード

①

②

③

目次へ
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注文後に、ご登録いただいているア
ドレスに、左記のようなメールを送信
します。

件名：「【介援隊】ご注文ありがとうご
ざいます。（自動配信メール）」

 ご注文内容の確認 –メール–

26目次へ
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注文番号には、完了画面の「注文
番号」を入力いただき、検索するこ
とができます。

また、ご注文日を指定することで、ご
注文履歴を検索することができます。

 ご注文内容の確認 –注文履歴–

27

ご注文状況は、「注文履歴」画面に
て、ご確認いただけます。

メニューの「注文履歴」を押すと、
「注文履歴」画面を開きます。

目次へ
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検索結果を表示した後、以下の内
容をご確認いただけます。

①注文番号：

注文内容の詳細を表示できます。

②状態：

注文状態をご確認いただけます。

③問合せ：

注文内容を問合せいただけます。

④発注書：

発注書をダウンロードできます。

28目次へ

① ② ③ ④
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商品到着
・WEB納品書を確認する

商品を探す
カートに

入れる

注文内容

確認
注文をする 商品到着

目次へ
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WEB納品書を確認する場合、
「WEB納品書発行」メニューを選択
します。

「WEB納品書発行」メニューは、
①「各種サポート」メニューにマウス
を近づける。 もしくは、
② 「各種サポート」メニューをクリック
する。
の手順で表示することができます。

WEB納品書を確認する

30

②クリック

選択後、「お客様サポートページ」
を表示します。

ユーザID/パスワードを入力し、「ロ
グインボタン」を押します。

※ユーザID/パスワードは別途発行が必要
になります。

※WEB納品書をご利用の際は、お問合せ
ください。

※WEB納品書発行の詳しい説明は、ログ

イン後、「マニュアルをダウンロード」より、ご
確認ください。

目次へ

①マウスをメニュー
に近づける
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便利なご注文方法
便利な注文方法について

ご紹介いたします。

目次へ
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クイック注文
カートに

入れる
注文内容確認 注文をする 商品到着

クイック注文からカートに入れる

 商品を特定する番号をご存知の場合、

直接、特定する番号を入力して、商品をカートにいれることが可能です

クイック注文

商品は、以下の２つの方法で商品をお探しいただけます。

申込番号検索 介援隊カタログに表示されている「申込番号」を元に、商品をお探しいただけます。
詳細は
こちら商品検索 「カテゴリ/商品名/型番/申込番号」を元に、商品をお探しいただけます。

目次へ
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WEBカタログ
カートに

入れる
注文内容確認 注文をする 商品到着

WEBカタログからカートに入れる

 WEBカタログより、商品をカートにいれることが可能です

WEBカタログ注文

WEBカタログを開き、商品リンクを押すことで商品をカートに入れることが可能です。

WEBカタログを
開く

商品ページのリンクを押すことで、商品をカートに入れることが可能です。 詳細は
こちら

目次へ
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お気に入り

商品
カートに入れる 注文内容確認 注文をする 商品到着

お気に入りからカートへ入れる

お気に入り注文

 カートに入れた商品をお気に入り登録しておく事で、

お気に入り商品をカートにいれることが可能です

お気に入り商品は、以下の方法でお気に入りへ登録が可能です。

お気に入りを
登録する

商品がカートに入っている状態で、お気に入り画面を表示して登録します。
登録後は、お気に入り画面から商品をカートへいれることができます。

詳細は
こちら

目次へ
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CSVファイル

読込み
注文内容確認 注文をする 商品到着

CSVファイルをアップして一括注文する

 CSVファイルを元に、商品をご注文いただけます。

CSV連携注文

CSVファイルを元に、以下の方法で商品を注文できます。

CSVファイル
を読み込む

弊社指定の書式にて、CSVファイルをご用意いただくと、
1注文から、複数注文をCSVファイルを一括で注文できます。

詳細は
こちら

目次へ



36

機能詳細

目次へ
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メニューの「各種サポート」を押すと、
「各種サポート」画面を開きます。 各種サポート

