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改訂履歴

項番 版数 改訂日 改訂者 改訂内容

1 初版 2019/4/15 中野 初版として作成

2 第2版 2019/4/19 中野 26～52ページを追加

3 第3版 2019/5/24 中野 取引先オブジェクトを追加
商品オブジェクトを追加

4 第4版 2019/8/23 中野 ・7、16～17ページの請求情報と取引先の関係性を
主従関係から参照関係に訂正

・Ver1.14に対応した以下内容を追記
・17ページの入力規則の数を47から48に変更
・17ページのリストボタンの数を3から4に変更
・50ページの日付の設定ルールの内容を変更

5 第5版 2019/11/13 中野 ・13ページの有効な入力規則数を23から24に変更
・13ページに登録可能なCCメールアドレスの件数を記載

6 第6版 2021/7/5 中野 ・請求管理ロボ for SFAを請求管理ロボ for Salesforceに変更
・5ページの基本説明に推奨のブラウザ環境を記載
・28～31ページに見積書オブジェクトおよび見積書明細

オブジェクトを追加
・41～43ページに見積機能設定を追加
・７ページの基本オブジェクト構成に見積関連オブジェクト

追加
・請求情報の請求先部署および決済情報のルックアップ条件

変更
・34ページのカスタム設定項目に請求書取得関連パラメータ

を追加

7 第7版 2021/9/28 中野 ・7ページの基本オブジェクト構成に入金情報と消込結果明細
を追加

・32～33ページに入金情報オブジェクトおよび消込結果明細
オブジェクトを追加

・37～38ページのカスタム設定項目に入金関連フラグを追加
・50～51ページに消し込み結果明細の取得設定を追加

8 第8版 2021/11/11 中野 ・36～37ページにインストールおよびライセンスの追加手順
を追加

9 第9版 2021/11/29 右近 ・40～43,47,52ページにおける軽微な記載内容修正
・19ページの項目名の記載修正

10 第10版 2022/2/7 秋山 ・41ページにアクセスキーの発行手順を追加
・アプリケーションへのアクセス権限を40ページに移動
・カスタム設定の手順を42～44ページに移動
・44ページにカスタム設定：請求情報取得件数に関する記述
を追加

11 第11版 2022/2/14 秋山 ・38ページに権限付与が必要なオブジェクト一覧を追加

12 第12版 2022/2/24 秋山 ・43ページの記載内容を修正
・44ページの記載内容を修正
・52~53ページの記載内容を修正
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基本説明

■請求管理ロボ for Salesforceの対応領域

・請求管理ロボ for Salesforceは営業活動が完了し、申込書を顧客から回収後より

ご利用いただくAppExchangeになります。

＜対応プロセスイメージ図＞

会計

■含まれる機能

・請求管理ロボ for Salesforceには以下の機能が含まれています。

１．請求書作成機能 ５．催促メール送信機能

２．請求書送付機能 ６．決済システム連携機能

３．継続請求機能 ７．仕訳CSV作成機能

４．入金消込機能

■基本要件

・AppExchange種別：ISVForce

・パッケージ種別 ：管理パッケージ

・エディション要件 ：Enterprise以上

・ライセンス要件 ：SalesCloud、ServiceCloud、Force.com

※Force.comライセンスの場合、仕訳機能の売上高の勘定科目、並びに、補助科目コードの

設定に制限が発生します。

■非推奨のSalesforce標準仕様

・取引先レコードタイプ：個人取引先

※取引先の登録・更新連携自体は、請求管理ロボ for SFAに含まれるカスタムオブジェクト

のレコードを連携する際に合わせて連携を行うが、個人取引先を利用する場合取引先オブ

ジェクトから直接、登録更新、停止、停止解除連携処理を実行できなくなります。

■推奨のブラウザ環境

・Chrome/Firefox/Edge 最新バージョン
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概要説明
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請求管理ロボ for Salesforceシステム構成

■請求管理ロボ for Salesforceのシステム構成

・請求管理ロボ for Salesforceのシステム構成は以下となります。

郵送注文・
結果反映

Salesforce

請求管理ロボ

Robot 
Payment

決済システム

郵送代行業者
システム

金融機関
システム

入金データ取得

請求データ登録・
結果データ反映

収納代行
システム

請求データ登録・
結果データ反映

会計システム

仕訳データ登録

・API等によるシステム連携

・ファイルアップロード連携

◆AppExchangeの操作IF

◆対応会計システム

・PCA会計 ・勘定奉行

・弥生会計 ・MF会計

・会計freee

◆システム連携対応金融機関

・三井住友銀行

・みずほ銀行

・りそな銀行

◆対応RP決済手段

・クレジットカード決済

・口座振替決済

・バーチャル口座決済

・コンビニ払込票決済

◆対応収納代行システム

・SMBCファイナンスサービス

・みずほファクター

・三菱UFJニコス 等

※収納代行システム=口座振替システム

※請求管理ロボ内の操作は消込と

仕訳データ取得のみ

・併用型
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基本オブジェクト構成

■請求管理ロボ for Salesforceの基本オブジェクト構成

・請求管理ロボ for Salesforceのオブジェクト構成は以下となります。

取引先

商談

商品

決済情報

請求先部署 請求書

請求情報 請求書明細

請求元銀行
口座パターン

請求元
銀行口座

請求元
担当部署

請求元担当者

ユーザ

・標準オブジェクト

・請求管理ロボ for Salesforceカスタムオブジェクト

・参照関係

・主従関係

取引先 請求先部署

決済情報 請求情報

請求書 請求書明細

商談

請求元銀行
口座パターン

請求元
銀行口座

請求元
担当部署

請求元担当者

商品

◆運用用オブジェクト ◆初期設定用オブジェクト

※赤枠：任意利用オブジェクト

見積書 見積書明細

取引先
責任者

見積書

見積書明細

取引先
責任者

消込結果
明細

入金情報

消込結果
明細

入金情報
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請求書作成の仕組み

■請求書作成

・請求管理ロボ for Salesforceでは請求書レコードを作成する前に必ず請求情報という

レコードを作成する必要があります。

・標準オブジェクト

・請求管理ロボ for Salesforceカスタムオブジェクト

・参照関係

・主従関係

・請求情報の単位は請求書レコードに対して、請求書１：請求情報ｎの関係性となり、単位としては

請求書明細の数に等しいものとなります。

◆請求書作成の仕組み

・請求書発行の仕組みは、請求情報ステータスが有効な請求情報内に含まれる合算条件項目が

合致している場合、連携先の請求管理ロボの請求書作成アプリケーションで自動的に複数の請求情報を

グルーピング化し、１つの請求書にまとめます。

請求情報

請求書

請求書明細

請求情報A

請求情報B

請求情報C

請求情報D

請求書A

請求書B

◆合算条件項目

・以下の全項目が合致している場合、複数の請求情報ステータスが有効な請求情報が一つにまとめられます。

◆カテゴリ１：日付関連

・次回請求書発行日

・次回請求書送付日

・次回決済期限

◆カテゴリ２：請求書設定

・取引先

・請求先部署

・決済情報

・請求元担当者

・請求書テンプレート

・グループコード

・送付方法
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対応帳票

■対応帳票

・請求管理ロボ for Salesforceで対応している帳票は以下の請求書フォーマットと

なっており、以下の赤枠のみカスタマイズ可能となっております。

◆項目のご説明

①：ご挨拶文表示欄

②：振込に関する注意事項

③：ロゴ

④：会社情報

⑤：印影

◆帳票のカスタマイズ受託サービス

・企業様のご要望に沿って、帳票のレイアウトや、表示項目、並びに表示ロジックのカスタマイズを

請負う受託開発サービスもございます。

①

②

③

④

⑤
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継続請求について

■継続請求

・請求管理ロボ for Salesforceはサブスクリプションモデルに特化した特徴を持ってお
ります。

◆継続請求スケジュールの設定単位

・他社様の継続請求の仕組みとことなり、請求管理ロボ for Salesforceでは継続設定を明細単位で

以下のような細かいスケジュール設定が可能となっており、金額の変更や解約がない限り、設定変更は

不要となっています。

＜従来の販売管理ソフトでサブスクモデルに対応する場合のイメージ＞

＜請求管理ロボ for Salesforceでサブスクモデルに対応する場合のイメージ＞

◆カテゴリ１：属性

・単発、定期定額、定期従量

◆カテゴリ３：請求周期

・1カ月～50カ月周期

◆カテゴリ２：請求回数設定

・1回～36回、または、無制限

＜請求管理ロボ for Salesforceの作業対象件数＞
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継続請求スケジュールの日付の設定

