
受注伝票CSV対応表　 21シリーズ

No 項目名 桁数 備考 速販フロンティア対応項目

1
伝票区切 １桁 「*」（伝票の始まりの印）をセット

◆必須項目（◎）
「*」固定

2

受注番号 数字６桁 ６桁未満の場合は、前にスペースをセット
100→___100（前スペース３個）
すべてスペースの場合は自動付番
（可変長の場合は何もセットされていなくても自動付番）

3
受注日付 数字６桁 ２桁未満の場合は、前にスペースをセット

9年4月30日 → _9_430（年・月の前にスペース１個）
◆準必須項目（△）

[共通情報]-[受注日時]

4
納品期日 数字６桁

（年月日各２桁）
「受注日付」と同様
受注日付と同日の場合は、すべてスペース

[商品詳細]-[配送希望日]

5
得意先コード 英数カナ13桁 13桁未満の場合は、後ろにスペースをセット

得意先コードが４桁でコード１の場合 0001_________（後ろスペース９個）
◆必須項目（◎）

注文情報のサイトIDと支払方法の解釈結果から自動設定

6
担当者コード 数字４桁 ４桁未満の場合は、前にスペースをセット

1→___1（前スペース３個）

7
プロジェクトコー
ド

数字４桁 ４桁未満の場合は、前にスペースをセット
1→___1（前スペース３個）

8
摘要 全角20桁 長さが40桁未満の場合は、後ろにスペースをセット

（半角40桁）
スポット得意先（「得意先コード」が「０」）の場合は、摘要の項目に「得意先名」をセットして下さい。

[共通情報]-[受注番号] + [共通情報]-[注文者氏名]
（楽天形式の受注番号の場合、受注番号は下8桁のみ）

9
直送先コード 英数カナ６桁 ６桁未満の場合は、後ろにスペースをセット

1→0001__（前スペース２個）

10
直送先名１ 全角16桁 全角16文字分・長さが32桁未満の場合は、後ろにスペースをセット

太平洋食品　株式会社__...__（後ろスペース12個）
すべてスペースの場合は、[導入処理]-[得意先登録]-[直送先登録]メニュー上の「直送先名１」を表示

[商品詳細]-[会社名]

11
直送先名２ 全角14桁 全角14文字分・長さが28桁未満の場合は、後ろにスペースをセット

函館出張所__...__（後ろスペース18個）
すべてスペースの場合は、[導入処理]-[得意先登録]-[直送先登録]メニュー上の「直送先名２」を表示

※複数送付先注文の場合は「【注意】送付先が複数あります」

12
直送先担当者 全角15桁 全角15文字分・長さが30桁未満の場合は、後ろにスペースをセット

鈴木　大祐__...__（後ろスペース20個）
すべてスペースの場合は、[導入処理]-[得意先登録]-[直送先登録]メニュー上の「直送先担当者」を表示

[商品詳細]-[送り先氏名]

13
直送先敬称 全角２桁 全角２文字分・長さが４桁未満の場合は、後ろにスペースをセット

様→様__（後ろスペース２個）
すべてスペースの場合は、[導入処理]-[得意先登録]-[直送先登録]メニュー上の「敬称」を表示

14
直送先郵便番号 半角10桁 10桁未満の場合は、後ろにスペースをセット

040-0000→040-0000__（後ろスペース2個）
すべてスペースの場合は、[導入処理]-[得意先登録]-[直送先登録]メニュー上の「郵便番号」を表示

[商品詳細]-[郵便番号]

15
直送先住所１ 全角20桁 全角20文字分・長さが40桁未満の場合は、後ろにスペースをセット

北海道函館市五稜郭町４－１__...__（後ろスペース14個）
全てスペースの場合は、[導入処理]-[得意先登録]-[直送先登録]メニュー上の「住所１」を表示

[商品詳細]-[都道府県] + [商品詳細]-[住所]

16
直送先住所２ 全角15桁 全角15文字分・長さが30桁未満の場合は、後ろにスペースをセット

新大通ビル__...__（後ろスペース20個）
全てスペースの場合は、[導入処理]-[得意先登録]-[直送先登録]メニュー上の「住所２」を表示

※直送先住所１に入りきらない長さの住所の場合は分割して出力

17
直送先電話番号 半角13桁 13桁未満の場合は、後ろにスペースをセット

011-222-3333→011-222-3333_（後ろスペース一個）
すべてスペースの場合は、[導入処理]-[得意先登録]-[直送先登録]メニュー上の「電話番号」を表示

[商品詳細]-[電話番号]

18 直送先FAX番号 半角13桁 「直送先電話番号」と同様
１件分の区切り （２桁） 改行コード（ＣＲ＋ＬＦ）

19

受注区分 数字１桁 ０・２～７の数字
０：売上　２：値引　３：雑売　４：雑費　5：運賃　６：摘要　７：消費税
◆必須項目（◎）

・通常明細：　「0」
・消費税明細：　「7」
・送料明細：「0」 or 「5」
・手数料明細：　「0」 or 「4」
・包装料明細：　「0」 or 「4」
・割引金額明細：　「2」
・利用ポイント明細：　「2」
・利用ポイント売掛明細：　「0」 or 「4」