クリック

介援隊NEWS

価格表

欠品情報

廃盤情報

メーカー改廃情報

商品取扱説明書

■商品情報

注文書・見積依頼書

WEB納品書発行

介援隊デモ機依頼

■書類発行

発注CSV連携処理

見積CSV連携処理

WEBサービス

■連携サービス

メール受信設定変更

送付先一覧設定変更

■システム設定

目次へ

マウスをメニューに
近づける



介援隊NEWS 「介援隊NEWS」や「商品の専用チラシ」をダウンロードできます。エンドユーザー様向け商品
説明や商品のご紹介、営業ツールとしてご活用ください。

価格表 カタログ商品の価格表や改定情報、カタログの正誤表をダウンロードできます。

欠品情報 欠品月日の指定や、メーカー名から検索して、欠品情報をご覧頂いたり、CSV形式でダウン
ロードできます。

廃盤情報 廃盤月日の指定やメーカー名から検索して、廃盤情報をご覧いただけます。また、情報を
CSV形式にてダウンロードできます。

メーカー改廃情報 各種メーカーの改定情報・廃盤情報をPDF形式でダウンロードできます。

商品取扱説明書 介援隊カタログに「取扱説明書」マークがついている商品について、取扱説明書をPDF形式
でダウンロードできます。

■商品情報

注文書・見積依頼書 「注文書」「見積依頼書」「カタログ発注書」をダウンロードできます。

WEB納品書発行 WEBから、「納品書の照会」「納品データの保存」「請求書の照会」や印刷することができます。

介援隊デモ機依頼 製品見本として、デモ機の在庫を確認いただけます。また、FAX用の「デモ機依頼書」を作成
をできます。

■書類発行

発注CSV連携処理 弊社指定のCSVフォーマット形式を利用することで、一括で注文することができます。定型注
文等でご活用いただけます。

見積CSV連携処理 CSVファイルを利用して、一括で「お見積依頼」ができます。操作の手間を省くことができます。

WEBサービス WEBAPIサービスを利用して、問い合わせた商品の在庫をXML形式で提供します。

■連携サービス

メール受信設定変更 「出荷案内メール」等、各種案内メールの送受信設定、メールアドレスを変更できます。

送付先一覧設定変更 送付先の新規登録・修正・削除をすることができます。

■書類発行

目次へ
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メニューの「カテゴリ検索」を押すと、
「カテゴリ検索」画面を開きます。

画面上部に、大項目カテゴリを表示
しています。

気になる大項目カテゴリを選択いた
だくと、自動的にそのカテゴリが表
示されます。

各詳細項目にて、カテゴリ名称を選
択いただくと、検索を実施いたしま
す。

 カテゴリ検索

大項目

目次へ

クリック
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メニューの「メーカー検索」を押すと、
「メーカー検索」画面を開きます。

メーカー名の「キーワード検索」「五
十音検索」から検索できます。

キーワード：メーカー名を入力後、
検索ボタンを押します。入力した文
字にヒットするメーカーが表示されま
す。

メーカー名：頭文字を五十音にてお
探しいただけます。

各メーカー名を選択いただくと、検
索を実施します。

 メーカー検索

目次へ

五十音
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①上部にある「カートを見る」を押し
ます。

カートを開くとカートの中に入れて
いる商品一覧が表示されます。

カート内で、購入する商品の②送料
区分の内訳をタブを切り替えて確認
できます。

 カートを見る

①

目次へ

②
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③送料対象商品の内訳を確認で
きます。

④送料実費商品の内訳を確認で
きます。

③

④

目次へ
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カート内から⑤「お見積りカート」を
押すと、お見積りカートが表示され
ます。

