
項目名 受入記号 桁数 種別 必須 備考 速販フロンティア対応項目

1 伝票区切 OBCD001 １ 半角 ◎ 「*」
各伝票の１明細目に必ず付けます。

注文毎に「*」

2 伝票区分 SSSS001 １ 数字 △ 0：掛売上　1：現金売上 常に「0」

3 売上日付 SSSS002 11 文字 △ 「yyyy/MM/dd」形式 「販売データ」を出力した日付

4 請求日付 SSSS003 11 文字
「yyyy/MM/dd」形式

空白データを受け入れた場合は、売上日付が設定されます。

5 伝票No. SSSS004 ６～15 英数カナ

桁数は、桁数設定の伝票No.（[コード桁数／項目名称設定]メニューで設定）の設定によって異なりま
す。

「システム自動付番使用設定」（[会社機能設定]メニューで設定）にチェックが付いている場合は、付
番方法（[会社機能設定]メニューで設定）にしたがって付番されます。
※消費税伝票の場合は、システム自動付番使用の設定に関わらず、受け入れたデータが設定されます。

6 得意先コード SSSS005 ４～13 英数カナ ◎

[得意先登録]メニューで登録されている得意先コードを設定します。

マスターとして登録されていない一時的な得意先の場合は、0（ゼロ）を設定します。

桁数は、桁数設定（[コード桁数／項目名称設定]メニューで設定）の設定によって異なります。

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

7 得意先名１ SSSS006 32 文字

一時的な得意先（得意先コードが0（ゼロ））の場合にだけ設定できます。

空白データを受け入れた場合は、得意先の得意先名１（[得意先登録]メニューで設定）が設定されま
す。

8 得意先名２ SSSS007 28 文字

一時的な得意先（得意先コードが0（ゼロ））の場合にだけ設定できます。

空白データを受け入れた場合は、得意先の得意先名２（[得意先登録]メニューで設定）が設定されま
す。

9 請求先コード SSSS008 ４～13 英数カナ

[得意先登録]メニューで登録されている得意先コードを設定します。

桁数は、桁数設定（[コード桁数／項目名称設定]メニューで設定）の設定によって異なります。

空白データを受け入れた場合は、得意先の請求先コード（[得意先登録]メニューの[請求]ページで設
定）が設定されます。

10 税額通知 SSSS009 １ 数字

0：伝票単位　1：請求書単位　2：免税　3：無税
4：明細単位　5：明細請求書単位　6：明細伝票単位

空白データを受け入れた場合は、請求先の税額通知（[得意先登録]メニューの[請求]ページで設定）が
設定されます。

11 得意先担当者 SSSS010 30 文字
空白データを受け入れた場合は、得意先の担当者名（[得意先登録]メニューの[基本]ページで設定）が
設定されます。

12 部門コード SSSS011 １～４ 英数カナ

[部門登録]メニューで登録されている部門コードを設定します。

桁数は、桁数設定（[コード桁数／項目名称設定]メニューで設定）の設定によって異なります。

空白データを受け入れた場合は、担当者の部門（[担当者登録]メニューで設定）が設定されます。
担当者の部門が無効な場合は、0が設定されます。

13 担当者コード SSSS012 ４～10 英数カナ

[担当者登録]メニューで登録されている担当者コードを設定します。

桁数は、桁数設定（[コード桁数／項目名称設定]メニューで設定）の設定によって異なります。

空白データを受け入れた場合は、得意先の主担当者（[得意先登録]メニューの[販売]ページで設定）が
設定されます。
得意先の主担当者が無効な場合は、0が設定されます。

14
プロジェクト
コード

SSSS013 ４～11 英数カナ

[プロジェクト登録]メニューで登録されているプロジェクトコードを設定します。

桁数は、桁数設定（[コード桁数／項目名称設定]メニューで設定）の設定によって異なります。

空白データを受け入れた場合は、得意先の主プロジェクト（[得意先登録]メニューの[販売]ページで設
定）が設定されます。
得意先の主プロジェクトが無効な場合は、0が設定されます。