■継続請求スケジュールの日付の設定

・請求管理ロボ for Salesforceの請求書作成スケジュールの日付の設定については、

以下の項目を利用し、設定を行います。

◆相対日付の設定

・次回請求スケジュールセクション内の対象期間開始日を年月の基準とし、請求書発行日、請求書送付日、

決済期限の年月が先月なのか、当月なのか、翌月なのかという選択リスト項目を利用し、次回の

請求スケジュールを計算する仕様となっております。

・また、年月の設定とは別の選択リストで日付を設定する仕様になっており、日付自体は1日～30日、末日

からお選び頂き、設定を行い、次回請求書発行日や、送付日、決済期限を設定できるようなっています。

◆注意事項

・請求管理ロボ for Salesforceは請求情報を登録後、次回請求書発行日を迎えると自動的に請求書を作成する

仕様になっており、通常販売管理ソフトで行うような締め処理という概念を持っていません。

その為、項目としても締め日のような日付は持っておらず、請求書発行日が最も重要な日付となります。
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オブジェクト説明：取引先

■取引先

取引先

・標準オブジェクト

・請求管理ロボ for Salesforceカスタムオブジェクト

・参照関係

・主従関係

■取引先の利用用途

・同オブジェクトは請求書を送付する企業の単位で、すべてのオブジェクトの最上位オブジェクト

として利用されます。

＜含まれる情報の例＞

・取引先名、取引先コード

＜構築時に注意が必要な項目＞

・Salesforceの標準オブジェクトです。

連携用に以下の項目の登録が必要となります。

１．取引先コード：標準にはない項目ですが連携のためにユニークなコードを割り振る必要があります。

■取引先に含まれるリソース

・入力規則（有効）：４個

・トリガー ：１個

・プロセスビルダー：４個

＜プロセスビルダー内容＞

１．取引先情報変更時操作フラグ更新

⇒操作ステータスが連携成功の場合に編集操作を行った場合、同期フラグ=未同期、

操作ステータス=未連携・更新情報未連携に変更

２．取引先復元

⇒ごみ箱から取引先を復元した際に連携関係項目をクリア

３．請求先停止

⇒取引先に停止処理を行った際、請求情報の請求情報ステータスを停止に変更

４．請求先解除

⇒取引先を停止解除した際に請求先部署、並びに、決済情報の停止フラグ、停止済みを解除

・レコードタイプ ：０個

・ページレイアウト：１個

・リストボタン ：３個（更新処理用、停止処理用、停止解除用）

・詳細ページボタン：５個（更新処理用、停止処理用、停止解除用）

※Classic、ならびにLightning Experience用の詳細ボタンがそれぞれ用意されています。

請求先部署

決済情報

請求情報

請求書



13

オブジェクト説明：請求先部署

■請求先部署

取引先

請求先部署

・標準オブジェクト

・請求管理ロボ for Salesforceカスタムオブジェクト

・参照関係

・主従関係

■請求先部署の利用用途

・同オブジェクトは取引先に対して、請求書を送付するための送付先の情報を格納する

オブジェクトとして利用されます。

＜含まれる情報の例＞

・メールアドレス、宛名、住所等

※CCメールアドレスには最大6メールアドレスまで登録可能（合計文字数251文字以内）

＜構築時に注意が必要な項目＞

・住所関連の情報についてはSalesforceの標準の住所項目と異なります。

１．郵便番号：標準と異なり、ハイフンが不可となっています。

２．都道府県：テキスト項目ではなく、選択リスト値となっています。

＜補助機能＞

・スケジュール連携フラグをtrueとし、以下のApexクラスのスケジュール設定が

行われている場合、設定された時刻に以下の操作ステータスのレコードを定期連携します。

○操作ステータス=未連携・更新情報未連携

○対象Apexクラス：CLP_BIAndPaymentBulkUpsertScheduleClass

■請求先部署に含まれるリソース

・入力規則（有効）：２９個

・トリガー ：１個

・プロセスビルダー：３個

＜プロセスビルダー内容＞

１．請求先部署をクローンする際、Mikata項目をクレアする

⇒作成時点のみ起動し、連携ステータス関連項目を初期値に戻す

２．請求先部署変更時操作フラグ更新

⇒操作ステータスが連携成功の場合に編集操作を行った場合、同期フラグ=未同期、

操作ステータス=未連携・更新情報未連携に変更

３．請求先部署停止

⇒請求先部署に停止処理を行った際、請求情報の請求情報ステータスを停止に変更

・レコードタイプ ：３個（直接契約顧客、販売代理店、販売代理店店子）

・ページレイアウト：３個（直接契約顧客、販売代理店、販売代理店店子）

・リストボタン ：３個（登録・更新処理用、停止処理用、停止解除用）

・詳細ページボタン：４個（登録・更新処理用、停止処理用、停止解除用、決済情報登録）

※Classic、ならびにLightning Experience用の詳細ボタンがそれぞれ用意されています。

決済情報

請求元
担当部署

代理店請求機能
を利用する場合のみ赤枠の
オブジェクトを参照



14

オブジェクト説明：決済情報①

■決済情報

取引先

決済情報

・標準オブジェクト

・請求管理ロボ for Salesforce Aカスタムオブジェクト

・参照関係

・主従関係

■決済情報の利用用途

・同オブジェクトは取引先毎に支払方法の情報を格納するオブジェクトとして

利用されます。

・レコードタイプを活用し支払方法（例えば、銀行振込なのか、クレジットカード

なのか等）を定義します。

＜構築時に注意が必要な項目＞

・レコードタイプ：銀行振込の場合のみ、請求元銀行口座パターンオブジェクトの

レコードを必須で指定する入力規則が入っています。

＜補助機能＞

・スケジュール連携フラグをtrueとし、以下のApexクラスのスケジュール設定が

行われている場合、設定された時刻に以下の操作ステータスのレコードを

定期連携します。

○操作ステータス=未連携・更新情報未連携

○対象Apexクラス：CLP_BIAndPaymentBulkUpsertScheduleClass

※請求先部署の自動連携用と共通

・レコードタイプ：クレジットカードの場合、取引先にクレジットカード登録メール

送信後、取引先がカード登録状況を自動反映するためのスケジュール設定

可能なApexクラスが含まれております。

以下Apexクラスのスケジュール設定が行われ、以下の登録ステータスの場合、

設定された時刻に以下の操作ステータスのレコードを定期連携します。

○登録ステータス≠登録完了

○対象Apexクラス：CLP_PaymentMethodCreditCardScheduleBatch

請求元銀行口座
パターン

レコードタイプ：銀行振込
を利用する場合のみ赤枠の
オブジェクトを参照
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オブジェクト説明：決済情報②

■決済情報

取引先

決済情報

・標準オブジェクト

・請求管理ロボ for Salesforceカスタムオブジェクト

・参照関係

・主従関係

■決済情報に含まれるリソース

・入力規則（有効）：２１個

・トリガー ：１個

・プロセスビルダー：２個

＜プロセスビルダー内容＞

１．決済方法をクローンする際、Mikata項目をクレアする

⇒作成時点のみ起動し、連携ステータス関連項目を初期値に戻す

２．決済手段変更時操作フラグ更新

⇒操作ステータスが連携成功の場合に編集操作を行った場合、同期フラグ=

未同期、操作ステータス=未連携・更新情報未連携に変更

・レコードタイプ ：8個

（銀行振込、バンクチェック、クレジットカード、RP口座振替、RL口座振替、

その他口座振替、コンビニ払込票、バーチャル口座）

・ページレイアウト：8個

（銀行振込、バンクチェック、クレジットカード、RP口座振替、RL口座振替、

その他口座振替、コンビニ払込票、バーチャル口座）

・リストボタン ：４個

（登録・更新処理用、停止処理用、停止解除用、クレジットカード登録ステータス更新用）

・詳細ページボタン：１２個

（登録・更新処理用、停止処理用、停止解除用、口座振替依頼書取得用、クレジットカード登録

メール送信用、クレジットカード登録ステータス更新用）

※Classic、ならびにLightning Experience用の詳細ボタンがそれぞれ用意されています。

※口座振替依頼書取得用のボタンはレコードタイプ：RP口座振替のみ利用

※クレジットカード登録メール送信用のボタンはレコードタイプ：クレジットカード

のみ利用

※クレジットカード登録ステータス更新用のボタンはレコードタイプ：クレジット

カードのみ利用

請求元銀行口座
パターン

レコードタイプ：銀行振込
を利用する場合のみ赤枠の
オブジェクトを参照
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オブジェクト説明：請求情報①