商品のお見積り画面が開くと、見積
りを依頼するために入れておいた商
品一覧が表示されます。

WEB見積依頼の手順を商品注文
時と同じ手順で、見積依頼が可能
です。

商品のお見積り画面から⑥「ご注文
カート」を押すとカート画面に戻りま
す。

⑤

⑥

目次へ
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①上部にある「履歴を見る」を押しま
す。

ご注文履歴画面が開きます。

②検索条件を指定し、「検索」ボタ
ンを押してください。

 履歴を見る

①

②

目次へ
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検索結果が表示されます。

③「ご注文履歴」ボタンを押すとCSV
形式で表示されている注文履歴を
ダウンロードできます。

注文内容の詳細を確認するには、
④「詳細」ボタン、「注文番号」を押
してください。

注文状態を⑤「状態」で確認するこ
とができます。

注文に対する問合せをしたい場合
は、⑥「問合せ」を押します。

発注書列の⑦「PDF」ボタンを押す
と、発注書をダウンロードできます。

④ ⑤
⑥ ⑦

③

目次へ



46

注文詳細画面で、⑨処理状態が
「納期確定・発送済み」になってい
る注文であれば伝票番号を確認
できます。

⑩「発送日等」の列に伝票番号
（送り状番号）等が表示されます。

⑪弊社倉庫出しの場合のみ表示
されます。

倉庫名、運送会社、送り状番号
が表示されます。

「HP」をクリックすると運送業者
のお問合せページが表示されます。

※伝票番号が表示されるのは、通
常18時以降となります。なお、反映
日時はメーカーや発送日時により
変動する場合があります。

⑧「再注文する」ボタンを押すと、
表示されているご注文内容がカー
トに入ります。

⑩

⑪

⑨

⑧

目次へ
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ご注文のお問合せ画面で、必須項
目を入力の上、問合せメールを送
信します。

※注文履歴から問合せの「メール画
像」を押すと、⑫注文番号が自動的
に表示されます。

⑫

目次へ
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①上部にある「お見積り」を押します。

お見積り回答画面が開きます。見
積依頼頂いた全て(FAX・WEBから)
の見積回答を検索、閲覧できます。

②お見積りのご依頼は「こちら」を押
すと、見積依頼作成画面が開きま
す。

③履歴確認は「こちら」を押すと、今
までWEBから見積依頼いただいた
データを確認できます。

 お見積り

①

② ③

目次へ
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お見積り回答画面の④検索条件を
指定し、見積回答を検索します。

⑤見積書兼発注書の「PDF」ボタン
を押すと、「見積件発注書」をPDF
データでダウンロードできます。

⑥特価注文欄の「特価注文」ボタン
を押すと、見積書兼発注書内の
WEB販売可能な商品をカートへ特
価価格で入れることができます。

※ 「特価注文」ボタンから特価価格
で注文できるのは、お見積りの有効
期限内に限ります。

 見積りをみる

④

⑤ ⑥

目次へ
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②お見積りのご依頼は「こちら」を押
します。

クイック見積作成画面が開きます。

FAXをご利用の場合は、⑦「見積依
頼書」をダウンロードしてください。

 お見積り依頼

⑤

⑦

② ③

②

⑦

目次へ
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見積依頼する商品を見積カートへ
入れていきます。

～ WEB見積依頼の方法 ～
【商品選択方法】

●申込番号から選ぶ

申込番号がお分かりの場合は、⑧
カタログ申込番号の枠に申込番号
を入力してください。

※申込番号がお分かりにならない
場合は、「商品検索」からお調べく
ださい。申込番号のアルファベット
は大文字、小文字どちらでも構い
ません。（例：e1058、Ｗ1725）

