
 ふくろう販売管理　標準版　サンプル帳票集

※サンプル帳票集では、取引先様向けに発行される伝票類、請求書を中心に掲載してします。

※すべてがＡ４サイズの白紙に、罫線やタイトル付で印字されます。

※すべてがモノクロ/カラーのインクジェットおよびレーザープリンタ対応となります。

P. 2・・ 御見積書[正] Ａ４横。正と控が別々に発行されます。

見積入力画面から即時発行、または見積書画面から発行できます。

P. ３・・ 出荷指示書 Ａ４縦。受注入力画面から即時発行、または出荷指示書画面から

発行できます。

P. ４・・ 納品書[正](単式) 納品書は左記の単式または３連式から選択できます。

P. ５・・ 納品書[控](単式) いずれもＡ４縦で、単式の場合は、納品書の正と控、請求書が

P. ６・・ 請求書(単式) 別々で出力されます。

P. ７・・ 納品書(３連式) ３連式の場合は、請求書と納品書と受領書が上中下の３連で

出力されます。

売上入力画面から即時発行、または納品書画面から発行できます。

P. ８・・ 請求明細書[正] 月締めで発行する請求書です。

Ａ４横。正と控が別々に発行されます。

請求締切した請求先に対して、請求書画面から発行できます。

P. ９・・ 注文書 Ａ４縦。同レイアウトの「見積依頼書」も発行できます。

発注入力画面から即時発行、または注文書画面からまとめて発行できます。

単価、金額の印字有無は選択できます。

※掲載している帳票はあくまでサンプルのレイアウトとなりますので、導入時点でレイアウトが変更されている場合もあります。

　また印字されている情報に整合性はありません。

※控等、一部掲載を省略している帳票もあります。

※上記以外の帳票でサンプルご希望の場合は、弊社までお問合せください。



見積No        67 PAGE 1

見積日2023年03月28日

鈴木　一郎 様

サンプル商品ご提供の件 みみずく株式会社
本社

納入期限： 別途お打ち合わせ
納入場所： 御社指定場所
取引方法： 従来通り 登録番号：T9-9999-9999-9999   
有効期限： 発行より１か月 担当者：　 山田　一郎

合計金額

SE1           
サンプル商品１
SE2           
サンプル食品１
              
中計
d             
送料

＊＊　税抜金額(課売 10%)　＊＊
＊＊　消費税(課売 10%)　＊＊
＊＊　税抜金額(軽売 8%)　＊＊
＊＊　消費税(軽売 8%)　＊＊

御　見　積　書

ふくろう商事株式会社大阪営業所 御中

〒001-0001 大阪市北狐区１-２-３
TEL: 06-1111-2222　FAX: 06-3333-4444
九州営業所：北九州市大熊区10-20　TEL：XXXX-XX-XXXX

関東営業所：宇都宮市古狸町7-8　TEL：XXXX-XX-XXXX

備考

\27,950-
商　品　名 単位 数 量 単 価 金 額

(課売 10%)
2 10,000 20,000

(軽売 8%)
1 5,000 5,000

25,000
(課売 10%)

1 500 500

20,500
2,050
5,000

400

合　計 27,950

備　考　欄
毎度ありがとうございます

P.2 見積書　正



出荷指示書 受注日： 2023年04月01日

受注No： 92

564-0028 担当： 山田　一郎

ふくろう商事株式会社
大阪営業所 御中
鈴木　一郎　様

TEL：06-4860-XXXX     FAX：06-4860-XXXX 納期：

納入先：

564-0028

吹田支店

TEL：06-XXXX-XXXXX     

SE1           共通/倉庫
サンプル商品１ 2 2023/04/10
SE2           共通/倉庫
サンプル食品１ 1 2023/04/10
d             
送料 1 2023/04/10

備　考　欄

サンプル商品ご提供の件

毎度ありがとうございます

倉庫/

明細納期
備考商　品　名 数 量 単位

大阪府吹田市昭和町１－１
〇〇ビル１０１号

2023年04月10日

大阪府吹田市〇〇町１－１

P.3 出荷指示書



PAGE 1

ご担当者: 鈴木　一郎 様

サンプル商品ご提供の件 登録番号：T9-9999-9999-9999   

お世話になります。 担当： 山田　一郎
下記のとおり納品いたします。

売上日： 2023年04月10日 No. 000000296

SE1           
サンプル商品１
SE2           
サンプル食品１
d             
送料

＊　合計金額　(課売 10%) ＊

＊　合計金額　(軽売 8%) ＊

毎度ありがとうございます
合計 27,950

消費税 2,050
税抜金額 20,500

消費税 400
税抜金額 5,000

1 5,000 5,000
(課売 10%)

