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サービス概要

1.弊社へのご注文をWeb上で行うことができます
2.納期は各営業所窓口担当者より折り返しの連絡が入る場合があります（詳しくは30ページ）
3.サービス利用の際はアカウント発行依頼が必要です。
※アカウント発行依頼を各営業担当者/営業窓口へご依頼ください
お客様のアカウントが発行されるとご利用案内メールがお客様の元に届きます。

※オンライン注文サービスのサイトはこちらからご自由に閲覧可能です
https://web-order.kaken-material.co.jp/aec/user/

▮注文の流れ
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▮アカウント発行依頼

1.アカウント発行依頼を各営業担当者/営業窓口までお願いします

2.営業日3日以内にアカウント発行手続きを行います

3.アカウント登録が完了すると、

右記メールがお客様のメールアドレス宛に届きます

※メールが届かない場合は迷惑メールに入っていないか

ご確認お願いいたします

1.初回ログインまでの手順
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▮パスワード設定

2.「パスワードを忘れた方はこちら」
を選択

3.ログインIDとメールアドレスを入力します。
※ログインIDは登録メールアドレスです
「送信する」ボタンを選択後、
パスワードリセットメールが届きますので
パスワードの再設定を行います
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1.アカウント登録完了メール
からパスワードの再設定を行
います。
URLをクリックします。



▮パスワード再設定

1.URLをクリック

2.新しいパスワードを設定して
更新ボタンを選択

3.こちらの画面が表示されたらパスワ
ード設定は成功です
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【POINT】
スマートフォンの方はこちらのページをホーム画面にアイコン追加を
お願いします♪ 次回以降ログインしやすくなります！

【推奨ブラウザ環境】
iPhone：Safari
※GoogleChromeで開くとホーム画面に
アイコン追加できないのでSafariがおススメです
Android：GoogleChrome

Safari

(iPhone）
GoogleChrome

(Android）



(補足説明）アカウントIDの仕組み
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万が一アカウントを中止する場
合は各営業担当もしくはサイト
内お問い合わせよりご連絡くだ
さい。

【POINT】
・お客様の個人アカウントは会社情報と紐
づけられます
・１つの会社情報に対して、複数のアカウ
ント発行可能です。
・オンライン注文サービス内で作成したお
届け先（現場）情報・注文内容は同じ得意
先の他ユーザーも共有されます

〇〇防水工業様

A子さん Bさん Cさん
作成したお届
け先

注文内容

確認可 確認可



▮ログイン

２.ログイン
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ログインIDとパスワードでログインします
※ログインIDはメールアドレスです



３.商品を検索する
▮商品名（キーワード）検索

商品名や商品名の一部を入力し検索
ボタンを押してください
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商品名が分かっている
時の検索に便利です



▮メーカー検索

こちらの項目からメーカー名を選択し検索を行うことがで
きます。
※一覧にないメーカーは「その他」にまとめております
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メーカーを絞ることで

商品検索がスムーズに
なります！



▮分類検索

こちらの項目から大分類、中分類、小分類
それぞれ分類を指定して検索することができます。
※分類指定に加えてキーワードを組み合わせて検索することも可能です。
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※大分類→中分類→小分
類という順番で絞って検
索してください！！大分
類をとばして、中分類か
ら絞ると中分類の項目数
が多くなってしまします



▮お気に入り商品リストから探す

お気に入りした商品が一覧できます。
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▮注文履歴一覧から探す

過去の注文履歴が一覧できます。
⊕をクリックすると明細が確認できます。

[リピート注文]をクリックすると
明細と同じ内容の注文ができます。
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▮タグを追加する、タグ検索をする

商品詳細画面内のこのテキストボックスに
文字を入力するとタグとして登録すること
ができます。

【POINT】
商品に対して自分だけのタグ（メ
モ）を付けられ、そのタグ指定し
て検索できます！
例えば特定の現場で使用する商品
に対して「～～現場分」として登
録しておくと、検索に便利です！
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【補足】
作成したタグは商
品詳細検索から選
べます



▮商品詳細検索

①

③

②

ここからはさらに詳しい検索方法に
ついてご説明します！！
詳細検索では下記複数の項目を
組み合わせて検索することも可能で
す♪

・キーワード
・お気に入り設定
・注文履歴
・タグ
・ステータス
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➀ お気に入りをした商品の中から検索を行います