申込番号入力後、「エンターキー」
を押すか、「検索」ボタンを押してく
ださい。

商品名等が表示されます。

⑨プルダウン（∨）が表示されてい
る場合は、サイズ、カラー等プルダ
ウンから選択してください。

 お見積り依頼

⑧

⑨

目次へ
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●商品検索ボタンから商品を選ぶ

⑩「商品検索」ボタンを押してくださ
い。

別ウィンドウで商品検索画面が表示
されます。

カテゴリーから選択いただくか、商
品名、型番、ＪＡＮCD等を入力し⑪
「検索」ボタンを押して商品を選択く
ださい。

 お見積り依頼
⑩

⑪

目次へ
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検索された商品が一覧で表示され
ます。

見積する商品の左端の⑫「選択」ボ
タンを押してください。

 見積りをみる

⑫

目次へ
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●見積カートへ商品を入れる

見積依頼する商品の選択後、商
品、数量等の確認をお願いします。

確認後、⑬「見積カートに追加」ボ
タンを押すと見積カートに商品が
追加されます。

※⑭特記事項欄は、弊社への要
望等の入力にお使いください。

修正したい商品がある場合は、修
正したい商品の右端の⑮「修正」
ボタンを押してください。

商品や数量の変更が行えます。

削除したい商品がある場合は、削
除したい商品の右端の⑮「削除」
ボタンを押してください。

 見積りをみる

⑬

⑮

⑭

目次へ
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●情報入力をする

貴社情報や届け先情報等の項目を
入力してください。

 見積りをみる

目次へ
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●見積依頼を完了する

商品の選択、情報入力後、最終確
認をお願いします。

⑯「見積を依頼する｣ボタンをクリック
すると、処理が完了して自動返信
メールが送信されます。

 見積りをみる

⑯

目次へ
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③履歴確認は「こちら」を押します。

今までWEBから見積依頼いただい
たデータを確認できます。

⑰検索条件を設定し、確認したい
WEB見積を検索します。

 お見積り履歴（WEB依頼分）

⑯

⑰

② ③

③

目次へ
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検索結果が表示されます。

⑱「依頼書番号」列の番号を押すと
詳細が表示されます。

⑲「状態」列で依頼頂いたデータの
状態をご確認いただけます。

⑳「お見積書兼発注書」列の
「PDF」ボタンを押すとデータがダウ
ンロードされます。

 お見積り履歴（WEB依頼分）

⑳⑲⑱

目次へ
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①上部にある「クイック注文」を押し
ます。

クイック注文画面が表示されます。

1～10明細までの商品を一括で
カートにいれることができます。

 クイック注文からの注文方法

①

目次へ
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【商品選択方法】

●申込番号から選ぶ

申込番号がお解りの場合は、「検
索」ボタン上部の②枠に申込番号を
入力してください。

※申込番号がお解りにならない場
合は、「商品検索」からお調べくださ
い。申込番号のアルファベットは大
文字、小文字どちらでも構いません。
（例：e1058、Ｗ1725）

申込番号入力後、③「検索」ボタン
を押してください。

②

③

②

目次へ
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検索時、図１の様に検索中であるこ
とがわかるようにしました。

【図１】 検索中

【図2】 検索後

検索後は、図2の通りです。

※「カートへ入れる」ボタンを押す前に、数
量の見直しをお願いします。

目次へ
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●商品検索ボタンから商品を選ぶ

④「商品検索」ボタンを押してくださ
い。

別ウィンドウで商品検索画面が表示
されます。

⑤カテゴリーから選択いただくか、
商品名、規格、申込番号、ＪＡＮCD
等を入力し「検索」ボタンを押して商
品を選択ください。

④

⑤

目次へ
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検索された商品が一覧で表示され
ます。

購入する商品の左端の⑥「選択」ボ
タンを押してください。

⑥

目次へ
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●カートへ商品を入れる

購入する商品の選択後、商品の確
認、数量等の確認をお願いします。

※⑨お客様用メモ欄は、納品書お
よび弊社倉庫から出荷されたときに
商品と同梱される伝票に印字されま
す。

削除したい商品がある場合は、削
除したい商品の左端の⑧「削除」ボ
タンを押してください。

確認後、⑦「カートへ入れる」ボタン
を押します。

カートに商品が入りますので、カート
以降の流れは同じです。

⑦

⑧

⑨
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●商品画像確認

選択している商品の⑩「画像表示」
ボタンを押すと別画面が開き商品
画像が表示されます。

※画像がご用意出来ていない商品
は「NO IMAGE」と表示されます。

※画像が表示される、表示が切り替
わるまでにお時間が掛かる場合が
あります。

⑩
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メニューの「WEBカタログ」を押す
と、WEBカタログ掲載画面を開き
ます。