1 500 500

納　品　書

ふくろう商事株式会社 みみずく株式会社

大阪営業所 御中 〒001-0001 大阪市北狐区１-２-３

TEL: 06-1111-2222　FAX: 06-3333-4444
九州営業所：北九州市大熊区10-20　TEL：XXXX-XX-XXXX

関東営業所：宇都宮市古狸町7-8　TEL：XXXX-XX-XXXX

備   考

(軽売 8%)

　品　名 数　量 単位 単  価 金  額
(課売 10%)

2 10,000 20,000

P.4 納品書　正（単式）
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ご担当者: 鈴木　一郎 様

サンプル商品ご提供の件 登録番号：T9-9999-9999-9999   

お世話になります。 担当： 山田　一郎
下記のとおり納品いたします。

売上日： 2023年04月10日 No. 000000296

SE1           
サンプル商品１
SE2           
サンプル食品１
d             
送料

＊　合計金額　(課売 10%) ＊

＊　合計金額　(軽売 8%) ＊

毎度ありがとうございます

(軽売 8%)

　品　名 数　量 単位 単  価 金  額
(課売 10%)

2 10,000 20,000

納　品　書（控）

ふくろう商事株式会社

大阪営業所 御中
みみずく株式会社

〒001-0001 大阪市北狐区１-２-３

TEL: 06-1111-2222　FAX: 06-3333-4444
九州営業所：北九州市大熊区10-20　TEL：XXXX-XX-XXXX

関東営業所：宇都宮市古狸町7-8　TEL：XXXX-XX-XXXX

備   考

1 5,000 5,000
(課売 10%)

1 500 500

消費税 2,050
税抜金額 20,500

消費税 400
税抜金額 5,000

合計 27,950

P.5 納品書　控（単式）
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ご担当者: 鈴木　一郎 様

サンプル商品ご提供の件 登録番号：T9-9999-9999-9999   

担当： 山田　一郎

売上日： 2023年04月10日 No. 000000296

SE1           
サンプル商品１
SE2           
サンプル食品１
d             
送料

＊　合計金額　(課売 10%) ＊

＊　合計金額　(軽売 8%) ＊

毎度ありがとうございます
合計 27,950

消費税 400
税抜金額 5,000

消費税 2,050
税抜金額 20,500

(課売 10%)
1 500 500

1 5,000 5,000

(課売 10%)
2 10,000 20,000

　品　名 数　量 単位 単  価 金  額 備   考

(軽売 8%)

請　求　書

ふくろう商事株式会社

大阪営業所 御中
みみずく株式会社

〒001-0001 大阪市北狐区１-２-３

TEL: 06-1111-2222　FAX: 06-3333-4444
九州営業所：北九州市大熊区10-20　TEL：XXXX-XX-XXXX

関東営業所：宇都宮市古狸町7-8　TEL：XXXX-XX-XXXX

P.6 請求書（単式）



No. 000000296

564-0028
大阪府吹田市昭和町１－１
〇〇ビル１０１号
ふくろう商事株式会社
大阪営業所 御中 〒001-0001 大阪市北狐区１-２-３

TEL: 06-1111-2222　FAX: 06-3333-4444
ご担当者: 鈴木　一郎 様 九州営業所：北九州市大熊区10-20　TEL：XXXX-XX-XXXX

サンプル商品ご提供の件 関東営業所：宇都宮市古狸町7-8　TEL：XXXX-XX-XXXX
お世話になります。
売上日： 2023年04月10日 担当： 山田　一郎 PAGE 1

SE1           
サンプル商品１
d             
送料

＊　合計金額　(課売 10%) ＊

毎度ありがとうございます

No. 000000296

564-0028
大阪府吹田市昭和町１－１
〇〇ビル１０１号
ふくろう商事株式会社
大阪営業所 御中 〒001-0001 大阪市北狐区１-２-３

TEL: 06-1111-2222　FAX: 06-3333-4444
ご担当者: 鈴木　一郎 様 九州営業所：北九州市大熊区10-20　TEL：XXXX-XX-XXXX

