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トップページ紹介 ▲

ログイン後は下記画面になります。

２P

項目説明
① ウェルファン倉庫からの在庫品の出荷締切時刻
② ウェルファンの地域営業担当者、および最寄倉庫
③ 商品検索バー（詳細は別ページの「商品発注の仕方」を参照）
④ WEB発注システムの各種設定が出来ます。
⑤ ログインユーザ名
⑥ WEB発注システム利用者マニュアルの表示
⑦ ログアウトボタン
⑧ グローバルナビゲーションバー
⑨ スマート便利帖（福祉用具便利帖）リンクボタン
⑩ 注文商品取り扱い状況
⑪ 見積依頼一覧
⑫ カート一覧
⑬ ウェルファンからのサービス・その他情報紹介
⑭ 他店舗でIDをお持ちの方は店舗を切替えて注文が出来ます。（「他店舗切替」参照）

⑮ 商品検索おたすけ表（品目の仕様を比較分析できます。）
⑯ 価格表ダウンロードボタン
⑰ 送料条件が確認できます。

上記画面以外にも
・ お知らせ/キャンペーン商品のご案内
・ ピックアップ商品の紹介
・ 提案君の新しいチラシの掲示

がデモ・サンプル依頼項目より下側に表示されています。

※「注文取扱い状況」「見積依頼」「デモ・サンプル依頼」標準表示のオン・オフ設定ができます。
　　設定方法はユーザ初期設定（基本設定）のページをご覧ください。

①

②

③
④

⑤ ⑦

⑧

⑨ ⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑥

⑰
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ユーザ初期設定 ▲

ログイン後のメニュー
お客様側で初期設定をします。
主な機能として、担当者ごとのアカウント追加と権限設定ができます。
他、カートの設定、自社の会社情報の編集ができます。

管理メニュー各種項目について
ログインユーザー情報 ・・・ ユーザー情報が編集できます。（こちらでパスワードの変更が可能です。）

会社情報 ・・・ ウェルファンが登録したマスター情報です。編集はできません。

ショップ管理 ・・・ 登録企業のグループ内の他店舗が確認できます。
その他編集権限があると店舗名変更、問い合わせ先を変更できます。
店舗を非表示（停止）することもできます。

ユーザ管理 ・・・ アカウントの追加が出来ます。
管理者、発注担当者、営業担当者等、権限設定により役割に応じた
アカウントの作成できます。

送り先管理 ・・・ 送り先の登録が出来ます。

マイメニュー管理 ・・・ マイメニューの編集ができます。（画面左側の縦帯箇所）

「設定」⇒「ログインユーザー情報」をクリックして下さい。

初期カートを指定できます。

ログイン後のトップページの

「注文取扱い状況」「見積依頼」「デモ・サンプル依頼」表示の

オン・オフが設定できます。画面下部側の「編集」より可能です。

スマート便利帖の発注申請承認で使います。

目次 ：発注申請承認処理(スマート便利帖連動)を
参照ください。
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ユーザ新規作成/編集 ▲

「ユーザ管理」　⇒　「新規登録」よりアカウント作成が可能です。

アカウントは

こちらから追加します。

作ったアカウントの

情報変更は後から変更できます。

複数のカートを作成されている場合は

固定で標準セットすることができます。

ログイン後のトップページのステータスを

表示するかどうかの設定ができます。

新規でID作成される場合は、

お客様の任意でパスワードを登録ください。



5 / 50 ページ

ユーザ管理/権限設定 ▲

「ユーザ管理」　⇒　「権限」よりアカウントの権限設定が可能です。

権限設定詳細 このボタンから編集します。
（新しくユーザ追加するとデフォルトは権限設定が全て、できないになっております。）

ユーザ管理　（各種設定項目の中で ユーザ管理：法人内の全て可能 は最上位の権限になります。）
できない ・・・ 「設定」⇒「ユーザ管理」ページの編集が出来ません。