購入したい商品が載っているカタ
ログをクリックください。

クリック後、該当カタログを表示しま
す。

WEBカタログ

66目次へ
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①上部にある「お気に入り」を押しま
す。

お気に入り一覧画面が表示されま
す。

②お気に入りに登録されている登
録済みリストが表示されます。

 お気に入りに登録

①

②

目次へ
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③上部にある「カートを見る」を押し
ます。

カート内が表示されます。現在の
カートの中身をカート内からお気に
入りに登録します。

④「登録する名前」欄に明記し「お
気に入りとして登録」ボタンを押しま
す。

③

④

目次へ
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お気に入り画面に遷移し、登録済
みリストが表示されます。

※登録された順番に昇順に並びま
す。

登録した登録名を変更する場合は、
⑤「名称変更」ボタンを押します。

登録されたお気に入りの⑥「この商
品をカートへ」ボタンを押すと、商品
をカートへ入れることができます。

お気に入りに登録されている商品
の各行にある⑦「削除」ボタンを押
すと、商品を削除することができま
す。

⑥

⑥

⑦

⑦

目次へ
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⑤
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CSVによる発注連携をする場合、
左記の手順から、「発注CSV連携
処理」メニューを選択します。

 発注CSV連携

70

クリック

目次へ

マウスをメニューに
近づける
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発注CSV連携処理画面が開きます。

①サンプルのCSVデータをダウン
ロードしていただき、アップするCSV
ファイルの作成にご利用ください。

②アップロードするCSVファイルのレ
イアウトをご確認ください。

②

①

71目次へ
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アップロードするCSVファイルを作成
後、「参照」ボタンを押してください。

ポップアップで別ウィンドウの「アップ
ロードするファイルの選択」画面を表
示します。

ファイル選択後、「開く」ボタンを押し
てください。

⑤

⑥

⑦

72目次へ
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「実行」ボタンを押すと、「注文内容確
認」画面を表示します。

73

各注文内容の確認と修正をしたい場
合は、「参照」ボタンを押してください。
変更後、本画面に戻ることが出来ま
す。

注文を確定する場合は、「この内容
で注文」ボタンを押します。

目次へ
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1注文の場合は、左記上図 複数
注文の場合は、左記下図の 画面を
表示します。

※複数注文の場合は、注文履歴より発注書
をダウンロードください。

⑬

⑭

74目次へ
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カートへ商品を入れていただいた
後、「あとで買う」リストに保管するこ
とで、 注文のタイミングを調整でき
ます。

①「あとで買う」リンクを押すと、商品
をカートからあとで買うリストに移動
します。

※ あとで買うリストでは、数量とお
客様メモを保存します。
当社への連絡は保存しません。

 あとで買う

75目次へ

①
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あとで買うリストへは、タブの② 「あと
で買う」を押していただくか、カート画
面の下方へスクロール頂くと③表示
されます。

あとで買うリストでは、④操作列のボ
タンで「カートへ戻す」と「削除」を行
えます。

「カートへ戻す」を押すと、商品をあと
で買うリストからカートに移動します。
※カート移動後、あとで買うリストから
商品は削除されます。

「削除」を押すと、商品を“あとで買う
リスト”から削除します

②

③

76目次へ

④
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よくある質問
皆様からお問合せが多いご質問を

ご紹介いたします。

目次へ
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（1）①探している商品や購入したい
商品の 商品名/型番/メーカー名/
申込番号 より、商品を検索し、表示
します。