■請求情報

・標準オブジェクト

・請求管理ロボ for Salesforceカスタムオブジェクト

・参照関係

・主従関係

■請求情報の利用用途

・同オブジェクトは請求書明細の元レコードとして、単価、数量等の情報や、継続請求

なのか、またはスポットの請求なのかという請求タイプ、また、いつ請求書を作成するか等の

情報を定義しています。

＜含まれる情報の例＞

・明細関連：商品名、単価、数量、税区分、税率

・請求属性関連：請求タイプ、繰り返し周期、繰り返し総数

・請求書日付関連：請求書発行日、請求書送付予定日、決済期限、停止予約日

＜構築時に注意が必要な項目＞

・請求書発行日等の日付の設定については基準日を起点として年月を設定する相対日付の形式

（選択リスト）となっています。

また連携前後で、基準日が以下のように異なります。

１．初回連携時の基準日：サービス提供開始日

２．連携後の基準日 ：対象期間開始日

・請求情報が参照できる請求先部署と決済情報については以下のルックアップ条件が

設定されています。

１．請求先部署：停止済み＝false

２．決済情報 ：停止済み＝false

＜補助機能＞

・スケジュール連携フラグをtrueとし、以下のApexクラスのスケジュール設定が

行われている場合、設定された時刻に以下の操作ステータスのレコードの更新情報を定期連携します。

○操作ステータス=未連携・更新情報未連携

○対象Apexクラス：CLP_DemandBulkUpsertScheduleClass

・以下のApexクラスのスケジュール設定が行われている場合、設定された時刻に以下の請求情報

ステータスのレコードの次回請求スケジュールを更新します。

○請求情報ステータス=有効

○対象Apexクラス：CLP_DemandBulkSearchScheduleClass

取引先

請求先部署

決済情報

請求元
担当部署

商談

商品

見積書 見積書明細

請求情報
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オブジェクト説明：請求情報②

■請求情報

・標準オブジェクト

・請求管理ロボ for Salesforceカスタムオブジェクト

・参照関係

・主従関係

＜補助機能＞

・以下のApexクラスのスケジュール設定が行われている場合、設定された時刻に以下の請求情報

ステータスのレコードに対して停止処理実施します。

○請求情報ステータス=有効

○停止予約日≦バッチ起動日

○対象Apexクラス：CLP_DemandBulkStopScheduleClass

■請求情報に含まれるリソース

・入力規則（有効）：48個

・トリガー ：１個

・プロセスビルダー：３個

＜プロセスビルダー内容＞

１．請求情報複製時、参照のみ項目クリア

⇒作成時点のみ起動し、連携ステータス関連項目を初期値に戻す

２．請求情報変更時操作フラグ更新

⇒操作ステータスが連携成功の場合に編集操作を行った場合、

同期フラグ=未同期、操作ステータス=未連携・更新情報未連携に変更

３．商品データ引き継ぎ

⇒請求情報作成時に明細関連情報や、請求タイプに関する情報がnullであった

場合、参照している商品のカスタム項目を反映し、保存

・レコードタイプ ：０個

・ページレイアウト：１個

・リストボタン ：４個（登録・更新処理用、停止処理用、請求書発行用、売上無効化処理ページへ移動）

・詳細ページボタン：１個（登録・更新処理用）

※Classic、ならびにLightning Experience用の詳細ボタンがそれぞれ用意されています。

・Visualforceページ：２個（商談内の情報から請求情報に変換するVisualforce１つ、

請求情報の連携や、編集を行うVisualforce１つ

（＝請求情報検索タブ））

※請求情報検索タブ内に請求情報登録用、停止用、停止解除用、請求書発行用ボタンが

設置されています。

取引先

請求先部署

決済情報

請求元
担当部署

商談

商品

見積書 見積書明細

請求情報
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請求情報補足説明：請求情報作成Visualforce①

■請求情報作成Visualforceの役割

・請求情報作成用のVisualforceには請求書のヘッダー部分の

設定と個別の明細の設定を行うタブが用意されています。

＜請求書設定タブ＞

◆請求書設定タブ

・請求書のヘッダー部分にあたる送付先や初回の請求書作成日等を設定するために利用します。

＜明細設定タブ＞

◆明細設定タブ

・個々の請求明細の請求スケジュールや金額、数量、税設定等を行います。

・また、この画面上から明細を追加することも可能です。

＜補助機能＞

・商品を参照した際に、商品オブジェクトに設定された、請求管理ロボ for SFAのカスタム項目

が対象の商品レコードに設定されていた場合、項目が自動的に埋まります。

※反映された値の編集は可能です。

◆マッピングについて

・商談内の請求情報作成のボタンをクリックすると、上記のVisualforceが立ち上がり、以下の

マッピングの内容が初期値として反映されます。
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請求情報補足説明：請求情報作成Visualforce②

■請求情報作成Visualforce内のマッピング

・・商談内の請求情報作成のボタンをクリックすると、上記のVisualforceが立ち上がり、以下の

マッピングの内容が初期値として反映されます。

＜請求書設定タブマッピング内容＞

＜明細設定タブマッピング内容＞

※レコードの登録を行った際に、Visualforceを起動した商談のレコードIDを取得し、請求情報レコード内の

商談参照項目とグループコードという項目に該当の商談IDを格納しています。

・黒字：標準項目の参照
・赤字：請求管理ロボ for Salesforceのカスタム項目の参照
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オブジェクト説明：請求書①