全てのユーザーアカウント設定を「できない」にすることはできません。ブロックされます。

自店分のみ ・・・ 自分の所属する店舗のユーザアカウントの追加・編集をコントロールします。

ユーザ管理、カート管理、送り先管理画面での店舗切替が出来ません。

法人内全て可能 ・・・ 自社の全ての店舗のユーザアカウントの追加・編集をコントロールします。

ユーザ管理、カート管理、送り先管理画面での店舗切替が可能です。

発注
できない ・・・ 発注をすることが出来ません。

発注入力のみ ・・・ 商品をカートに入れるところまで可能です。発注は出来ません。

自店舗発注確定 ・・・ 自分の所属する店舗の商品発注が可能です。他店舗の商品発注は出来ません。

発注金額上限 ・・・ 発注上限の金上限を上回った場合カートから発注確定を押した段階で警告メッセージが出来ます。

発注メール受信
しない ・・・ 注文確定後のメールを送りません

自分のみ ・・・ 自分が発注した、注文に対してメールでお知らせします。

自店分のみ ・・・ 自分が発注した、注文は自分が所属するメンバー全てにメールで連絡されます。

法人内全て可能 ・・・ 自分が発注した、注文は法人内全てにメールで連絡されます。

入荷お知らせ
できない ・・・ 入荷連絡メールは送りません

自店分のみ ・・・ 自分が所属するメンバーにメールで連絡されます。

法人内全て可能 ・・・ 法人内全てのメンバーに連絡されます。

在庫照会
できない ・・・ 在庫照会の機能が使えません。

できる ・・・ 在庫照会の機能が使えます。

カート管理
できない ・・・ 「設定」⇒「カート管理」ページから新規カートの作成、カート名称編集が出来ません。

できる ・・・ 新規カートの作成、カート名称編集が出来ます。

※法人内のカート管理する場合は発注権限を「法人内の全て発注確定」にしてください

送り先新規登録
できない ・・・ 「設定」⇒「送り先管理」ページから新規カートの作成、カート名称編集が出来ません。

できる ・・・ 新規送り先登録、編集が出来ます。

アカウントは

こちらから追加します。
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実績照介
できない ・・・ 実績照会の機能が使えません。

自分の担当分のみ ・・・ 自分担当分のみ表示されます。

自店分のみ ・・・ 自分が所属する店舗単位での実績が表示されます。

法人内の全て可能 ・・・ 法人内の全ての単位で実績が表示されます。

※「できない」または「自分の担当分のみ」の場合は納品書、請求書を閲覧することができません。

納品書・請求書再発行
できない ・・・ 納品書・請求書がダウンロードできません。

できる ・・・ 納品書・請求書がPDFでダウンロードできます。

仕入価格（下代）
開示しない ・・・ 下代価格を開示しません。また納品書、請求書が閲覧できません。

開示する ・・・ 下代価格を開示します。価格表のダウンロードができません。

（PDFダウンロード不可）

開示する ・・・ 下代価格を開示します。価格表のダウンロードが出来ます。

（PDFダウンロード可能）

見積依頼
できない ・・・ 見積依頼が出来ません。

できる ・・・ 見積依頼が出来ます。

見積実績照介
できない ・・・ 「見積回答一覧」が表示されません。

自分の担当分のみ ・・・ 自分担当分の見積実績が照会できます。

自店分のみ ・・・ 自店舗単位での見積実績が照会できます。

デモ・サンプル依頼
できない ・・・ デモ・サンプル依頼ができません。

できる ・・・ デモ・サンプル依頼ができます。

デモ・サンプル実績照介
できない ・・・ 「デモ・サンプル回答一覧」が表示されません。

自分の担当分のみ ・・・ 自分担当分のデモ・サンプル実績照介が照会できます。

自店分のみ ・・・ 自店舗単位でのデモ・サンプル実績照介が照会できます。

店舗情報設定
できない ・・・ 「設定」⇒「ショップ管理」ページの店舗情報の編集が出来ません。

自店分のみ ・・・ 自分が所属する店舗のみ店舗情報が編集できます。

法人内の全て可能 ・・・ 全ての店舗情報が編集できます。

発注申請承認
できない ・・・ スマート便利帖を使っての発注連動機能が使えません。

できる ・・・ スマート便利帖を使って発注。その後承認から購入までを本システムが処理できるようにします。

店舗切替
できない ・・・ 店舗切替が出来ません。

できる ・・・ トップページ上部に他店舗切替のボタンが表示されます。

他店舗でログインIDを持たれている場合、統合して１IDで他店舗の発注等の実行が行えます。
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カート管理 ▲