（2）入力後、②「検索」ボタンを押し
ます。

複数キーワード検索が可能です。

文字と文字の間はスペースで区切り
入力します。

①

②

 商品キーワード検索の使い方

目次へ
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（3）検索した結果の商品数が表示さ
れます。

（4）検索した結果の「シャワーベン
チ」で絞込みが可能です。

検索ボックスで新たに商品検索する
と絞込みはリセットされます。

79

③

④

目次へ

④
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（5）検索条件の詳細をご案内します。

【1】検索した結果の商品数が表示さ
れます。絞り込みをする度に商品数
が表示されます。

【2】検索した商品の主要メーカーが
表示されます。「すべてみる」をク
リックすると検索した商品を取り扱っ
ている主要メーカーを含む全メー
カーが表示されます。

【3】小売価格で絞込可能です。

【4】カラー、サイズを選択できます。

【5】初期設定は絞り込み全てが「在
庫商品」となっています。下線に
なっている箇所が絞込対象となりま
す。

【6】検索した結果を並び替えできま
す。

【7】検索結果の一覧表示を切り替え
ることができます。初期設定は商品
詳細となっています。

80

【1】

【2】

【4】

【5】

【3】

【6】 【8】

目次へ



81

（1）①上記部分の①「履歴を見る」
を押してしてください。

（2）ご注文履歴の画面から確認し
たい注文を②検索条件から検索し
てください。

 注文した商品の伝票番号(送り状番号)を
知りたい。

81

①

②

目次へ
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（3）検索結果が表示されます。

（4）③「詳細」ボタンまたは「注文番
号」を押します。

82

③

目次へ
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（5）ご注文履歴の詳細が表示されま
す。

（6）④処理状態が「納期確定・発送
済み」になっている注文であれば伝
票番号を確認できます。

（7）⑤「発送日等」の列に伝票番号
（送り状番号）等が表示されます。

（8）⑥弊社倉庫出しの場合のみ表
示されます。

倉庫名、運送会社、送り状番号
が表示されます。

「HP」をクリックすると運送業者の
お問合せページが表示されます。

※伝票番号が表示されるのは通常
18時以降となります。なお、反映日
時はメーカーや発送日時により変
動する場合があります。

83

⑤

⑥

④

目次へ
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（1）①上記部分の①「お見積り」を
押してしてください。

（2）お問い合わせいただきましたお
見積り一覧が表示されます。

 問合せた商品の見積もりをネットから見る
ことはできますか。

84

①

目次へ
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（3）見積回答が多い場合、②検索
条件で「物件名」、「見積番号」
または「商品名」「規格」で検索する
と見積を見つけやすいです。

（5）各見積にある③「PDF」ボタンを
押すと、PDFデータでダウンロード
できます。

（6）④「特価注文」ボタンを押すと、
見積の価格でカートに商品を入れ
ることができます。

※「特価注文」ボタンを押すと、見積
されている商品で、WEB販売できる
商品のみカートへ入れることができ
ます。

※ご依頼時にご連絡いただいたエ
ンドユーザー様を物件名として明記
しています。

85

②

③ ④

目次へ
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（6）「PDF」ボタンを押すと下に⑤ダ
イヤログボックスが表示されます。

（7）「ファイルを開く」または、「保存」
をして見積をダウンロードしてご確
認ください。

86

⑤

目次へ
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（8）保存する際名前を変更しなけれ
ば、「Estimate」という名前で保存さ
れます。

（9）ダウンロードする際、「保存」をク
リックするとどこに保存されたか分か
らなくなる方もいらっしゃるかと思い
ます。

「保存」ボタンにある⑥逆三角形を
押して「名前を付けて保存」をしてか
ら閲覧してください。

【注意】

ブラウザにより、ダイヤログボックス
が表示される場所は異なります。

87

⑥

目次へ
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※代金引換を利用するには事前登
録が必要となります。また、登録申
請後、ご利用までに１ヶ月程度要し
ます。

