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ユーザーIDとパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。

弊社ＷＥＢ受注センターに繋がります。

エム･デー･エスのホームページを開き「トナーを注文する」をクリックします。

２． 注文画面

２． 注文画面

WEBご注文画面へ

クリック！



商品検索画面では、最初に取引商品が全部出力されます。
　そのまま、数量欄に「数量」を入力し、「カートへ」をクリックすることで、選択商品カート内確認
　画面に移動します。

　商品が多数の場合、上部の商品検索を利用し、件数を少なくすることが出来ます。
  入力する商品名は一部分、またはシリーズ名等で、それが含まれる商品名全部を検索
　し、表示します。
　絞り込み後、もう一度全体を見るときは、商品欄をブランクにして、「再検索」をクリックして
　ください。
　尚、その時、入力した数量は、クリアされますのでご注意ください。

「リセット」は、数量欄に入力した数量を全てクリアします。

ご発注履歴
　過去の発注履歴を条件に従って最新の情報から表示します。

２．１ 商品検索画面

２． 注文画面

２． 注文画面



ご発注履歴検索指定
　これまでの発注履歴を条件を指定して検索します。
　条件
　　・発注日付を範囲指定(yyyymmdd形式)して入力欄の右端のボタン押すとカレンダーを表示
　　　（開始日のみ、終了日のみでも検索可能）
　　・商品名
　　　商品名称を指定します。その商品が含まれる発注番号単位で表示します。
　　・お届け先
　　　届け先を指定します。

２．２ ご発注履歴検索指定

いままでの発注状況を確

認出来ます。

ご発注履歴をクリック

２． 注文画面

２． 注文画面



注）このマニュアル上の品名、単価は、説明用のものです、実際の単価、金額では有りません。

ご発注履歴検索画面
　これまでの発注履歴を確認できましたら、「商品検索画面へ」ボタンをクリックする事で、
商品検索画面に戻れます。

２．３ ご発注履歴検索指定

商品検索画面に

戻ります

検索結果は、次の順番で表示されます。

①最新日付順

②発注番号順く

２． 注文画面

２． 注文画面



選択商品カート
　指定した商品名と数量をご確認ください。
　さらに商品を追加する場合は、「商品検索画面」をクリックすることで、希望の商品と
　個数を追加していきます。
　同じ商品コードを選ばれた場合。数量は、加算されて表示されます。
　もし、誤って数量を入力した商品が有れば、この画面で削除することが出来ます。
　　商品と数量が揃いましたら、「届け先等指定」ボタンにて、荷主情報・届け先情報等
　を設定する画面に移行します。

２．４ 商品検索画面ー数量指定

希望する商品に数量を入力していきます、最後に「カートへ」ボタ

ンをクリックします。

２． 注文画面

２． 注文画面



選択商品カート内の商品の削除方法
　誤って商品を選択した場合は、左の「削除」をクリックします。
　確認画面が表示され、「ＯＫ」をクリックすることで削除されます。

ご希望の商品が揃いましたら、「届け先等指定」をクリックします。

２．５ カート内商品の削除

クリック

２． 注文画面

２． 注文画面



荷主の指定
　荷主情報には最初、弊社エム･デー･エスが設定されています。（変更可能です。）

　　お客様名称の　登録されている荷主から選択して固定する事が出来ます。

お届け先の指定
　お届け先を入力します。

　登録されているお届け先を選択出来ます。

２．６ 商品送付元・送付先選択

２． 注文画面

２． 注文画面



荷主の内容を入力します。
　入力後、「荷主を新しく追加」をクリックする事により荷主マスターに登録されます。
　また、「いつもの荷主にする」をクリックすると次回より、この荷主が初期表示され
　る様になります。

※弊社以外の荷主を登録して次回以降に初期表示させる方法。
　　　荷主情報を上書き入力して「荷主を新しく追加」をクリックして登録します。
　　　続いて「いつもの荷主にする」をクリックします。

荷主内容を書き換えたい場合。
　　　・現在表示されている内容を書き換えたい場合、まず新しい内容に上書きします。
　　　　「編集」ボタンを押して、書き換えた情報を上書き更新します。

　　　・現在表示されている内容を残したい場合、まず新しい内容に上書きします。
　　　　「荷主を新しく追加」ボタンを押して、書き換えた情報を新規登録します。

　初期表示外の荷主を選ぶ場合は、
　検索ボタン⇒登録されている荷主の一覧を表示して、その中から選択できます。

　編集ボタン⇒画面の内容で荷主情報を変更します。　

　追加ボタン⇒画面の内容で新しく荷主を追加登録します。

　削除ボタン⇒画面に表示されている荷主を削除します。

２．７ 荷主の指定

２． 注文画面

２． 注文画面



　過去に登録した荷主を呼び出したい場合、「検索」をクリックします。

　「検索開始」ボタンにて、該当する荷主内容を表示します。

絞り込む検索条件を入力し、「検索開始」ボタンをクリック。

荷主検索

２．８ 荷主検索

検索条件を入力し、「検索開始」ボタンをクリック。

荷主検索

２． 注文画面

２． 注文画面



検索結果画面から
　「名称」／「電話番号」等の条件にて、さらに選択の条件を狭めて、荷主の検索ができます。　

荷主選択
　「選択」をクリックすることで、その内容が荷主に反映されます。
　　検索結果が０件の場合（荷主情報か届け先情報がない）または、検索を中断し荷主情報を手
　入力たい場合は、「検索中断」をクリックしてください。
　　検索結果が無い場合は、「届け先等指定」画面で、荷主・届け先を「荷主を新しく追加」して
　下さい。
　これにより、次回の検索にご利用できます。