■請求書

・標準オブジェクト

・請求管理ロボ for Salesforceカスタムオブジェクト

・参照関係

・主従関係

■請求書の利用用途

・同オブジェクトは取引先ごとに作成された請求書の内容は請求書PDF、並びに、消込

結果を格納したオブジェクトになっています。

・同オブジェクトより請求書のメール送付や郵送注文を行うことが可能です。

※メール送付や郵送注文を行うと、Todoが作成されます。

・また、弊社決済システムでの処理結果（課金成功など）の情報もこのオブジェクトで

確認することができます。

＜注意事項＞

・同オブジェクトは確定データとして利用され、以下の情報を除き、編集しても、

請求書PDFに情報を反映することはできません

◆変更可能項目

１．請求書送付予定日

２．決済期限

３．通信欄

・請求書のメール送付、並びに、郵送注文を行う場合は請求書レコードが以下の条件を

満たしている必要があります。

１．情報同期フラグ＝同期中

２．停止済み＝false

３．停止フラグ＝null

＜補助機能＞

・以下のApexクラスのスケジュール設定が行われている場合、設定された時刻に

連携システム側で作成された請求書レコードや最新の消込状態を取得します。

○対象Apexクラス：CLP_BillBulkReferenceSchedulableBatch

取引先

請求先部署

決済情報
請求元
担当部署

請求書※繰越先請求書番号

請求書
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オブジェクト説明：請求書②

■請求書

・標準オブジェクト

・請求管理ロボ for Salesforceカスタムオブジェクト

・参照関係

・主従関係

■請求書に含まれるリソース

・入力規則 ：４個

・トリガー ：１個

・プロセスビルダー：１個

＜プロセスビルダー内容＞

１．請求書変更時操作フラグ更新

⇒操作ステータスが連携成功の場合に編集操作を行った場合、

同期フラグ=未同期、操作ステータス=未連携・更新情報未連携に変更

・レコードタイプ ：０個

・ページレイアウト：１個

・リストボタン ：１０個

（新規請求書・消込状態一括取得用、更新処理用、無効処理用、無効解除用、

請求書メール送信用、郵送注文用、消込画面遷移用、仕訳データ取得画面遷移用、

請求書全件取得(発行日指定)、「郵送処理ページへ移動）

※消込画面遷移用と仕訳データ取得画面遷移用のボタンをクリックするとiframe表示

された請求管理ロボの画面にシングルサインオンするため、利用ユーザアカウントに

シングルサインオンの設定が必要になります。

・詳細ページボタン：７個

（更新処理用、消込状態取得用、メール送信用、郵送注文用、無効処理用、

無効解除用、請求書PDFダウンロードURL更新用）

※Classic、ならびにLightning Experience用の詳細ボタンがそれぞれ用意されています。

取引先

請求先部署

決済情報
請求元
担当部署

請求書※繰越先請求書番号

請求書
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オブジェクト説明：請求書明細

■請求書明細

・標準オブジェクト

・請求管理ロボ for Salesforceカスタムオブジェクト

・参照関係

・主従関係

■請求書明細の利用用途

・同オブジェクトは請求書レコード１：ｎの関係になり、請求書PDF内の明細情報を

格納したオブジェクトになります。

・請求書オブジェクトに対して従属するため、所有者は請求書の所有者と同一に

なります。

＜注意事項＞

・同オブジェクトは確定データとして利用され、情報の編集を行っても、請求書

オブジェクト内の請求書PDFの情報は変更されません。

・対象期間の情報を保持しているため、売上集計用のレコードとして利用することも

可能ですが、対象期間が複数月を跨いでいる場合、期間に応じた按分の売上情報は

持っていないため、年一括払いのケースでは別途レコード分割の仕組み等が

必要になります。

・請求書明細に直接レコードを作成しても、請求書PDF内には反映されません。

■請求書明細に含まれるリソース

・入力規則 ：１個

・トリガー ：１個

・プロセスビルダー：０個

・レコードタイプ ：０個

・ページレイアウト：１個

請求情報

請求書

請求書
※繰越元請求書番号

請求書明細
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オブジェクト説明：商品

■商品

・標準オブジェクト

・請求管理ロボ for Salesforceカスタムオブジェクト

・参照関係

・主従関係

■商品の利用用途

・同オブジェクトは商品名や商品コード、単価、単位、税区分などを定型化して登録したうえで、

請求情報作成の際にご利用いただけます。

・また、売上高の勘定科目、および、補助科目の設定に利用します。

■商品に含まれるリソース

・入力規則 ：１４個

・トリガー ：１個

・プロセスビルダー：２個

＜プロセスビルダー内容＞

１．商品をクローンする際、Mikata項目をクリアする

⇒作成時点のみ起動し、連携ステータス関連項目を初期値に戻す

２．商品変更時操作フラグ更新

⇒操作ステータスが連携成功の場合に編集操作を行った場合、

同期フラグ=未同期、操作ステータス=未連携・更新情報未連携に変更

・レコードタイプ ：０個

・ページレイアウト：１個

・リストボタン ：３個（登録・更新処理用、停止処理用、停止解除用）

・詳細ページボタン：３個（登録・更新処理用、停止処理用、停止解除用）

※ClassicとLightning Experience毎にそれぞれボタンが用意されています。

商品

請求情報
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オブジェクト説明：請求元部署

■請求元部署

・標準オブジェクト

・請求管理ロボ for Salesforceカスタムオブジェクト

・参照関係

・主従関係

■請求元部署の利用用途

・同オブジェクトは請求元担当者の所属部門としてご利用いただきます。

・請求書レコード内に請求元担当者が反映されている場合、併せて、請求元部署も数式で反映

されますので、部門毎の請求額の推移や、回収状況を確認することにご利用いただけます。

請求元
銀高口座

■請求書明細に含まれるリソース

・入力規則 ：６個

・トリガー ：１個

・プロセスビルダー：２個

＜プロセスビルダー内容＞

１．請求元部署をクローンする際、Mikata項目をクリアする

⇒作成時点のみ起動し、連携ステータス関連項目を初期値に戻す

２．請求元部署変更時操作フラグ更新

⇒操作ステータスが連携成功の場合に編集操作を行った場合、

同期フラグ=未同期、操作ステータス=未連携・更新情報未連携に変更

・レコードタイプ ：０個

・ページレイアウト：１個

・リストボタン ：３個

（登録・更新処理用、停止処理用、停止解除用）

・詳細ページボタン：３個

（登録・更新処理用、停止処理用、停止解除用）

※ClassicとLightning Experience毎にそれぞれボタンが用意されています。

請求元部署

請求元
担当者

請求書
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オブジェクト説明：請求元担当者

■請求元部署

・標準オブジェクト

・請求管理ロボ for Salesforceカスタムオブジェクト

・参照関係

・主従関係

■請求元担当者の利用用途

・請求書レコード内に請求元担当者が反映されている場合、担当者毎の請求額の推移や、

回収状況を確認することにご利用いただけます。

・また、ユーザを参照する項目に値を入力し、且、請求書レコード作成時に請求元担当者に値が

入力されていた場合に請求書レコードの所有者の初期値として設定できます。

その為、請求書オブジェクトの共有設定を非公開モデルに設定し、ロールと組み合わせることで、

請求書レコードのデータ権限管理に活用頂けます。

請求元部署

■請求元担当者に含まれるリソース

・入力規則 ：５個

・トリガー ：１個

・プロセスビルダー：２個

＜プロセスビルダー内容＞

１．請求元担当者をクローンする際、Mikata項目をクリアする

⇒作成時点のみ起動し、連携ステータス関連項目を初期値に戻す

２．請求元担当者変更時操作フラグ更新

⇒操作ステータスが連携成功の場合に編集操作を行った場合、

同期フラグ=未同期、操作ステータス=未連携・更新情報未連携に変更

・レコードタイプ ：０個

・ページレイアウト：１個

・リストボタン ：３個

（登録・更新処理用、停止処理用、停止解除用）

・詳細ページボタン：３個

（登録・更新処理用、停止処理用、停止解除用）

※ClassicとLightning Experience毎にそれぞれボタンが用意されています。

請求元
担当者

ユーザ
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オブジェクト説明：請求元銀行口座

■請求元銀行口座

・標準オブジェクト

・請求管理ロボ for Salesforceカスタムオブジェクト

・参照関係

・主従関係

■請求元銀行口座の利用用途

・自社で保有する口座情報を請求書内に表示する際の表示パターンを設定するオブジェクトになります。

決済情報のレコードタイプが銀行振込の場合、必須で登録が必要になります。

請求元部署

■請求元銀行口座に含まれるリソース

・入力規則 ：８個

・トリガー ：１個

・プロセスビルダー：２個

＜プロセスビルダー内容＞

１．請求元銀行口座をクローンする際、Mikata項目をクリアする

⇒作成時点のみ起動し、連携ステータス関連項目を初期値に戻す

２．請求元銀行口座変更時操作フラグ更新

⇒操作ステータスが連携成功の場合に編集操作を行った場合、

同期フラグ=未同期、操作ステータス=未連携・更新情報未連携に変更

・レコードタイプ ：０個

・ページレイアウト：１個

・リストボタン ：３個

（登録・更新処理用、停止処理用、停止解除用）

・詳細ページボタン：６個

（登録・更新処理用、停止処理用、停止解除用）

※ClassicとLightning Experience毎にそれぞれボタンが用意されています。

請求元
銀行口座
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オブジェクト説明：請求元銀行口座パターン

■請求元銀行口座パターン

・標準オブジェクト

・請求管理ロボ for Salesforceカスタムオブジェクト

・参照関係

・主従関係

■請求元銀行口座の利用用途

・自社で保有する口座情報を登録するために利用します。決済情報のレコードタイプが

銀行振込、または、バーチャル口座の場合必須で登録が必要になります。

・ページレイアウト上にVisualforceページが設置されており、実際の請求書内の

表示内容のプレビューを確認することができます。

請求元銀行
口座

■請求元銀行口座に含まれるリソース

・入力規則 ：３個

・トリガー ：１個

・プロセスビルダー：２個

＜プロセスビルダー内容＞

１．請求元銀行口座をクローンする際、Mikata項目をクリアする

⇒作成時点のみ起動し、連携ステータス関連項目を初期値に戻す

２．請求元銀行口座変更時操作フラグ更新

⇒操作ステータスが連携成功の場合に編集操作を行った場合、

同期フラグ=未同期、操作ステータス=未連携・更新情報未連携に変更

３．請求元銀行口座情報を表示用項目へ反映

⇒参照している請求元銀行口座から口座情報を参照し、請求書表示_口座に情報を反映

・レコードタイプ ：０個

・ページレイアウト：１個

・リストボタン ：３個

（登録・更新処理用、停止処理用、停止解除用）

・詳細ページボタン：６個

（登録・更新処理用、停止処理用、停止解除用）

※ClassicとLightning Experience毎にそれぞれボタンが用意されています。

請求元銀行
口座パターン
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オブジェクト説明：見積書

■見積書

・標準オブジェクト

・請求管理ロボ for Salesforceカスタムオブジェクト

・参照関係

・主従関係

■見積書の利用用途

・同オブジェクトは、見積書作成のための元データとして、送付先の会社情報および担当者情報、送付元
の会社情報および担当者情報、見積に関する基本設定の情報を含みます。

また見積書オブジェクトには見積書明細オブジェクトが紐付けられます。

・同オブジェクトより見積書の出力やメール送付を行うことが可能です。

・同オブジェクトは商談から作成することが可能です。

・同オブジェクトから請求情報を作成することが可能です。

＜注意事項＞

・見積書の発行、メール送付を行う場合は見積書レコードが以下の条件を満たしている必要があります。

１．見積書有効フラグ＝true

取引先
取引先
責任者

■見積書に含まれるリソース

・入力規則 ：０個

・トリガー ：０個

・プロセスビルダー：０個

・レコードタイプ ：０個

・ページレイアウト：１個

・リストボタン ：１個

（請求情報作成）

・詳細ページボタン：４個

（見積書、見積書送信、見積編集、請求情報作成）

※ClassicとLightning Experience毎にそれぞれボタンが用意されています。

商談 請求元
担当者

見積書



29

見積書補足説明：見積書作成Visualforce

■見積書作成Visualforce内のマッピング

・商談内の見積書のボタンをクリックすると、下記のVisualforceが立ち上がり、以下の

マッピングの内容が初期値として反映されます。

＜見積書設定タブマッピング内容＞

◼️送付先設定

・送付先会社名 ：（商談）→取引先

・送付先郵便番号 ：取引先→住所（請求先）

・送付先住所 ：取引先→住所（請求先）

・送付先担当者名 ：（商談）→（取引先責任者の役割の主取引先責任者）→取引先責任者

・送付先部署 ：取引先責任者→部署

・送付先役職 ：取引先責任者→役職

・送付先電話番号 ：取引先責任者→電話

・送付先FAX ：取引先責任者→Fax

・送付先メールアドレス：取引先責任者→メール

◼️送付元設定

・送付元担当者 ：商談→請求元担当者

・送付元会社名 ：請求元担当者→請求元部署→送付元会社名

・送付元郵便番号 ：請求元担当者→請求元部署→送付元郵便番号

・送付元住所 ：請求元担当者→請求元部署→送付元住所

・送付元部署 ：請求元担当者→送付元部署

・送付元役職 ：請求元担当者→送付先役職

・送付元電話番号 ：請求元担当者→送付元部署→送付元電話番号

・送付元FAX ：請求元担当者→送付元部署→送付元Fax

・送付元メールアドレス：取引元担当者→送付元メールアドレス

・黒字：標準項目の参照
・赤字：請求管理ロボ for Salesforceのカスタム項目の参照

◼️見積基本設定

・件名 ：商談→商談名

・発行日 ：マッピングなし

・有効期限 ：マッピングなし

・備考 ：マッピングなし

・有効フラグ ：マッピングなし
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見積書補足説明：見積書作成Visualforce