「設定」⇒「カート管理」より送り先登録が出来ます。

カート新規登録画面

カートは新規登録で追加します。

カートの表示順序を変更できます。

▲で上、▼で下に移動します。

カート選択時、チェックを付けると

そのカートが標準になります。
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送り先管理 ▲

「設定」⇒「送り先管理」より送り先登録が出来ます。

送り先新規登録画面

送り先は新規登録で追加します。

ショップ名が変更できる場合は変更して「絞込」を押すと、

そのショップの送り先一覧が切替わります。

送り先一覧は使われたものが上位に。

使わないものは下に表示されていきます。

表示・非表示は

編集より切り替えられます

郵便番号を入力していただくと

自動で住所が表示されます。

それ以外の住所情報は白枠の

空欄に記入してください。
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マイメニュー登録 ▲

マイメニュー登録を使うことによって、簡単に別画面を表示することができます。

クリックしてマイメニューを開きます。

クリックするとその項目のページが表示されます。

項目を増やすにはこちらより編集します。

「▲」「▼」ボタンより、順序が変更できます。

新しく項目を増やせます。
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マイメニュー新規登録画面

項目説明

リンク先： 新WEBの各種項目一覧が表示しますので、その中からマイメニューに
登録したい項目を選択します。

タイトル： マイメニューに表示される名称を記入します。
（「リンク先」項目より選択すると自動でセットされます。）

URL： リンクページのアドレスをセットします。
（「リンク先」項目より選択すると自動でセットされます。）

開き方： 同一タブは同じ―ジ内での画面切り替え。別タブは別のウィンドウを表示して
画面表示されます。
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商品発注の仕方 ▲

発注は大きく分けて６つの方法で構成されています。

検索発注・・・ 検索ボックスから商品名等で検索しカートに入れます。

発注実績から発注・・・ これまでの実績一覧から商品を選択し購入します。

お気に入りから発注・・・ サイト内の商品を気に入り登録し、後からでもすぐに商品を探して発注ができます。

見積から発注・・・ 見積依頼し、そのあと届いた見積書から発注が出来ます。

デモ・サンプルから発注・・・ これまでのデモ・サンプルの実績から一覧を表示し、カートに入れて発注が出来ます。

クイック発注・・・ マウス不要のテンキー入力で素早く入力し発注できます。

ここでは、検索発注から商品を選択し、発注までを紹介します。

シャワーチェアで検索した結果

するとシャワーチェアでヒットした商品が一覧で表示されます。

一覧には各商品の行には、商品名、メーカー名、メーカー品番の表示の他に、

四角いアイコンで「直送」「在庫」「在庫限り」「特定購入」「欠品」「発売前」等と

分かりやすく表示しています。

以下のワードで検索が可能です。

・商品名（一部分でも可能、名称が「カタカナ」は「ひらがな」区別されて検索します。

＜参考検索ワード＞

カタカナ検索かつ部分検索・・・「トライタッチ」 ⇒ 「トライ」 で検索

ひらがな検索かつ部分検索・・・「さわやかチェア」 ⇒ 「さわやか」で検索

・ウェルファン品番

＜例＞ 「3333」 ⇒ トライタッチが表示されます。

(頭0詰めで6桁 003333で検索すると尚正確です。)
・メーカー品番

＜例＞ 「3333H」 ⇒ ゴムなしすべり止めソックスが表示。

・JANコード

＜例＞JANコード「 4963507307637 」で検索 ⇒ 快歩主義L011 が表示されます。

・TAISコード

＜例＞TAISコード「 00426-000061 」で検索 ⇒ 折りたたみシャワーチェア J型肘掛付 ﾌﾞﾗｳﾝ が表示されます。

・メーカー名

＜例＞「ウェルファン」 ⇒ ウェルファンのメーカー商品が表示されます。

表示方法を「テキスト＋写真表示」「テキスト表示（デフォル

ト）」 「写真表示」の３つモードで切替表示できます。

表示のデフォルトは「テキスト＋写真表示」です。

一度変更するとブラウザに記憶します。

検索しても商品が出てこない場合

商品検索後、「範囲を広げて検索」「廃盤を含む」「部品を含む」をチェックして試してください。
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シャワーチェア（品番：451394）で検索した結果（商品詳細画面）