（1）代引金額は、注文完了画面の
一つ前の①「注文内容確認」画面
で入力します。代金引換の利用登
録が完了していないお客様には代
金引換②は表示されません。

（2）②最終代引金額欄に金額が入
力されていれば代金引換で手配い
たします。

※代金引換サービスは、弊社倉庫
に在庫している商品のみが対象と
なります。

メーカー直送の商品に関しましては、
代金引換のサービスは原則として
お取扱いできません。但し、メー
カー直送の商品でもお取扱できる
商品（ベットや車いす等の大型商品
やロット仕入商品は不可）もござい
ますので、詳しくはお問合せくださ
い。その際、メーカーより取寄せに
掛かる送料は別途お客様負担とな
ります。

 代引金額欄の入力方法が分からない。ま
た代金の回収について知りたい。
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（3）代引金額欄の入力詳細を明記
いたします。

【1】商品金額合計

御社ショップサイト等でエンドユー
ザー様から回収する商品金額を入
力してください。

（※ 【3】 【4】 【5】を入力せずに【2】
のみにエンドユーザー様から回収
する

合計金額（商品代金 + 送料 + 代引
手数料 + 収入印紙代）を入力して
頂いても構いません。）

【2】代引手数料

エンドユーザー様に提示した代金
引換に掛かる手数料・収入印紙代
を入力してください。

（※1件あたりの代金引換額が
50,000円（税抜）以上の場合に収入
印紙代が必要になります。）

【3】送料

エンドユーザー様に提示した送料
を入力してください。
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【4】値引き

御社ショップサイト等でポイント等で
値引きした金額を入力してください。

【5】最終代引金額

【2】 【3】 【4】 【5】を入力した金額が
自動計算され表示されます。

※代引金額欄に入力頂く金額は、
弊社（介援隊）からご請求する金額
ではございません。

エンドユーザー様から回収する金
額になります。
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（4）代金回収の流れをご案内します。

[1][2]消費者は販売店を通して商品
を注文

[3]佐川急便がケアマックスコーポ
レーション（介援隊）から商品を預か
り消費者へ配送

[4]消費者への配送と同時に品代金
を集金

[5]佐川急便が販売店に対して集金
分を振り込む

※代金引換のご登録を済まされた
方は、佐川急便から手数料等引い
た差額分が振り込まれます。

91目次へ
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（5）代引手数料は左記にてご確認く
ださい。

【代金引換ご利用の場合】

佐川急便との契約が必須となります。
ヤマト運輸を利用した代引きサービ
スはお取り扱いしておりません。

現金払いのみでお願いいたします。

配送状況は佐川急便のホームペー
ジにて伝票番号を入力していただく
と確認していただけます。
（https://www.sagawa-exp.co.jp/）

お客様より回収された金額は、御社
指定の口座に振り込まれます。
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①「履歴を見る」をクリックしてくださ
い。

②ご注文履歴の画面が表示されま
す。確認したい注文を②検索条件
から検索してください。

注文状態は③「状態」でご確認くだ
さい。

 注文した商品の処理状態を確認すること
はできますか。
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（1） 出荷伝票、納品書へは注文時
に「お客様メモ」「お客様オーダー
番号」へ明記された文字が表示され
ます。

（2）「お客様メモ」は、①商品詳細画
面または②カート内で明記すること
が可能です。

 出荷伝票や納品書へ○○様用等表示さ
せることは可能ですか。

94

①

②

目次へ



95

（3）貴社「注文NO」は、注文確認画
面の③「お客様オーダー番号」で明
記することが可能です。

※「お客様オーダー番号」とは

「お客様オーダー番号」は個人様等
が御社のショップサイトで購入され
た際の注文番号等を入力頂けます。
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出荷伝票の表示について