■見積書作成Visualforce内のマッピング

・商談内の見積書のボタンをクリックすると、下記のVisualforceが立ち上がり、以下の

マッピングの内容が初期値として反映されます。

・黒字：標準項目の参照
・赤字：請求管理ロボ for SFAのカスタム項目の参照

＜見積書明細設定編集画面マッピング内容＞

◼️商品設定

・商品 ：商談→商談商品→商品ID

・商品名 ：商談→商談商品→商品→商品名

・商品グループタイプ：商談→商談商品→商品→商品グループタイプ

◼️価格設定

・単価 ：商談→商談商品→販売価格

・数量 ：商談→商談商品→数量

・単位 ：商談→商談商品→商品→単位

◼️税設定

・税区分 ：商談→商談商品→商品→税区分

・税率 ：商談→商談商品→商品→税率

◼️商品説明

・商品説明 ：マッピングなし
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オブジェクト説明：見積書明細

■見積書明細

・標準オブジェクト

・請求管理ロボ for Salesforceカスタムオブジェクト

・参照関係

・主従関係

■請求書明細の利用用途

・同オブジェクトは見積書レコードと１：ｎの関係になり、見積書内の明細情報を格納したオブジェクト

になります。

・見積書オブジェクトに対して従属するため、所有者は請求書の所有者と同一になります。

＜注意事項＞

・見積書から請求情報が作成された場合、見積書明細データが請求情報明細データとして

使用されます。

見積書明細

見積書

■見積書明細に含まれるリソース

・入力規則 ：０個

・トリガー ：０個

・プロセスビルダー：０個

・レコードタイプ ：０個

・ページレイアウト：１個

・リストボタン ：０個

・詳細ページボタン：０個

商品
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オブジェクト説明：入金情報

■入金情報

・標準オブジェクト

・請求管理ロボ for Salesforceカスタムオブジェクト

・参照関係

・主従関係

■入金情報の利用用途

・請求管理ロボシステムに取り込まれた入金情報を、Salesforceシステムに取得する機能です。

入金データおよびその入金データに関する更新情報をSalesforceシステムで管理することが可能となり
ます。

＜補助機能＞

・以下のApexクラスのスケジュール設定が行われている場合、設定された時刻に

連携システム側で作成され入金情報レコードや最新の消込状態を取得します。

○対象Apexクラス：CLP_PaymentSearchScheduleClass

■見積書に含まれるリソース

・入力規則 ：２個

・トリガー ：１個

・プロセスビルダー：０個

・レコードタイプ ：０個

・ページレイアウト：１個

・リストボタン ：２個

（新規入金情報・最新消込状態の全件取得、入金情報全件取得（登録日指定））

・詳細ページボタン：０個

※ClassicとLightning Experience毎にそれぞれボタンが用意されています。

入金情報

請求元銀行
口座
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オブジェクト説明：消込結果明細

■消込結果明細

・標準オブジェクト

・請求管理ロボ for Salesforceカスタムオブジェクト

・参照関係

・主従関係

■消込結果明細の利用用途

・請求管理ロボシステムで消込された消込結果明細を、Salesforceシステムに取得する機能です。

請求書とその請求に紐づく入金、それらを消込した結果をSalesforce側で紐づけて管理することが可能
となります。

＜補助機能＞

・以下のApexクラスのスケジュール設定が行われている場合、設定された時刻に

連携システム側で作成され消込結果明細レコードや最新の消込状態を取得します。

○対象Apexクラス：CLP_ClearingDtlSearchScheduleClass

■見積書に含まれるリソース

・入力規則 ：１個

・トリガー ：１個

・プロセスビルダー：０個

・レコードタイプ ：０個

・ページレイアウト：１個

・リストボタン ：２個

（新規消込結果明細・最新消込状態の全件取得、消込結果明細全件取得（登録日指定））

・詳細ページボタン：０個

※ClassicとLightning Experience毎にそれぞれボタンが用意されています。

請求書

請求書明細 入金情報

消込結果
明細
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オブジェクト説明：ToDo

■ToDo

■ToDoの利用用途

・同Salesforce標準オブジェクトを利用し、各種データの無効化・停止作業の実施ログ、メール送付や

郵送注文の実施ログとして請求管理ロボ for Salesforceではレコードタイプを設け利用しています。

■ ToDoに含まれるリソース

・入力規則 ：０個

・トリガー ：０個

・プロセスビルダー：０個

・レコードタイプ ：２個（メール送付、停止・停止解除）

・ページレイアウト：２個（メール送信レイアウト、停止・停止解除レイアウト）

・リストボタン ：０個

・詳細ページボタン：０個
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初期設定
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インストールおよびライセンスの追加

■インストールおよびライセンス追加手順

１．インストールURLにアクセスし、自身のSalesforceアカウントでログインする。

２．パッケージインストール画面に遷移するので、インストールキーを入力し、
インストールするユーザを「管理者のみのインストール」と選択して
「インストール」もしくは「アップグレード」をクリック。

３．インストールが始まるので、インストール成功のメールがくるのを待つ。
４．Salesforce環境にアクセスし、必要であれば再度ログインする。
５．画面右上部のナビゲーションバーの中から歯車のアイコン「設定」をクリッ
ク、設定へ移動

６．画面左部のクイック検索欄から「インストール済みパッケージ」を検索し、クリック

７．「インストール済みパッケージ一覧」内に正しいバージョン番号の請求管理ロボが
インストールされていることを確認し、「ライセンスの管理」をクリック
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インストールおよびライセンスの追加

８．「ライセンスを付与したユーザ」に必要なユーザを追加するため、「ユーザの追
加」ボタンをクリック

９．選択可能なユーザ一覧からライセンスが必要なユーザにチェックを入れ、「追
加」をクリック
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権限付与が必要なオブジェクト一覧

■権限付与が必要なオブジェクト一覧

・請求管理ロボforSalesforceをご利用いただくユーザは、プロファイルまたは

権限セットにて、以下の表に記載のオブジェクト,およびその項目に対して

参照,編集権限を持っている必要があります。

オブジェクトラベル名 オブジェクトAPI名

入金情報 KEIRINOMIKATA__Payment__c

消込結果明細 KEIRINOMIKATA__ClearingDetail__c

集計用１ KEIRINOMIKATA__AggregateObject1__c

集計用２ KEIRINOMIKATA__AggregateObject2__c

振替予定 KEIRINOMIKATA__TransferSchedule__c

決済情報 KEIRINOMIKATA__PaymentMethod__c

請求管理ロボへ削除連携バッファー KEIRINOMIKATA__MikataInteBuffer__c

SequenceNumber KEIRINOMIKATA__SequenceNumber__c

請求先部署 KEIRINOMIKATA__Seikyusakibusho__c

最終参照日 KEIRINOMIKATA__LastReference__c

見積書 KEIRINOMIKATA__Estimate__c

連携エラーログ KEIRINOMIKATA__Logger__c

ビュー設定 KEIRINOMIKATA__ViewSettings__c

見積書明細 KEIRINOMIKATA__EstimateDetail__c

請求元銀行口座パターン KEIRINOMIKATA__BillingSourceBankAccountPattern__c

請求書 KEIRINOMIKATA__Bill__c

請求元部署 KEIRINOMIKATA__BillingSourceIndividual__c

請求元銀行口座 KEIRINOMIKATA__BillingSourceBankAccount__c

参照エラーログ KEIRINOMIKATA__BillSearchLogger__c

請求書明細 KEIRINOMIKATA__BillDetail__c

請求情報 KEIRINOMIKATA__DemandDetail__c

請求元担当者 KEIRINOMIKATA__BillingSourceOwner__c
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リストビューボタンの追加

■リストビューボタンの追加

・以下オブジェクトの検索レイアウトのリストビューに対して、一括処理を

行うためのリストビューボタンを設置します。

＜標準オブジェクトの場合＞

・オブジェクトマネージャー⇒以下の対象オブジェクト名をクリック
⇒該当オブジェクト⇒Salesforce Classicの検索レイアウト⇒リストビュー
⇒編集ボタンをクリック⇒下記の通りボタンを移動させ、保存をクリック