※下代・カート部分はログイン後表示

カート内を確認します。

クリックすると画像が拡大表示されます。

商品の形状が見やすく確認できます

クリックすると

カラー変更が出来ます。

（商品によってサイズ変更も

可能）

弊社システム・スマート便利帖と連携強化させました。

カタログや、取扱説明書、メーカーホームページがクリッ

クすると表示されます。

お気に入り登録すると、次回からお気に入り

一覧から商品を発注することができます。

① カゴのマークをクリックします。

そうすると下にカート一覧が表示されます。

画像では数量２になっています。

これは明細行数が２行あるということになります。

現在１．シャワーチェア 数量１

２．トライタッチ 数量３をカートに入れています。

② 数字が２と書いてあるカートをクリックします。

真ん中に「メモ：」書かれた個所ですが、カート名称以外の

補足機能としてラベルを付けて管理できます。

数量を入力し、自社カートを選択。

キャンペーンコードがあれば入力します。

営業担当は同じショップに在籍の担当者を

選択できます。

＜備考と案件名について＞

備考 ： 商品備考として、発注実績・ご発

注メールにて確認できます。

（送り先のお客様には見えません。）

案件名 ： 発注実績/ご発注メール/納品書

の明細行に反映されます。案件名で社内管

理がしやすくなります。

最後に「カートに入れる」ボタンを押します。

例として、

商品「トライタッチ」の数量は

「１０」でカートに入れます。

＜＜ 「カートへ」ボタンのクリック後の初期カート表示条件＞＞

・通常は初期表示カートが表示されます。

※初期表示カート設定はユーザ管理⇒（ユーザの）編集⇒初期表示カートの設定

・初期表示カートの商品が０の場合、

数量の含まれるカートでかつカート一覧に表示される順序で表示されます。

商品データをExcelでダウンロードできます。

一覧で、複数SKU確認できます。
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するとカートの詳細が見れます。

ここで、シャワーチェアの数量を２０に変更します。

一定の送料条件をクリアすると送料が無料になったことが確認できます。
右側の「在」アイコンも赤から青に変わります。

【カートアイコン種類】
赤色 ：有料
青色 ：無料

アイコンの意味について
在 ：在庫商品
直 ：直送商品

確認するところは備考欄、送り先確認、納期指定です。

画像にある通り、備考欄は納品書に反映されます。

問題無ければ「発注確認」ボタンを押してください。

※備考関係及び施設内宛先の詳細説明は

「備考関係の文章の遷移」のページを参照ください。

カートの中身を確認して問題無ければ「カート詳細へ」

※送料必須商品について

例えば、（全てでは無いですが）車椅子など後から、わかる送料の場合がそれです。

送り先によっても送料が変わる為、WEB上では出せないところがあります。

（これは運賃サービスデーや、送料条件（何万円以上無料）に、

適合したとしても実費フラグが優先されます。）
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発注の最終確認をします。

発注が完了しました。発注した状態を印刷したい場合は「印刷（HTML）」を押して印刷モードに切り替えて印刷。

権限設定によってご自身のメールアドレスへ向けて注文内容のメールが送られます。

通常の発注処理はここまでです。

間違いなければ「送信する」

ボタンを押してください。
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検索後の並べ替え機能 ▲

商品を検索後、ソート機能により各種並べ替えが可能です。

ソート機能一覧

表示名称 お客様への説明

おすすめ順 検索キーワード分析し、その類似度から一番近い商品一覧を表示します。

商品名順 商品名順で昇順表示します。

よく見られている順
WEB発注システム全体の表示回数を分析してよく見られている順に表示
します。

売れ筋順 ウェルファン全体の販売累計を分析して、売れ筋順を表示しています。

発売日順
商品に登録されている発売日の降順に新しいものが上位に来るように表示
させます。



16 / 50 ページ

備考関係の文章遷移 ▲

(例)
入力した文章

A備考

B案件名

C備考欄

2017/12/27　午前

123456789

田中 太郎

↓↓↓　以下、注文後　　↓↓↓
WEB画面 発注者様へのメール

項目名称

明細備考

案件名

（半角40全角20文字まで）

通信欄備考

（半角60全角30文字まで）

希望納期

お客様発注番号

（半角20全角10文字まで）

営業担当

※発注後はシステムで自動処理され発送致します。

人によるチェックは基本行いません。

よって備考は弊社に対しての連絡用としては

機能しませんので、ご理解をお願い致します。

123456789

123456789

123456789
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請求書

【請求書のお客様発注番号の補足】
売上Noで括られた表になりますので、

別々の受注Noが合算されていることがあります。

場合によっては、同じ売上Noで「お客様発注番号」が２つあるパターンもあります。

この場合は、「お客様発注番号」の数字が大きい方を代表して表示させています。

【出荷実績からのCSVデータの備考関係について】
お客様発注番号 メモ 備考 営業担当者

123456789 B案件名 A備考 田中 太郎

施設内宛先について
宛先にお客様のお名前を記入していただくと、確認メール、送り状、発注実績ページに記載されます。
商品が到着した際の、施設内の特定部門または受取り人を記載したい時にお使いください。

納品書

現在、新WEB・旧WEB関わらず、

通常出荷のコメントが出ます。

希望納期指定日があれば希望

納期が優先されます。

123456789

123456789
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クイック発注 ▲

クイック発注・入力の流れ
品番3333のトライタッチを参考に入力します。

商品登録はパソコンのテンキーだけで入力できます。

ここで今、商品入力の

どの段階が分かります。
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クイック発注・入力流れ（続き）

先ほど入力したトライタッチが１行追加されました。
続けて入力する場合はテキストボックスに入力してください。
終る場合は「カートに入れる」を押して商品をカートに入れて終了します。
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カート間の商品移動方法 ▲