サンプル商品ご提供の件 関東営業所：宇都宮市古狸町7-8　TEL：XXXX-XX-XXXX
お世話になります。
売上日： 2023年04月10日 担当： 山田　一郎 PAGE 1

SE1           
サンプル商品１
d             
送料

＊　合計金額　(課売 10%) ＊

毎度ありがとうございます

No. 000000296

564-0028
大阪府吹田市昭和町１－１
〇〇ビル１０１号
ふくろう商事株式会社
大阪営業所 御中 〒001-0001 大阪市北狐区１-２-３

TEL: 06-1111-2222　FAX: 06-3333-4444
ご担当者: 鈴木　一郎 様 九州営業所：北九州市大熊区10-20　TEL：XXXX-XX-XXXX

サンプル商品ご提供の件 関東営業所：宇都宮市古狸町7-8　TEL：XXXX-XX-XXXX
お世話になります。
売上日： 2023年04月10日 担当： 山田　一郎 PAGE 1

SE1           
サンプル商品１
d             
送料

＊　合計金額　(課売 10%) ＊

毎度ありがとうございます

みみずく株式会社

登録番号：T9-9999-9999-9999   
商　品　コ　ー　ド　/　商　品　名 数　量 単位 受　　　　領　　　　印

1

税抜額 20,500 消費税額 2,050

2

合計 22,550

税抜金額 20,500
消費税 2,050

1 500 500

2 10,000 20,000
(課売 10%)

みみずく株式会社

登録番号：T9-9999-9999-9999   
商　品　コ　ー　ド　/　商　品　名 数　量 単位 単  価 金  額 備   考

税抜額 20,500 消費税額 2,050 合計 22,550

(課売 10%)

税抜金額 20,500
消費税 2,050

1 500 500

2 10,000 20,000
(課売 10%)

(課売 10%)

みみずく株式会社

登録番号：T9-9999-9999-9999   
商　品　コ　ー　ド　/　商　品　名 数　量 単位 単  価 金  額 備   考

受 領 書

納 品 書

請 求 書

P.7 納品書（３連式）



564-0028
大阪府吹田市昭和町１－１ 締日 2023年04月末日 PAGE 1
〇〇ビル１０１号
ふくろう商事株式会社
大阪営業所 御中

〒001-0001 大阪市北狐区１-２-３

お客様コード SE001         TEL: 06-1111-2222　FAX: 06-3333-4444

九州営業所：北九州市大熊区10-20　TEL：XXXX-XX-XXXX

関東営業所：宇都宮市古狸町7-8　TEL：XXXX-XX-XXXX

下記の通り御請求申し上げます。

SE1           
サンプル商品１
SE2           
サンプル食品１
d             
送料

消費税

消費税

＊ 税抜金額 (課売 10%) ＊

＊ 消費税   (課売 10%) ＊

＊ 税抜金額 (軽売 8%) ＊

＊ 消費税   (軽売 8%) ＊

みみずく株式会社

登録番号：T9-9999-9999-9999   

前回御請求額 御　入　金　額 繰　越　金　額 御買上額(税抜) 消 費 税 今回御買上額 今回御請求額

28,390

日　付 伝票番号 商　品　コ　ー　ド　/　商　品　名 数　量 単位 単  価 金  額 備   考

440 0 440 25,500 2,450 27,950

2 10,000 20,000
04.10 296 (課売 10%)

1 5,000 5,000
(軽売 8%)

1 500 500
(課売 10%)

2,050
(課売 10%)

400
(軽売 8%)

20,500

2,050

5,000

400

請 求 明 細 書

P.8 請求明細書



注 文 書 Page : 1

発注日： 2023年03月28日 発注No： 000000057

みみずく株式会社
本社

〒001-0001 大阪市北狐区１-２-３
TEL: 06-1111-2222　FAX: 06-3333-4444
九州営業所：北九州市大熊区10-20　TEL：XXXX-XX-XXXX
関東営業所：宇都宮市古狸町7-8　TEL：XXXX-XX-XXXX

いつもお世話になります。
下記の通り御注文申し上げます。 担当者：　 管理者

税 抜 合 計 金 額

発送先　：

直送 
TEL:      FAX: 

合　計 13,000

サンプル商品１ 1.0  8,000.0  8,000

サンプル食品１ 1.0  5,000.0  5,000

備　考

ふくろう販売株式会社

\13,000-
商　品　名 単位 数　量 単　価 金  額

P.9 注文書