＜対象オブジェクトとボタン名＞

・取引先 ：１．請求管理ロボへ停止登録処理
２．請求管理ロボへ停止解除処理
３．請求管理ロボへ更新処理

・商品 ：１．請求管理ロボへ登録処理
２．請求管理ロボへ停止登録処理
３．請求管理ロボへ停止解除処理

※オレンジ：SalesCloudを利用の場合のみ設定します。Salesforce Platformで利用する
場合は水色の枠内のオブジェクトのみ設定をお願いします。
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シングルサインオン設定

■シングルサインオン設定

・請求元設定や請求書発行、請求書送付、消込処理時に各オブジェクト設置された

Iframe内のウィンドウより請求管理ロボアプリケーションの画面を表示するために

Salesforce組織内で以下の設定を行う必要があります。

＜手順１＞

・アプリケーション⇒接続アプリケーション⇒接続アプリケーションを管理すると

進み、マスタ表示ラベル「請求管理ロボ」の「編集」をクリックします。

＜手順２＞

・以下の画面内のOAuthポリシーに設置された「許可されているユーザ」を「管理者

が承認したユーザは事前承認済み」を選択し、保存します。

＜手順３＞

・保存後、「マスタ表示ラベルの請求管理ロボ for Salesforce」をクリックすると、
画面内に「プロファイル」という関連リストが作成されています。

「プロファイルを管理する」のボタンをクリックし、Iframeへのアクセスを
許可するユーザーのプロファイルを選択します。

＜手順３に関連する注意事項＞

・設定するプロファイルがカスタムプロファイルの場合、プロファイルの権限設定で

「設定・定義を参照する」に必ず、チェックをつけてください。
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アプリケーションへのアクセス権限付与

■アプリケーションへのアクセス権限付与

＜手順１＞

・本アプリケーションへのアクセス権限をプロファイルに付与するため、

アプリケーション⇒アプリケーションマネジャと進み請求管理ロボ （設定）

（API参照名：MikataSettingApp）の編集ボタンをクリックし、

ユーザープロファイルをクリックします。

＜手順２＞

・選択可能なプロファイルより銀行口座の登録や商品設定、また、担当者登録

などの初期設定を行うプロファイルを選択済みプロファイルに移します。
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APIアクセスキーの発行

■APIアクセスキーの発行

・請求管理ロボとの連携を行うにあたり、Salesforceからロボへのアクセスを許可

するために以下の設定を行う必要があります。

＜手順１＞

・Salesforceにて「請求元設定」タブから請求管理ロボのIframeを開き、右上部の

設定から「API接続設定」を選択します。

＜手順２＞

・API接続設定画面にて、「アクセスキー」欄の「発行」ボタンを押下し、

表示されるアクセスキーをコピーし、クリップボード等に控えます。

(※「カスタム設定②」にて使用します)
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API接続設定：カスタム設定①

■請求管理ロボ設定の登録

・Salesforce組織内の設定画面を開き、『カスタムコード』⇒

『Lightningコンポーネント』と進み、『カスタム設定』の項目をクリックします。

・カスタム設定内の表示ラベル『請求管理ロボ設定』レコードの左端に設置された

『Manage』をクリックします。

・請求管理ロボ設定内の画面上段に設置された『新規』のボタンをクリックします。

（※下段の『新規』ボタンはユーザ,プロファイルレベルの設定となるため、

上段のボタンを用いること）



■請求管理ロボ設定の登録

・請求管理ロボの契約手続完了後に、当社サポート部門より送信された手続完了の

ご案内メールに添付された情報等を以下の項目に設定します。

＜設定項目＞

‐APIアクセスキー ：「APIアクセスキーの発行」にて発行した

APIアクセスキーを設定します。

‐APIホスト ：https://billing-robo.jp を設定していただきます

‐APIユーザーID ：添付ファイルのAPI接続メールアドレスを設定します。

‐デバッグログフラグ ：任意項目になります。チェックをつけた場合API連携

エラーが発生した際にドキュメントオブジェクト内

のFolderCustomLogにエラーログのレコードが作成されます。

‐請求書API明細分割 ：接続するAPIを選択します。（ONは新,OFFは旧APIで接続）

推奨設定はON（チェックあり）となります。

‐入金情報無効データ ：無効になった入金情報のデータを取り込むか設定します。

更新取込フラグ （ONは取り込む,OFFは取り込まない）

推奨設定はON（チェックあり）となります。

‐通知先１ ：任意項目になります。API連携エラーが発生した際の通知先

メールアドレスを登録していただきます。

‐通知先２ ：任意項目になります。API連携エラーが発生した際の通知先

メールアドレスを登録していただきます。

‐通知先３ ：任意項目になります。API連携エラーが発生した際の通知先

メールアドレスを登録していただきます。

‐組織ドメイン ：パッケージをインストールしたSalesforce組織のドメインを

設定します。

設定例⇒https://test.my.salesforce.com/ 
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API接続設定：カスタム設定②

https://billing-robo.jp/


■請求管理ロボ設定の登録

＜設定項目＞

‐請求書明細取得件数 ：一度のリクエストで取得する請求書明細の件数を設定します。

推奨値は20です。（1～200で設定）

‐請求書取得件数 ：一度のリクエストで取得する請求書の件数を設定します。

推奨値は20です。（1～200で設定）

‐消込結果明細取得件数 ：一度のリクエストで取得する請求書明細の件数を設定します。

推奨値は20です。（1～200で設定）

‐入金情報取得件数 ：一度のリクエストで取得する請求書明細の件数を設定します。

推奨値は20です。（1～200で設定）

‐消費税 ：初期設定の『8』の値から変更しないようお願いします。

‐請求情報取得件数 ：一度のリクエストで取得する請求情報の件数を設定します。

推奨値は20です。（1～200で設定）
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API接続設定：カスタム設定③
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Apexクラススケジュールの設定①

■Apexクラススケジュールの設定

・定時バッチ処理を実行するため、Apexクラスのスケジュールを設定します。

＜手順１＞

・カスタムコード⇒Apexクラスと進み、以下の「Apexをスケジュール」のボタンを

クリックします。

＜手順２＞

・以下の画面内で、各定時バッチ処理に応じて内容を設定します。
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Apexクラススケジュールの設定②

■各種定時バッチ処理の設定

（スケジュール設定必須のApexクラス）

・各種定時バッチ処理の設定を以下の通り行っていただきます。

※終了日については2099年のような長期間を設定していただきます。

◆請求書関連

＜１＞

・請求書オブジェクトのレコード取得と消込ステータスの更新を行う定時バッチ

処理になります。

-ジョブ名 ：請求書取得

-Apexクラス ：CLP_BillBulkReferenceSchedulableBatch

-頻度 ：毎週

-曜日 ：月曜日～日曜日

-推奨開始時刻：6:00～9:00の間の1時間

＜２＞

・請求書オブジェクトのレコード取得と消込ステータスの更新を行う定時バッチ

処理になります。

-ジョブ名 ：消込結果反映

-Apexクラス ：CLP_BillBulkReferenceSchedulableBatch

-頻度 ：毎週

-曜日 ：月曜日～日曜日

-推奨開始時刻：16:00～18:00の間の1時間

◆請求情報関連

＜１＞

・請求管理ロボで請求情報の次回請求スケジュールが変更された際にその情報をSalesforce

側のレコードに反映します。

-ジョブ名 ：最新請求スケジュール取得

-Apexクラス ：CLP_DemandBulkSearchScheduleClass

-頻度 ：毎週

-曜日 ：月曜日～日曜日

-推奨開始時刻：6:00～9:00の間の1時間

※請求情報の単価や数量等を自動的に変更するような処理を組まれている場合は、

以下のApexクラスを設定していただくことを推奨します。

○ジョブ名 ：請求情報更新

○Apexクラス ：CLP_DemandBulkUpsertScheduleClass

○頻度 ：毎週

○曜日 ：月曜日～日曜日

○推奨開始時刻：18:00~22:00の間の1時間
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Apexクラススケジュールの設定③

■各種定時バッチ処理の設定

・各種定時バッチ処理の設定を以下の通り行っていただきます。

＜削除連携バッファーのリトライ＞

・請求管理ロボに削除連携を行った際に、通信エラーで処理が失敗したレコードの

削除処理を再度実行するためのバッチ処理になります。

-ジョブ名 ：削除連携バッファーのリトライ

-Apexクラス ：CLP_BulkBufferClearScheduleBatch

-頻度 ：任意

-曜日 ：任意

-希望開始時刻：任意

※請求管理ロボアプリケーションのメンテナンス時刻と重なる可能性がありますので、

希望開始時刻に関しましては1:00～5:00の間は非推奨となります。

＜ログファイル削除（任意設定）＞

・カスタム設定のデバッグログにチェックをつけた場合のみ設定します。

ドキュメントオブジェクト内のFolderCustomLogに溜まる請求管理ロボへの

連携ログを削除するためのバッチ処理になります。

-ジョブ名 ：ログファイル 削除

-Apexクラス ：CLP_DocumentBulkDeleteScheduleBatch

-頻度 ：任意

-曜日 ：任意

-希望開始時刻：任意
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見積機能設定

※最新版のパッケージを取得されている方は本章の設定は不要です。

■テンプレートの選択対象にゴシックフォントの基本テンプレートを追加

1. 請求書テンプレートグローバル値への追加

1-1. 設定＞オブジェクトマネージャ＞請求書＞項目とリレーション＞請求書テンプ
レートを開き、値リスト横「請求書テンプレートコード 値セットを表示」ボタンを押
下する。値リスト横「新規」ボタンを押下する。