カート間の商品移動の説明として、
カート名「Aカート」から「Bカート」を使って商品を移動する方法を紹介いたします。

　発注する商品の整理、送料条件を満たす目的等で活用いただけます。

カート明細　（Aカート内）

９P
１１P

１６P

カート一覧ボタンを押します。

Aカート、Bカートが表示されているのが分かります。

Aカートをクリックしてください。

カート間移動のボタンを押します。

カート間移動のボタンを押します。
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カート間の商品移動方法

移動ボタンを押すと下のようになります。

チェックした商品を

「▶」ボタンで移動させます。

明細行数が変更に

移動したい商品に

チェックをつけて、

商品移動が終わったら、

カート間移動を終了するボタンを

押して移動完了です。
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代引き発注 ▲

トライタッチ（商品品番：3333）使って代引き発注する方法を説明します。
まず、通常カートに商品を登録して、カート詳細まで進んでください。（商品発注の仕方参照）

＜カート詳細画面＞

＜代引き発注入力画面＞

９P
１１P

１６P

代引き発注は、お送り先にて運送会社が代引き集金し、

当社から相殺もしくはお支払いするサービスです。集金代行とお考え下さい。

※ご注意：別途お申し込みが必要です。

代引発注の商品は、同じバスケットに通常発注の商品と混在させることはできません。

このボタンを押すと

代引き発注入力画面になります。

エンドユーザー宛の代引単価を登録します。

代引き発行手数料

・配送料 ・・・エンドユーザーに配送料を請求する場合は入力ください。

・代引手数料 ・・・ エンドユーザーに手数料を請求する場合は入力ください。

・値引き ・・・エンドユーザーに値引き処理をする場合は入力ください。

・最終代引額 ・・・ 『計算』ボタンを押すと、お客様に最終的にいくら請求されるか合計額が表示されます。

納期指定

・希望納期 ・・・ 希望納期を指定します。日付と時間が指定できます。

このボタンを押すと

代引き発注入力画面になります。
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＜代引き発注確認画面＞
登録内容を確認します。

このボタンを押すと発注完了

になります。
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～スマート便利帖連動～　発注申請承認処理 ▲

はじめに
弊社のカタログシステム「スマート便利帖」を使って、商品を選定し注文申請をすると注文したデータは
一度WEB発注システムにプールされます。その後、事務所の発注権限のある担当者がWEB発注システムから
注文データを精査し注文（または却下）をかける仕組みです。

スマート便利帖ID（発注機能付き）を取得しているお客様が対象になります。
設定の前にスマート便利帖IDとパスを確認しておいてください。

お持ちでなければ以下より新規登録が必要です。
＜＜スマート便利帖　会員登録＞＞
https://www.smart-benrichou.jp/users/signup_basic

スマート便利帖側での設定
スマート便利帖管理画面へログイン
https://www.smart-benrichou.jp/users/login

「登録情報を変更する」ボタンを押します。

旧WEB発注システム⇒新WEB発注システムへチェックを付け替えます。

９P
１１P

１６P

画面下の「送信」ボタンを押して変更完了します。

管理メニューを押して

元の画面に戻ります。

https://www.smart-benrichou.jp/users/signup_basic
https://www.smart-benrichou.jp/users/login
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～スマート便利帖連動～　発注申請承認処理 ▲

発注システム側設定
グローバルメニューから「発注」⇒「発注申請承認」ボタンを押すと以下のように
「権限がありません」と出ることがあります。

原因としてはログイン他アカウントに対し権限の付与がされていことが原因。
権限付与の仕方については以下の通り進めてください。

設定方法
画面右上の「設定」より「ユーザ管理」を開き、対象ユーザーの「権限」をクリックします。

これで設定完了です。

＜＜＜途中省略＞＞＞

「できない」から「できる」に変更します。
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～スマート便利帖連動～　発注申請承認処理 ▲

スマート便利帖で発注する
注文方法は通常発注と変わりません。
細かい注文方法は以下のPDFをご覧ください。ここでは割愛します。

（参考）スマート便利帖 WEB版 各種説明
https://www.smart-benrichou.jp/manual/smart-benrichou-manual-c.pdf
注文方法はスマート便利帖WEB版・アプリ版共に同じです。

WEB発注ページ　発注申請承認処理画面
スマート便利帖から注文後、WEB発注システムを表示し、以下通りは注申請承認処理の画面を表示します。

緑枠部分 スマート便利帖から送られてきた情報です。主に送る為の条件が表示されます。
テキストボックス枠のある部分は変更できます。

青枠部分 発注担当者が主に操作する部分です。
購入する場合、商品カート・営業担当・案件名をそれぞれの情報を指定し
「承認する」ボタンを押します。　承認にならない物であれば「却下する」を押してください。