20
商品コード 英数カナ13桁 13桁未満の場合は、後ろにスペースをセット

商品コードが４桁でコード１の場合 0001_________（後ろスペース９個）
◆必須項目（◎）

・[商品詳細]-[商品番号]
・価格アイテム行の時は設定画面で登録した商品コード

21
商品名 全角18桁 長さが36桁未満の場合は、後ろにスペースをセット

全自動洗濯機__.....__（後ろスペース24個）
すべてスペースの場合は、[導入処理]-[商品登録]-[商品登録]メニュー上の「商品名」を表示

22
倉庫番号 数字４桁 ４桁未満の場合は、前にスペースをセット

倉庫未設定・未登録・「受注区分」が「０：売上」以外の場合は___0（前スペース３個＋０）
◆準必須項目（△）

23
注文番号 英数カナ16桁 16桁未満の場合は、後ろにスペースをセット

A101→A101____________（後ろスペース12個）
[共通情報]-[取込番号]

24

入数 数字８桁 整数部分４桁、小数部分４桁（小数点を含む）
８桁未満の場合は、前にスペースをセット
10.5→____10.5（前スペース４個）
すべてスペースの場合は、[導入処理]-[商品登録]-[商品登録]メニュー上の「入数」を表示

25
箱数 数字９桁 整数部分５桁、小数部分４桁（小数点を含む）

９桁未満の場合は、前にスペースをセット
50.5→_____50.5（前スペース５個）

26

数量 数字８桁 ８桁には、小数点、小数点以下桁数（[導入処理]-[商品登録]-[商品登録]メニューにて商品毎に設定した「数
量小数桁」）を含む
８桁未満の場合は、前にスペースをセット
100.00→__100.00（前スペース２個）

・[商品詳細]-[数量]
・消費税→空白
・送料→1
・手数料→1
・包装料→1
・ネット販売値引→空白
・利用ポイント(控除)→空白
・利用ポイント(売上)→1

27
単位 全角２桁 長さが４桁未満の場合は、後ろにスペースをセット

台→台__（後ろスペース２個）
すべてスペースの場合は、[導入処理]-[商品登録]-[商品登録]メニュー上の「単位」を表示

28

売上単価または受
注原価

数字９桁 ９桁未満の場合は、前にスペースをセット
設定しない場合は、________0（前スペース８個＋０）
◆「売上単価」
≪「受注区分」が「０：売上」の場合≫
９桁には、小数点、小数点以下桁数（[導入処理]-[商品登録]-[商品登録]メニューにて商品毎に設定した「単
価小数桁」）を含む。
○すべてスペースの場合は以下の単価を表示
・[得意先別商品登録]メニューで「得意先別商品別単価」を登録している場合はその単価を表示
・「得意先別商品別単価」を登録していない場合は、[得意先登録]メニューで設定した「売価No」×「掛率」を
表示
・明細データにセットした「税込区分」と[商品登録]メニューで設定した「税込区分」が異なる場合は、明細デー
タの「税込区分」に合わせて税抜・税込へ変換した単価を表示
例）明細データの税込区分：税込み
商品登録の税込区分　：税抜き
商品登録の単価　　　：100円（税抜）
税率　　　　　　　　：5％
の場合
⇒105円（税込）に変換した単価を表示。

・[商品詳細]-[単価]
・価格アイテム行は空白

29

単位原価 数字９桁 ９桁には、小数点、小数点以下桁数（[導入処理]-[商品登録]-[商品登録]メニューにて商品毎に設定した「単
価小数桁」）を含む
９桁未満の場合は、前にスペースをセット
（例） 65,000円→____65000（前スペース４個）
すべてスペースの場合は、[導入処理]-[商品登録]-[商品登録]メニュー上の「単位原価」を表示

30

受注金額 数字９桁 ９桁未満の場合は、前にスペースをセット
（例） 100,000円→___100000（前スペース３個）
「受注区分」が「３：雑売」「４：雑費」「５：運賃」で、全てスペースの場合は、以下の金額を表示
・ [導入処理]-[得意先登録]-[得意先別商品登録]メニューの「得意先別商品別単価」を登録した場合はその
単価を表示
・ 「得意先別商品別単価」を登録していない場合は、[導入処理]-[得意先登録]-[得意先登録]メニューで設
定した「売価No」×「掛率」を表示

・価格アイテム行は金額

31 備考 全角10桁（半角20桁） 全角10文字分・長さが20桁未満の場合は、後ろにスペースをセット



32

同時処理 数字１桁 ０～１の数字
０：しない　１：同時発注

33

税率 8.0 5.0 3.0 0.0
４桁未満の場合は、前にスペースをセット
（例）8.0%→_8.0（前スペース１個） または、
___8（前スペース３個） でも受入可能
すべてスペースの場合は、以下の３つの項目から税率を判定して表示
・納品期日
・[導入処理]-[商品登録]-[商品登録]メニューの「税区分（販売用）」
・[導入処理]-[会社情報登録]メニューの「税率表（％）」

※Ver5.54の場合のみ項目が出力されます。

34

税込区分 数字１桁 ０・１の数字
０：税抜き　１：税込み
・スペースの場合は、[得意先登録]メニューの「税込区分」を表示
・[得意先登録]メニューの「税込区分」が「9：商品優先」の場合は、[商品登録]メニューの「税込区分」を表示

・[商品詳細]-[税]
・価格アイテム行は「1」

35
消費税 数字９桁 ９桁未満の場合は、前にスペースをセット

（例） 1,000円→_____1000（前スペース５個）
すべてスペースの場合は、受注金額と税込区分（税抜き・税込み）より計算した消費税を表示

１件分の区切り （２桁） 改行コード（ＣＲ＋ＬＦ）
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