15 回収予定日 SSSS014 11 文字

形式は、表紙の「日付の形式」をご参照ください。

空白データを受け入れた場合は、請求先の回収予定１（[得意先登録]メニューの[回収]ページで設定）
にしたがって自動計算されます。

16 回収種別 SSSS015 １ 数字

0：現金　1：小切手　2：銀行振込　3：手形　4：相殺
9：その他

空白データを受け入れた場合は、請求先の回収予定１（[得意先登録]メニューの[回収]ページで設定）
にしたがって設定されます。

17 回収方法 SSSS017 １ 数字

0：集金　1：郵送　2：その他

空白データを受け入れた場合は、請求先の回収予定１（[得意先登録]メニューの[回収]ページで設定）
にしたがって設定されます。

18 摘要 SSSS018 40 文字
受注番号 + 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

19 摘要２ SSSS031 40 文字

20 摘要３ SSSS032 40 文字

21 伝票フラグ SSSS019 １ 数字
0：通常伝票　1：消費税伝票

空白データを受け入れた場合は、0：通常伝票が設定されます。
常に「0」

22 直送先コード SSSS020 ４～13 英数カナ

[直送先登録]メニューで登録されている直送先コードを設定します。

マスターとして登録されていない一時的な直送先の場合は、0（ゼロ）を設定します。

桁数は、桁数設定（[コード桁数／項目名称設定]メニューで設定）の設定によって異なります。

常に「0」

23 直送先名１ SSSS021 32 文字 送り先会社名

24 直送先名２ SSSS022 28 文字
（複数送付先注文の場合は「【注意】送付先が複数
あります」を出力）

25 直送先担当者 SSSS023 30 文字 送り先名

26 直送先敬称 SSSS024 ４ 文字

27 直送先略称 SSSS025 32 文字

28 直送先郵便番号 SSSS026 10 数字 送り先郵便番号

29 直送先住所１ SSSS027 60 文字 送り先都道府県　＋　送り先住所

30 直送先住所２ SSSS028 60 文字
（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）

31 直送先電話番号 SSSS029 20 文字 送り先電話番号

32 直送先FAX番号 SSSS030 20 文字

33 売上区分 SSSS201 １ 数字 ◎
0：売上　1：返品　2：値引　3：雑売　4：雑費　5：運賃
6：摘要　7：消費税

・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」

34 商品コード種類 SSSS203 １ 数字

0：商品コード１　1：商品コード２　2：商品コード３

空白データを受け入れた場合は、使用する商品コード（[会社機能設定]メニューで設定）が設定されま
す。

35 商品コード SSSS204 ４～15 英数カナ ◎

[商品登録]メニューで登録されている商品コードを設定します。

マスターとして登録されていない一時的な商品の場合は、0（ゼロ）を設定します。

桁数は、桁数設定（[コード桁数／項目名称設定]メニューで設定）の設定によって異なります。

商品コード（価格アイテム明細の場合は価格アイテ
ムコード）
注）通常明細の場合は、同一コードの商品が登録さ
れている必要があります。

36 商品名 SSSS206 36 文字

37 商品名２ SSSS207 10 文字

38 商品名３ SSSS208 10 文字

39 注文No. SSSS205 20 文字 取込番号

40 倉庫コード SSSS212 ４ 英数カナ

[倉庫登録]メニューで登録されている倉庫コードを設定します。

空白データを受け入れた場合は、商品の主倉庫（[商品登録]メニューの[在庫]ページで設定）が設定さ
れます。
商品の主倉庫が無効な場合は、0が設定されます。

41 入数 SSSS213 ４～９ 数字

整数４桁　小数０～４桁
※小数部分の桁数は、入数小数桁の設定によって異なります。

空白データを受け入れた場合は、商品の入数（[商品登録]メニューの[単位]ページで設定）が設定され
ます。

42 入数２ SSSS214 ４～９ 数字

整数４桁　小数０～４桁
※小数部分の桁数は、入数２小数桁の設定によって異なります。

空白データを受け入れた場合は、商品の入数２（[商品登録]メニューの[単位]ページで設定）が設定さ
れます。

空白データを受け入れた場合は、[商品登録]メニューの内容が設定されます。

【伝票情報】

この項目を設定する場合は、必ず直送先コードも設定してください。

郵便番号は、-（ハイフン）を含めて設定します。

空白データを受け入れた場合は、[直送先登録]メニューの内容が設定されます。

売上伝票CSV対応表 i/Vシリーズ

No

【直送先情報】

【明細情報】



43 箱数 SSSS215 ６～11 数字
整数５桁　小数０～４桁（マイナスも可）
※小数部分の桁数は、箱数小数桁の設定によって異なります。

44 数量 SSSS216 10～15 数字

整数９桁　小数０～４桁（マイナスも可）
※小数部分の桁数は、数量小数桁の設定によって異なります。

空白データを受け入れた場合は、入数１（×入数２）×箱数が設定されます。

数量（価格アイテム明細の場合は空白）

45 単位 SSSS217 ６ 文字
空白データを受け入れた場合は、商品の単位（[商品登録]メニューの[単位]ページで設定）が設定され
ます。

46 単価 SSSS218 ９～14 数字

整数９桁　小数０～４桁
※小数部分の桁数は、単価小数桁の設定によって異なります。

空白データを受け入れた場合は、単価（売上）の優先順位設定（[会社機能設定]メニューで設定）で優
先した単価が設定されます。
※税込区分（[商品登録]メニューの[属性]ページで設定）に応じた単価が設定されます。

価格（価格アイテム明細の場合は空白）

47 単位原価 SSSS219 ９～14 数字

整数９桁　小数０～４桁（マイナスも可）
※小数部分の桁数は、単価小数桁の設定によって異なります。

空白データを受け入れた場合は、単価（売上）の優先順位設定（[会社機能設定]メニューで設定）で優
先した単位原価が設定されます。
※税込区分（[商品登録]メニューの[属性]ページで設定）に応じた単位原価が設定されます。