承認の流れ
① どのカートに商品を入れるのかカートを確認

↓
② 営業担当者を確認

↓
③ 案件名が必要であれば記入

↓
④ 配送条件あれば記入・修正

↓
⑤ 内容問題ないことを確認し「承認する」ボタンを押すと、

承認一覧から指定のカートへ商品が移動します。
（承認ボタンを押した後に配送条件に不一致があった場合は確認画面が表示されます）

どの申請者なのかを選んで検索すると、その

申請者の申請情報が一覧表示されます。

〇〇太郎

どちらかをクリックしてください。

右の数字は

商品アイテム数を

表示しています。

oooooo

https://www.smart-benrichou.jp/manual/smart-benrichou-manual-c.pdf
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～スマート便利帖連動～　発注申請承認処理 ▲

その他
発注申請承認の画面で、営業担当を固定にセットする方法

上記の図の通り、一つ一つ営業担当をセットするのは手間になる場合が想定されます。
その場合は下記の登録にて作業を簡略化させることができます。

ユーザ管理⇒編集の画面を開きます。

〇〇太郎

oooooo

山田 田中 ▼

スマート便利帖側で登録されたユーザ名が表

示されています。

営業担当が複数いた場合。

一つ一つ営業担当者をセットする必要があります。

山田

（申請者） （営業担当）

＜＜＜途中省略＞＞＞

oooooo

ここにスマート便利帖のIDを入力していただくと、

このIDを使って申請を上げた使用者は営業担当

名とイコールとなる設定が組まれます。

それにより、営業担当設定は自動で設定できま

す。
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在庫照会 ▲
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発注実績 ▲

受注番号をクリックすると詳細が分かります。

９P
１１P

１６P

実績からチェックした商品を注文できます。

発注実績のEXCEL / CSVダウンロード
詳細検索から期間指定をして検索すると右側にダウンロードボタンが出てきますので、
こちらからダウンロードできます。

出荷済をクリックすると運送便・送り状Noが

ご確認いただけます。

WIN0818ウェルファン
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出荷実績 ▲
出荷された商品がリストアップされます。

画面の下側に最近の出荷実績を表示しています。（　最新のものから100件表示します（３か月以内）　）

９P
１１P

１６P

（参考）

運送便・送り状Noが

確認できます。

指定受注番号の

発注実績詳細を表

示します。

商品によっては、管理医療機器シリアル番号またはロット番号を

登録している商品があります。

番号を確認したい場合は、備考に のマークを

クリックすると確認頂けます。

管理医療
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※新WEB発注システムと旧WEB発注システムの実績照会について
　　WEB発注システムから商品を注文後の出荷実績は旧WEBシステムでも見れます。

　　但し、カート内商品は新・旧別々のシステム上の管理下なので共有されません。

出荷実績のEXCEL / CSVダウンロード
詳細検索から期間指定をして検索すると右側にダウンロードボタンが出てきますので、
こちらからダウンロードできます。
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実績照会データ出力　（発注/出荷実績 CSV・EXCEL出力項目） ▲

実績照会のEXCEL・CSV出力の項目は以下の通りです。

＜EXCEL・CSV項目一覧＞
改定日：２０２２年９月２９日

（連番） 発注実績 出荷実績

1 お客様発注番号 お客様発注番号
2 発注日 発注日
3 送付先名 送付先名
4 送付先住所 送付先住所
5 発注者 発注者
6 出荷予定日 出荷日
7 出荷日 伝票番号
8 受注番号 受注区分
9 受注区分 行番号

10 行番号 品番
11 品番 メーカ品番
12 メーカ品番 品名
13 品名 カラー
14 カラー サイズ
15 サイズ 発注数
16 発注数 出荷数
17 出荷数 運送便
18 案件名 送り状番号
19 JAN 案件名
20 メーカ名 JAN
21 単価 メーカ名
22 税区分 単価
23 本体金額 税区分
24 税額 本体金額
25 本体合計額 税額
26 備考 本体合計額
27 代引き単価 備考
28 代引き本体額 代引き単価
29 代引き税額 代引き本体額
30 代引き合計額 代引き税区分
31 上代単価 代引き税額
32 上代合計額 代引き合計額
33 店コード 上代単価
34 営業担当者 上代合計額
35 SKUコード 店コード
36 営業担当者
37 受注番号
38 SKUコード
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入荷情報お知らせ ▲
商品が入荷したら、入荷した情報を営業担当者へメールにて連絡することができます。