２． 注文画面

絞り込む検索条件を入力し、「検索開始」ボタンをクリック。

２．８ 荷主検索

２． 注文画面



お届け先の内容を入力します。
　「お届け先を新しく追加」をクリックする事によりお届け先マスターに登録されます。
　お届け先内容を書き換えたい場合。
　　　・現在表示されている内容を書き換えたい場合、まず新しい内容に上書きします。
　　　　「編集」ボタンを押して、書き換えた情報に上書き更新します。

　　　・現在表示されている内容を残す場合、まず新しい内容に上書きします。
　　　　「お届け先を新しく追加」ボタンを押して、書き換えた情報を新規登録します。

　過去に登録したお届け先を呼び出したい場合、「検索」をクリックします。

　検索画面は、荷主検索画面と同じレイアウト及び操作方法です。

２．９ お届け先の指定

２． 注文画面

２． 注文画面



お客様備考／回収情報
お客様備考（全角100文字）
MDSへの伝言（全角100文字）
お客様注文番号（全角20文字）＋（全角20文字）
　　 納品書の備考欄に印字されます。

　回収情報
　　◎カートリッジ回収または◎リターン回収にチェックがないと有効になりません。
　　　（個口数、回収希望日に入力された情報は破棄されます。）
　　回収希望日⇒入力欄の右端のボタンをクリックすることで、カレンダーが表示されます。
　　回収先⇒得意先／荷主／届け先から選んで指定します。
　　　　　　　　回収先住所は荷主／届け先はマスターから表示されます。
　　　　　　　　但し、得意先の場合は、住所を入力してください。

　　　回収ありの場合、以下の項目がないとエラーになります。
　　　　　①個口　　②回収日　　③回収先

※回収のみの注文入力は出来ません。

全ての項目の入力が終わりましたら、「この荷主・届け先で送る」ボタンをクリックします。

２．１０ 回収を指定する時

確認画面

２． 注文画面

２． 注文画面



ご注文内容の確認

　今回の発注情報が網羅されています。

　　内容の変更を行いたい場合。
　　　　荷主・届け先情報
　　　　　「届け先等指定」へ移行し、再入力します。
　　
　　　　商品情報
　　　　「カートへ」にて、数量の変更・削除等を行えます。
　　　　さらに、追加する場合は、そこから「商品検索画面」をクリックします。

この内容での発注を行う。
「これで注文」ボタンをクリックします。

２．１１ ご注文内容の確認

注文確定

２． 注文画面

２． 注文画面



ご注文確定
　この情報にて、注文情報が確定いたします。

　「終了」ボタンで作業が終了します。
　「商品検索画面へ」をクリックすると、新しい発注情報の入力がスタートします。
　（発注番号は新しく採番されます。）

※受注確認用返信メールアドレスが未登録の場合、
発注番号、納期連絡、リターン商品の回収案内及び発送連絡等のお知らせが出来ませんので
返信用メールアドレスをお知らせ下さいます様お願い致します。

※同時に、お客様宛てに「ご注文確認メール」を発信いたします。

２．１２ ご注文確定

２． 注文画面

２． 注文画面



２．１３ ご注文確認メール
お客様名称：有限会社ＭＤＳﾋ゙ ｼ゙ ﾈｽ

ご注文ありがとうございます。

発注日時：2015年06月03日 19:48 発注番号：20003748

出荷日：翌営業日

＊ 出荷日が変更になる場合は、別途ご連絡します。

１．荷主

株式会社 エム・デー・エス

〒547-0034      

大阪市平野区背戸口

4-2-14                                  

部署：

電話：06-6799-0321     担当：

２．届け先

有限会社ＭＤＳビジネス

〒442-0029      

愛知県平野区背戸口4丁目1-1   

部署：

電話：06-6799-0321     担当：ＭＤＳ太朗

３．内容

----------------------------------------------------------------------------------

No 商品コード 数量 税抜単価 金 額 商品名

----------------------------------------------------------------------------------

1 10204205            1     ￥5,300     ￥1,111 ﾘｻｲｸﾙ ﾘｺー ﾀｲﾌ゚ 5  

----------------------------------------------------------------------------------

2 10204202            1     ￥3,800     ￥1,111 ﾘｻｲｸﾙ ﾘｺー ﾀｲﾌ゚ 2(FO-5T)

----------------------------------------------------------------------------------

小 計 ￥2,222

----------------------------------------------------------------------------------

消費税 ￥178

----------------------------------------------------------------------------------

合 計 ￥2,400

----------------------------------------------------------------------------------

４．お客様注文Ｎｏ．：ABC1234567890123456789

５．備考・伝言

備考 ：

伝言 ：

６．回収情報

カートリッジ回収 1個口

回収先：有限会社ＭＤＳビジネス

回収日:2015年05月05日

２． 注文画面