48 売単価 SSSS236 ９～14 数字

整数９桁　小数０～４桁
※小数部分の桁数は、単価小数桁の設定によって異なります。

空白データを受け入れた場合は、以下の優先順位によって設定されます。
１.統一伝票価格表No.で設定した統一伝票価格表の売単価（[統一伝票価格表登録]メニューで設定）
２.売単価No.×売単価掛率（[得意先登録]メニューの[統一伝票]ページで設定）

※この項目は、『Bシステム』の場合は受け入れできません。

49 売上金額 SSSS220 13 数字

数字12桁（マイナスも可）

空白データを受け入れた場合は、売上区分によって以下が設定されます。
0：売上　1：返品
　⇒数量×単価
2：値引
　⇒0
3：雑売　4：雑費　5：運賃
　⇒単価

金額アイテム明細の場合は、金額を設定

50 売上原価 SSSS221 13 数字

数字12桁（マイナスも可）

空白データを受け入れた場合は、売上区分によって以下が設定されます。
0：売上　1：返品
　⇒数量×単位原価
3：雑売　4：雑費　5：運賃
　⇒単位原価

51 売価金額 SSSS237 13 数字

数字12桁（マイナスも可）

空白データを受け入れた場合は、売上区分によって以下が設定されます。
0：売上　1：返品
　⇒数量×売単価
3：雑売　4：雑費　5：運賃
　⇒0

※この項目は、『Bシステム』の場合は受け入れできません。

52 課税区分 SSSS222 １ 数字

0：不課税　1：標準課税　2：非課税　3：免税

空白データを受け入れた場合は、税額通知によって以下が設定されます。
0：伝票単位　1：請求書単位
4：明細単位　5：明細請求書単位　6：明細伝票単位
　⇒税区分（売上）（[商品登録]メニューの[属性]ページで設定）
2：免税
　⇒3：免税
3：無税
　⇒0：不課税

53 取引状態区分 SSSS223 １ 数字

0：対象外　1：通常　2：返還

空白データを受け入れた場合は、税額通知・課税区分・売上区分によって以下が設定されます。
税額通知が2：免税
　⇒1：通常が設定されます。
税額通知が3：無税
　⇒0：対象外
税額通知が0：伝票単位　1：請求書単位　4：明細単位
　　　　　5：明細請求書単位　6：明細伝票単位
　⇒課税区分によって異なります。
　　1：標準課税
　　　⇒売上区分によって異なります。
　 　 　0：売上　3：雑売　4：雑費　5：運賃　7：消費税
   　　 　　⇒1：通常が設定されます。
　 　　 1：返品　2：値引
    　  　　⇒2：返還が設定されます。
　　2：非課税
　　　⇒1：通常が設定されます。

54 税率区分 SSSS224 １ 数字
0：０％　1：３％　2：５％

空白データを受け入れた場合は、売上日付によって設定されます。

55 税込区分 SSSS225 １ 数字

1：税抜　2：税込

空白データを受け入れた場合は、税込区分（[得意先登録]メニューの[請求]ページで設定）および税込
区分（売上）（[商品登録]メニューの[属性]ページで設定）によって設定されます。

税区分（金額アイテム明細の場合は常に「2」）

56 入数小数桁 SSSS226 １ 数字

0～4

空白データを受け入れた場合は、商品の入数小数桁（[商品登録]メニューの[単位]ページで設定）の設
定に関わらず、受け入れたデータが設定されます。

57 入数２小数桁 SSSS227 １ 数字

0～4

空白データを受け入れた場合は、商品の入数２小数桁（[商品登録]メニューの[単位]ページで設定）の
設定に関わらず、受け入れたデータが設定されます。

58 箱数小数桁 SSSS228 １ 数字

0～4

空白データを受け入れた場合は、商品の箱数小数桁（[商品登録]メニューの[単位]ページで設定）の設
定に関わらず、受け入れたデータが設定されます。

59 数量小数桁 SSSS229 １ 数字

0～4

空白データを受け入れた場合は、商品の数量小数桁（[商品登録]メニューの[単位]ページで設定）の設
定に関わらず、受け入れたデータが設定されます。

60 単価小数桁 SSSS230 １ 数字

0～4

空白データを受け入れた場合は、商品の単価小数桁（[商品登録]メニューの[単位]ページで設定）の設
定に関わらず、受け入れたデータが設定されます。

61 消費税 SSSS231 13 数字

数字12桁（マイナスも可）

空白データを受け入れた場合は、税込区分によって以下が設定されます。
税込
　⇒自動計算されます。
税抜
　⇒税額通知によって異なります。
　　4：明細単位　5：明細請求書単位　6：明細伝票単位
　　　⇒自動計算されます。
　　0：伝票単位　1：請求書単位　2：免税　3：無税
　　　⇒0が設定されます。

62 同時処理 SSSS238 １ 数字 0：同時仕入しない　1：同時仕入する

63 仕入先コード SSSS239 ４～13 英数カナ
[仕入先登録]メニューで登録されている仕入先コードを設定します。

桁数は、桁数設定（[コード桁数／項目名称設定]メニューで設定）の設定によって異なります。

64 備考 SSSS232 20 文字