グローバルメニューから実績紹介⇒入荷処理を選択します。

作成中

出荷済みとなっているスタータスのものがリストアップされます。
入荷お知らせをした売上番号をクリックしてください。

右側のチェックを付けて入荷お知らせをクリックします。

入荷した数量を確認・修正して間違いなければ、送信します。

送信ボタンを押すと、

発注担当者（確認用）と営業担当者に

入荷お知らせメールが送信されます。
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全て入荷済みになると「入荷済」というステータスに代わります。

全て入荷済みの状態で再確認すると以下のように入力はできなくなります。

発注担当者へ向けてのメール通知（確認用） 担当営業に向けてのメール通知
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見積依頼 ▲

見積を作成し依頼します。

弊社で見積内容確認し作成します。その後、
見積回答一覧に表示されます。

見積回答一覧

PDFアイコンをクリックすると見積書

（帳票）が表示されます。
この見積もりの内容で

カート入れることができます。

ウェルファン

見積を取りたい商品を検索して

リストに登録します。
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見積から発注

展開行数をセットします。
展開行数とは・・・商品の明細行ごとに増やして、カラーサイズが未定である時、個々の指定や案件名や備考が記入できます。

カート一覧⇒カート詳細画面

※見積は作成時に条件が付くことが有ります。

例えば、数量変更不可や数量を減らすことだけが出来ない条件等。

思っている通りに動作しない場合は見積条件を確認。またはウェルファンの営業担当へ条件の

確認をしてください。

※見積を使っての代引き注文は対応しておりません。
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デモサンプル依頼 ▲

送り先選択し、商品を検索し最後に確認を押します。

弊社で商品情報を確認し、
お客様に回答を出します。
回答が以下の画面で確認できます。

デモ・サンプル回答一覧

発注するを押すと、

発注処理に移ります。

送信ボタンを押した後

ログインID登録されているメールへ

内容確認メールが送られます。
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デモ・サンプル回答一覧から発注する

デモ・サンプル回答一覧

対象商品を其々のカートに入れることが出来ます。

・ 「カートに入れる」・・・発注用カートに入ります。

・ 「見積依頼カートへ」・・・発注用カートに入ります。

・ 「デモ・サンプル依頼カートへ」・・・発注用カートに入ります。

その他
・ 「お問い合わせ」・・・お問い合わせ画面に商品名がセットされます。
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返品依頼 ▲

グローバルメニュー上から実績照会⇒入荷処理　 (出荷実績からも返品処理は可能です。)

返品処理が実行されます。

返品担当者名は請書にも記載されます。

今回は、発注番号：56910010
トライタッチの数量２つの内、

１つを返品するフローを紹介いたします。

これで返品処理が実行されました。

返品請書ダウンロードより、PDFをダウンロードして

書面内容を、よくご確認の上、商品の発送をします。

返品請書（PDF形式）

数量・返品理由・開封状態を正しく入力頂きますと、

返品手数料が出てきます。

商品によってはWEBで返品できない物があります。

この場合、矢印の箇所に理由が表示されます。

システムの条件判定により、

メッセージが違います。

（次ページ、「返品依頼フロー」 参照）

標準の値変更は、

＜返品担当者名＞

ユーザ管理⇒（指定ショップの）ユーザ一覧⇒

ユーザIDの編集より変更可能。

＜返品担当FAX＞

ユーザ管理⇒ショップ一覧⇒編集⇒
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返品依頼フロー
返品依頼後、条件によっては処理ルートが変わります。

フローが分かれます。

返品ボタンを押す

システムが条件判定
※返品商品、お客様により条件は一概ではありません。

判定A
その場で返品請書を即時発行いたします。

（PDFダウンロードを促す内容が表示）

返品処理ボタンクリック後の確認メール

システムで即時発行します。

指定URL（又はPDFアイコン）より

書面ダウンロード

返品請書（PDF形式）

返品請書内容をよくご確認いただき、

内容に従って商品を梱包して発送ください。

判定C
システムの条件判定の結果、

返品NGとなった場合。

WEB画面にて受付出来ないことをその場で表示。

判定B
ウェルファン担当者より情報確認の上、

返品請書発行またはご連絡致します。

※ この処理は廃止されました。
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返品請書ダウンロード

返品請書依頼後は
返品請書一覧にてダウンロードできます。
※PDFの生成スピードは、条件の判定等の内容によりバラつきがあります。（返品依頼フローページ参照）
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返品依頼状況の確認方法
２パターンの確認方法があります。