④「摘要」には「お客様メモ」が表示
されます。

⑤「注文NO」には「お客様オーダー
番号」が表示されます。
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納品書の表示について

⑥「摘要」には「お客様メモ」が表示
されます。

⑦「注文番号」には「お客様オー
ダー番号」が表示されます。
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（1）①「各種サポート」の中の
②「発注CSV連携処理」を開きます。

（2）発注CSV連携処理画面が開き
CSVデータをアップして一括注文し
ていただけます。
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（3）CSVレイアウトを参考に、CSV
ファイルを作成します。

③必須列にチェック「○」がある項目
名は必ず明記してください。
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（4）必須項目以外は明記がなくても
エラーにはなりませんが、並び、
フォーマットはCSVレイアウトの表記
と同じにしてください。

※都道府県CDは最後のページ106
頁を参照ください。

※JANCDがついていない商品、ま
たは、JANCDが分からない際は、一
度弊社までお問い合わせください。

なお、あたまに「W」をつけていただ
くと、WEBCDでも発注可能となって
おります。

（5）データの作成が終わりましたら、
④「名前を付けて保存」、⑤「その他
の形式」を選んでください。
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（５）「ファイルの種類」から
⑥「CSV(カンマ区切り)」を選択し、
保存してください。

※「sample.csv には、CSV（カンマ
区切り）と互換性のない機能が含ま
れている可能性があります。この形
式でブックを保存しますか?」という
内容の確認メッセージが表示される
ので、⑦［はい］ボタンをクリックしま
す。
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（6）発注CSV連携処理画面の
⑧「参照」ボタンを押し、⑨保存した
データを選び⑩「開く」ボタンをクリッ
クしてください。
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（７） ⑪「実行」ボタンをクリックしてく
ださい。
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（8）注文内容の確認画面になります
ので、発注内容を確認後⑫「この内
容で注文」ボタンをクリックしてくださ
い。

104

⑫

目次へ



105

（9）これで注文が完了しました。

⑬は1注文完了時の画面になります。

⑭は複数注文時の完了画面になり
ます。

【注意点】

●配送先が１ヶ所以上の場合は配
送先毎にCSVファイルを作成するか
もしくは、注文番号を指定すれば配
送毎に注文可能です。

●CSVファイルをエクセルで作成時、
注文番号に記入がない場合カンマ
区切り（,）のカンマが足りずエラーに
なります。

エクセルで作成後、メモ帳等で確認
をお願いします。

●存在しない商品が1つでもある場
合エラーになります。

●「実行」ボタンをクリックすると確認
画面に切り替わります。注文内容の
確認をお願いします。
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（10）CSV作成時の都道府県CDは
左記県CDを参考にしてください。
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（1）①「各種サポート」の中の

②「介援隊NEWS」を開きます。

現在開示されている介援隊NEWS
の一覧が表示されます。

 自社用に変更して使用したいのでエクセ
ル版の介援隊ニュースが欲しい。
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（2）カスタマイズしたい介援NEWSの

③「EXCEL形式ダウンロード」列の
「EXCEL」ボタンを押してください。

エクセル形式でダウンロードされま
す。

※「専用チラシのダウンロード」に表
示されているエクセルには金額表
示が無くカスタマイズし易いですか
と思います。

108目次へ
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（3）「EXCEL」ボタンを押すと画面下
に④ダイヤログボックスが表示され
ます。

「ファイルを開く」または、「保存」を
選び介援隊NEWSをダウンロードし
てください。
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（4）保存する際に名前を変更しなけ
れば、一覧の「NO」名で保存されま
す。

ダウンロードする際に、「保存」を押
すとどこに保存されたか分からなく
なる方もいらっしゃるかと思います。

「保存」ボタンにある⑤逆三角形を
押して「名前を付けて保存」を選び、
保存してから閲覧してください。

【注意】

ブラウザによりダイヤログボックスが
表示される場所は異なります。
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