1-2. 表示ラベルに「基本テンプレート（見積書同一フォント）」、API参照名に

「10005」を入力する。

2.  請求先部署ページレイアウトに基本テンプレートの選択肢を追加

2-1. オブジェクトマネージャより、請求先部署オブジェクトを選択し、レコード

タイプ より直接契約顧客をクリック

2-2. 請求書テンプレートの編集を押し、基本テンプレート（見積書同一フォント）を

追加する。
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見積機能設定

■見積書に使用する印影およびロゴを登録する

参考ヘルプ：
https://help.salesforce.com/articleView?id=000327122&type=1&mode=1

1. 公開グループの作成

・「見積用公開グループ」のような新規公開グループを作成する。

・メンバーに「公開グループ：すべての内部ユーザ」を含む。

2. ライブラリの作成

・ ファイル＞ライブラリで「見積用ライブラリ」のような新規ライブラリフォルダを

作成する。

・メンバーの管理で、1で作成した公開グループを指定する。

3. 会社ロゴ、印影画像のアップロード

・2で作ったフォルダに画像をアップロードする
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見積機能設定

■見積書に使用する印影およびロゴを登録する

4. 画像ファイルのIDの取得

・ライブラリフォルダに移動する

・アップしたファイル名をクリックして画像プレビューを開く

・表示された画像を右クリックして「画像アドレスをコピー」を選択

（Chromeの場合）

・画像URLから「versionId=」に設定されている値（画像ファイルのID）を

コピーする

5. カスタムメタデータレコードへの登録

・カスタムメタデータ「見積もり機能用設定」の標準設定レコードを開く

・「印影画像バージョンID」と「会社ロゴ画像バージョンID」項目に、4で取得した

各画像ファイルのIDを登録する
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ToDo設定

■ToDoにレコードタイプを追加する

1. レコードタイプを追加

・請求管理ロボ for Salesforceをインストール時に権限を付与したプロファイルの

Todoのレコードタイプが以下の条件下では請求管理ロボ for Salesforceに含まれる

Todoレコードタイプがデフォルトに割り当てられるため、権限を付与していない

ユーザにフィードなどでTodoが非表示になるケースがあります。

＜条件＞

・Todo、及び、活動に対してレコードタイプを作成していない

・その為、本章の手順を通し、請求管理ロボ for Salesforceの権限が

割り当てられていないユーザとToDoを共有するための設定を行います。

＜レコードタイプ作成＞

１．オブジェクトマネージャーよりToDoを選択

２．レコードタイプを選択し、新規をクリック

・必要事項を記入して保存

３．表示ラベル等必要項目を記載し、保存
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ToDo設定

■ToDoにレコードタイプを追加する

2.レコードタイプの割り当てを確認

・Salesforce標準の設定では新規ToDoのグローバルアクションにはマスタが

設定されている為、フィード項目から新規ToDoが非表示の状態となります。

その為、前頁で新規作成したレコードタイプをグローバルアクションの

新規Todoのレコードタイプに設定を行います。

＜グローバルアクションの設定＞

１．Salesforceの設定画面内のクイック検索よりグローバルアクションと入力し、

リンクをクリック

２．「新規ToDo」編集をクリックし、レコードタイプに対して前頁で作成した

レコードタイプを指定。

＜プロファイルの設定＞

１．利用中の各プロファイルのToDoのデフォルトレコードタイプに

前頁で作成したレコードタイプを指定し保存
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消込結果明細の取得設定

※最新版のパッケージを取得されている方は本章の設定は不要です。

■消込結果明細の取得設定

・請求管理ロボシステムで消込された消込結果明細をSalesforceシステムに取得する

ための方法の設定を行います。

1. 消込結果明細の消込手段の選択リスト修正

1-1. 設定からオブジェクトマネージャを選択し、消込結果明細を開く。消込結果明細
の「項目とリレーション」を選択し、その中から「消込手段」を開く。

1-2.「消込手段 値セットを表示」ボタンを押下し、無効な値から「請求書明細相殺」

を有効化する。
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消込結果明細の取得設定

2. 請求書明細の消込ステータスの選択リスト値追加

2-1. 設定からオブジェクトマネージャを選択し、請求書明細を開く。請求書明細の
「項目とリレーション」を選択し、その中から「消込ステータス」を選択する。

2-2. 「消込ステータス値セットを表示ボタン」を押下する。

2-3. 以下の値をセットする。

・値：繰越

・API参照名：10
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シングルサインオン設定

（請求管理ロボ）
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ログインユーザ登録①

■ログインユーザ登録

・Salesforce組織内でシングルサインオンの事前設定を行った後、請求管理ロボ

アプリケーションの画面をIframe内で表示するユーザーを登録します。

※お申込書に記載していただいたシステム管理者様はパッケージが届いた時点で、

既に請求管理ロボでも登録が完了しています。

＜手順１＞

・請求元設定というオブジェクトをクリックし、Iframeを表示し、ユーザー

一覧をクリックします。

＜手順２＞

・次画面内の「ユーザー情報登録」のボタンをクリックします。
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ログインユーザ登録②

■ログインユーザ登録

＜手順３＞

・以下のログインユーザーの登録画面でユーザー情報を登録し、保存します。

※注意事項

・ユーザーコード、ユーザー名、メールアドレス、パスワードについては任意の

内容で登録可能ですが、SalesforceIDの項目についてはシングルサインオンを

行うSalesforceユーザーの正式なユーザ名を登録する必要があります。
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請求管理ロボ内での基本設定
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請求書に反映させる自社情報の設定

■請求書に反映させる自社情報の設定

・請求書が作成される際に適用される計算方法の設定を行います。

＜手順1＞

・請求元設定のタブを開いていただき、「請求元編集」をクリックします。

＜手順2＞

・以下の請求元編集セクションの「請求元名１」、「郵便番号」、「住所」、

「電話番号」、「FAX番号」、「ロゴ」、「印影」に自社の情報を入力します。

※請求書への項目マッピングについては以下のURLよりご参照ください。

https://keirinomikata.zendesk.com/hc/ja/articles/206446241

https://keirinomikata.zendesk.com/hc/ja/articles/206446241
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消費税等の計算方法の設定

■消費税等の計算方法の設定

・請求書作成時に適用される計算方法の設定を行います。

＜手順1＞

・請求元設定のタブを開いていただき、「請求元編集」をクリックします。

＜手順2＞

・以下のオプションセクション内の「消費税端数計算方法」、「消費税計算方法」、
「金額計算方法（金額計算時に発生した小数点以下の数値の扱い）」を

編集していただきます。
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継続請求時の日数計算設定

■継続請求時の日数計算の設定

・請求情報内の周期に応じた日数計算の設定を行います。

◆設定対象企業様

・以下の3条件を満たす場合、本設定が必要となります。

１．請求タイプ：定期定額、または定期従量をご利用される。

２．1カ月周期で請求書を出される商材が含まれる。

３．役務提供が月末から始まる契約が発生する。

＜手順1＞

・請求元設定のタブを開いていただき、「請求元編集」をクリックします。

＜手順2＞

・以下のオプションセクション内の「応当日がない場合の期間満了日」を

「月末前日」に設定
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勘定科目設定①：仕訳機能を利用する場合

■勘定科目設定

・請求管理ロボ for SFAで作成される仕訳データをご利用される場合の設定に

なります。

＜手順1＞

・請求元設定のタブを開いていただき、歯車のマークから「勘定科目設定」を

選択していただきます。

＜手順2＞

・売上高の補助科目コード設定対象を商品に指定します。

・売上高２～１０の勘定科目名を自社で利用している勘定科目名に変更します。

・売上高～１０の勘定科目コードを会計ソフトで登録している内容に変更します。

＜手順3＞

・Salesforceのオブジェクトマネージャより商品オブジェクトを選択⇒

項目とリレーション⇒売上高勘定科目コードと進み選択リストの各値の編集ボタンを

クリックし、値のみ手順２で設定した名称を反映します。

※注意事項

値を変更される際に、API参照名は変更しないようお願いします。
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勘定科目設定②：仕訳機能を利用する場合