確認方法１ 実績照会⇒返品依頼一覧から

確認方法２ 実績照会⇒出荷実績（返品含む）

着荷日 / 赤伝Noが空欄の場合、

お客様から返品の依頼を出しているもので弊社で

まだ確認が出来ていない状況になります。

弊社で処理が済みますと、着荷日と赤伝No（返品売上No）が表示されます。

今回は見やすくする為、返品の行った日で絞り込みます。

「返品訂正のみ」で赤伝票のみ表示されます。

「返品訂正のみ」で赤伝票を除いたリストが表示されます。
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納品書一覧 ▲

請求書一覧

PDFで出力されます。

PDFアイコンをクリックすると納品書

（帳票）が表示されます。

一覧表示されている納品書の一括ダウンロードもできます。
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店舗切替 ▲

通常では店舗ごとのIDでログインをして、その店の発注処理をしますが、
これを業務担当者１人でアカウント変更（ID切替）無しに業務を遂行できるようになります。

導入イメージ
＜設定前＞ ＜設定後＞

支店A、支店BのログインIDを使わなくても
商品発注が可能になります。

具体的には店舗切替機能とは法人内全ての店舗担当者に成りすまして発注を含めた
各業務が実行ができる機能になります。

導入条件
・他店舗かつ他店舗ごとにログインIDを持っていること。
　（お客様コード（営業先コード）が別々であること）

設定方法　　赤丸の遷移の通り進んでください。

画面下の「確認画面へ」⇒「確定」してください。

発注

発注

発注

発注

発注

発注

本店ログインID

支店AログインID

支店BログインID

本店ログインID

（支店A）

（支店B）
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これで設定は完了です。
トップページへ戻ってください。（画面左上「WELFAN」のロゴを押す）

使用方法（例：大阪本社⇒宇都宮店に切り替える方法）
画面右上に「店舗切替」のボタンが出来ております。

宇都宮店のモードに替わりました。

これ以降は他店舗のモードで発注できます。通常通り発注するか見積を使って発注してください。

※他店舗の設定に切り替わった場合は、その店舗の設定情報が反映されます。
（送り先、見積書、カート情報、他店舗管轄のウェルファン在庫状況はその店舗の情報になります。）

よくある質問
Q： あるIDで発注させたくはないが、店舗切替で商品をカートに入れるだけのIDを作りたい。

A： 店舗切替を「できる」に変更。発注を「できない」に変更。カート管理を「できる」
に変更することで可能になります。

Q： 店舗切替時に閉鎖した店舗を非表示にしたい。

A： 画面右上の「設定」から「店舗管理」へお進みいただき、
店舗一覧の右列の「非表示」ボタンを押して切り替えてください。
（非表示と同時に対象IDの利用もできなくなります。）
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商品検索おたすけ表 ▲

特定品目で条件を指定して商品の仕様比較ができるサービスになります。

　　　ログイン後、上部、検索ボックスの右側「商品検索おたすけ表」ボタンをクリックしてお使いください。

様々な検索方法で、希望の商品を探し出します。
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価格表ダウンロード ▲

価格表ボタンの表示非表示の設定が出来ます。赤枠・矢印の部分にそって設定を行います。

これで設定は完了です。

TOPページの左側福祉用具便利帖の下をご覧ください。

開示する（PDFダウンロード可）

に変更します。
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お気に入り管理 ▲
※2023/3/1より、お気に入り管理機能追加

お気に入り管理を活用することにより、多種多様な商品を様々な用途でグループ化ができます。
お気に入りのグループ化は定期的に複数商品を購入する時におすすめです。

　　　ここでは、お気に入り登録⇒グループ化⇒グループ化した商品の活用の仕方までを説明いたします。

お気に入りグループ登録

クリックすることで登録されます。

商品が登録が出来たら

「お気に入り管理」へ進みます。

例として、以下商品を使って、

「入浴関連」としてグループ化

してみます。
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「グループ管理」をクリックします。

グループ一覧には何も登録されて

いない状態です。

「新規登録」をクリックします。

グループ名と説明を入力して

確認画面へ進み登録します。

「入浴関連」と登録しました。

お気に入り商品一覧へ戻ります。

「編集」よりグループ登録します。

ここでは入浴関連のみで

登録しています。

２商品が入力関連のグループに登録されていることが分かります。

登録はこれで完了です。

次は登録したお気に入りの使い方を説明します。
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登録したお気に入りの利用

通常表示

明細行表示 　（表示項目は同じです）

一覧表示を切り替えられます。

タブを押すことにより、

グループ化したものを表示できます。

グループ化した商品を一括で

指定のカートに入れることが出来ます。

各数量は左側商品の設定数でカートに入ります。

個別で選択した商品をカートに入れること

ができます。

個別で選択した商品をカートに入れることができます。
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