■勘定科目設定

・売掛金と前受金の補助科目を商品ではなく、請求先部署に設定、または、補助科目の

指定先を選択しない場合、以下の設定を行っていただきます。

＜手順2＞

・売上高の補助科目コード設定対象を商品に指定します。

・売上高２～１０の勘定科目名を自社で利用している勘定科目名に変更します。

・売上高～１０の勘定科目コードを会計ソフトで登録している内容に変更します。

＜手順４＞

・Salesforceのオブジェクトマネージャより商品オブジェクトを選択⇒

ページレイアウトと進み、ページレイアウトから、以下の２項目を

外していただきます。

１．前受金補助科目コード

２．売掛金補助科目コード

※注意事項

・手順４までを実施していただいた上で、Salesforce標準の商品オブジェクトから

各レコードに対して、請求管理ロボへ登録処理のボタンをクリックし、連携処理を

実施していただく必要がございます。

・仕訳機能を利用しない場合、商品オブジェクトを請求管理ロボへ登録処理を実行し、

連携を行う必要はありません。

※仕訳機能の詳細については以下のURLをご参照ください。

・https://keirinomikata.zendesk.com/hc/ja/articles/206252441

https://keirinomikata.zendesk.com/hc/ja/articles/206252441
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消費税コード設定：仕訳機能を利用する場合

■消費税コード設定（任意）

・請求管理ロボ for SFAで作成される仕訳データをご利用される場合の設定となり、

仕訳をご利用されない場合は任意の設定となります。

＜手順1＞

・請求元設定のタブを開いていただき、歯車のマークから「消費税コード設定」を

選択していただきます。

＜手順2＞

・各勘定科目に対して、自社の会計ソフトで割り振っている消費税コードを

設定します。
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メール送信設定①

■メール送信元の設定

・請求書のメール送信などはSalesforceのメールサーバーではなく、請求管理ロボの

メールサーバーより送信します。送信元の設定や、メール文面などの設定は

以下となります。

＜手順1＞

・請求元設定のタブを開いていただき、歯車のマークから「メール設定一覧」を

選択していただきます。

＜手順2＞

・メール送信時のFromや送信者名を変更する場合、上記の赤枠の内容を変更します。

※注意事項

・送信元メールアドレスを変更する場合、請求管理ロボのメールサーバーの

IPアドレスを自社のメールサーバーのSPFレコードとして設定する必要があります。

請求管理ロボのメールサーバーのIPアドレスについては以下をご確認ください。

https://keirinomikata.zendesk.com/hc/ja/articles/206289533

https://keirinomikata.zendesk.com/hc/ja/articles/206289533
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メール送信設定②

■メール送信元の設定

＜手順３＞

・赤枠の編集ボタンをクリックしていただきます。

＜手順４＞

・以下の赤枠の中身について、編集を行うことができます。

※文面内で利用可能なタグについては以下のヘルプページをご参照ください。

https://keirinomikata.zendesk.com/hc/ja/articles/208267663

https://keirinomikata.zendesk.com/hc/ja/articles/208267663
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請求管理ロボ for Salesforce

カスタマイズサンプル
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請求書作成に関する日付の規則

■請求書作成に関する日付の規則

◆日付の規則

・請求情報の中で、日付として「請求書発行日」、「請求書送付日」、「決済期限」

「売上計上日」、「払込票有効期限」という日付を持っており、日付の関係性

について以下の規則があります。

※払込票有効期限は決済情報のレコードタイプがコンビニ払込票の場合のみ有効

◆請求タイプ：単発の場合※単発の場合、売上計上日は自由に設定可能

＜日付の規則：決済情報レコードタイプがコンビニ払込票以外＞

・請求書発行日≦請求書送付日≦決済期限

＜日付の規則：決済情報レコードタイプがコンビニ払込票の場合＞

・請求書発行日≦請求書送付日≦決済期限≦払込票有効期限

※請求管理ロボ連携後、売上計上日の日付を迎え、請求書発行日を迎えるまでの期間は

請求書発行日、請求書送付日、決済期限の変更はできません。

◆請求タイプ：定期定額・定期従量の場合

＜日付の規則：決済情報レコードタイプがコンビニ払込票以外＞

・請求書発行日≦売上計上日≦請求書送付日≦決済期限

＜日付の規則：決済情報レコードタイプがコンビニ払込票の場合＞

・請求書発行日≦売上計上日≦請求書送付日≦決済期限≦払込票有効期限

⇒考え方として、

・請求書を発行していないのに、送付はできない

・送付していないのに支払期限を迎えることはできない

という考え方を持っています。
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相対日付への変換：連携処理前

■請求情報をカスタムオブジェクトから作成する際の構築サンプル

◆相対日付への変換式

・請求情報内では請求書発行日等の日付について、日付のデータ型ではなく、

相対日付の選択リストを利用して設定を行います。

＜相対日付_月への変換式＞

TEXT(((YEAR( 請求書発行日として利用する日付 ) - YEAR( サービス提供開始日にマッ
ピングする日付 )) *12 + MONTH(請求書発行日として利用する日付 ) - MONTH(サービ
ス提供開始日にマッピングする日付 ))

※注意事項

・「 請求書発行日として利用する日付」の内容を請求書送付日や決済期限、売上計上日

の値としてマッピングする項目に置き換えてそれぞれ変換を行います。

・算出される値は±36以内に収める必要があります。

＜相対日付_日への変換＞

IF(TEXT(DAY(請求書発行日として利用する日付 )) = "31", "99", TEXT(DAY(請求書発行
日として利用する日付 )))

※注意事項

・「 請求書発行日として利用する日付」の内容を請求書送付日や決済期限、売上計上日

の値としてマッピングする項目に置き換えてそれぞれ変換を行います。

・28日~31日の期間を全て末日と判断する場合は、OR関数等でアレンジしていただく

必要がございます。
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相対日付への変換：連携処理後

■請求情報をカスタムオブジェクトから作成する際の構築サンプル

◆相対日付への変換式

・カスタムオブジェクトで日付関連の情報を変更し、その情報を既に連携済みの

請求情報に反映する場合以下の数式を利用します。

＜相対日付_月への変換式＞

TEXT(((YEAR( 請求書発行日として利用する日付 ) - YEAR(請求情報の対象期間開始日)) 
*12 + MONTH(請求書発行日として利用する日付 ) - MONTH(請求情報の対象期間開始
日))

※注意事項

・「 請求書発行日として利用する日付」の内容を請求書送付日や決済期限、売上計上日

の値としてマッピングする項目に置き換えてそれぞれ変換を行います。

・算出される値は±36以内に収める必要があります。

＜相対日付_日への変換＞

IF(TEXT(DAY(請求書発行日として利用する日付 )) = "31", "99", TEXT(DAY(請求書発行
日として利用する日付 )))

※注意事項

・「 請求書発行日として利用する日付」の内容を請求書送付日や決済期限、売上計上日

の値としてマッピングする項目に置き換えてそれぞれ変換を行います。

・28日~31日の期間を全て末日と判断する場合は、OR関数等でアレンジしていただく

必要がございます。
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請求書オブジェクトとの紐づけ

■請求書を任意のオブジェクトと紐づける

◆グループコードの利用

・複数の請求情報がまとめ、１請求書レコードにまとめる「明細合算条件」が

ありますが、その中にグループコードというものが含まれています。

・このグループコードは請求書レコードが作成された際に、レコードとして反映される

仕様となっております。

・その為、請求書オブジェクトに参照項目を作成し、また、請求情報内のグループ

コードに対象のカスタムオブジェクトのSalsforceIDを入力しておくと、プロセス

ビルダー等で請求書レコードが生成された時点で、自動的に参照レコードを設定する

ことができます。

※注意事項

・プロセスビルダーで構築される際は、参照先のレコードが削除されたりしないように

運用上の注意が必要があります。

・請求先部署のレコードタイプが販売代理店、または、販売代理店店子の場合、

グループコードは反映されません。

・請求情報検索タブ内に設置された新規請求情報から請求情報を作成することは

控えていただく必要があります。
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請求情報の停止予約

■請求情報の停止予約

◆停止予約日の利用

・契約関連のオブジェクトと請求情報を紐づけて管理している場合、契約で解約日

として設定した日付を利用し、請求情報の停止を自動で行うことができます。

・請求情報に契約関連のオブジェクトの参照項目を設け、請求情報作成時に、

対象オブジェクトのレコードIDを当て込みます。

・次に契約関連のオブジェクト内に解約日や請求停止日の日付項目を作成し、

該当の値が入力されたタイミングで関連する請求情報に対して、日付を反映する

仕組みをご用頂きます。

・最後に以下のスケジュール設定可能なApexクラスの設定を行っていただきます。

-ジョブ名 ：請求情報停止連携

-Apexクラス ：CLP_DemandBulkStopScheduleClass

-頻度 ：毎週

-曜日 ：月曜日～日曜日

-推奨開始時刻：23:00までに実施

※請求書の自動生成バッチが深夜1時から2時の間に起動しており、そのバッチが

起動する前に請求情報を停止する必要があるため。