② 注文履歴の中から検索を行います

③ 設定したタグの中から検索を行います。
（設定方法は次のページで解説）

④ 在庫状況別に商品を検索できます

④

詳細検索



▮商品詳細検索(ステータスとは)

1.[ステータス]から
「在庫品」「要確認」「取寄品」

のいずれかを選択する。

2.ステータスを選択したら[検索]をクリックする。
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ステータス検索を使うと、
在庫状況別に商品を検索可
能です！
（下記ステータス説明↓）

ステータス 説明

➀ 関東全物流で共通で在庫している商品

②
共通在庫品ではないが一部物流で在庫

している商品

③ どの物流にも在庫してない商品



４.商品詳細画面
▮数量入力

⊞を押して数量を入力してください。
減量する場合は⊟を押してください。
※数量が0の状態で[カートに入れる]を押すと
「注文数量は0より大きい値を指定してください。」と
いう
エラー文言が表示されます。

【POINT】
カートに追加される数量は
最後に追加された数量が
カートに反映されます。

例）最初に「３つ」カートに入れ
次に「2つ」カートに入れた場合
数量は「2つ」になります

※数量は追加ではなく更新
となるので要注意です！
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▮バリエーション商品
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カラーや、幅などバリエーションがある商品は
プルダウンやテキストボックスにて
バリエーションを選択することが可能です。

テキストボックスの場合は
半角での入力をお願いします。
（小数点1桁まで入力可能）



▮おすすめ商品とは

該当商品の関連商品は
「おすすめ商品一覧」にて表示されます。

※1 バリエーションが無

い商品なら「おすすめ商
品一覧」からカートに入
れることができるよ!!!

※1
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▮フリー入力注文

◆商品一覧（検索結果一覧）

◆詳細検索

「商品一覧（検索結果一覧）」、
「詳細検索ページ」の下部の「こちら」という

リンクからフリー注文入力のBOXを
表示させることができます

◆フリー入力注文ボックス

商品名・数量を入力すれば
カートに入れることができます。 20

【point】
欲しい商品が見つから
ない場合は「フリー入
力注文BOX」から注文

できます



４.カート画面 「カート」ボタンから
カートに入っている商品を確認できます

▮カート

カート内に追加した商品を確認します
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【point】
商品の数量を追加した場合

こちらで確認をお願いします。



▮買い物を続ける

カート内で[買い物を続ける]を
クリックするとTOPページへ移動します。
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▮得意先情報
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お客様の得意先情報・お客様名・電話番号が表示されます



初期値はお客様の得意先事務所or過去に使用した現場です
変更する場合は「変更する」ボタンをクリックします

▮お届け先

過去に本システムで使ったお届け先は「お届け先選択」から検索できます。
追加した届け先は以降お届け先リストに追加されます。

◆お届け先設定

「お届け先変更」画面が表示されます

新規でお届け先を作成する場合は「お届
け先入力」画面から作成します
（次のページで解説）
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「お届け先名」
→お届けする現場名や事務所名を入力

「都道府県・市区町村・その他住所」
→住所情報をプルダウンで入力します
※その他住所は町域の情報になります

「上記以降の住所」
→上記プルダウンで入力できなかった住所情
報を入力します

「事務所区分」
・現場入れの時→「それ以外」を選択
・事務所・倉庫入れの時→「事務所」を選択

◆お届け先入力（新規お届け先作成）

▮お届け先

「電話番号」
現場担当の方の電話番号記入します
→注文の確認をするために使用します

「その他」
現場の注意事項を入力

「気付」
気付情報がある場合入力します
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◆お届け先入力（新規お届け先作成）

▮お届け先

【補足説明】

プルダウンで該当住所がな
い場合は

「以下無い場合はこちら」
を選択し、「上記以降の住
所」に入力します
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▮請求先入力

こちらの欄は請求先とお届け先が違う場合に使い
ます。次のページで説明します。

請求先とお届け先が一致している場合
→「お届け先と同じ」を選択します

◆請求先＝お届け先の場合
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【補足説明】

ここで選択された
お届け先が請求書
に記載される現場
名になります



請求先とお届け先が異なる場合
→「それ以外」を選択し
「変更する」ボタンから請求先情報を設定します

「お届け先選択」or「お届け先入力」で
請求先の情報を設定します

◆請求先≠お届け先の場合

▮請求先入力

「お届け先変更」
の画面に遷移
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【補足説明】
ここで選択する
お届け先が請求
書に記載される
現場名になりま
す



荷主名は、荷物を受け取る際の会社名です。
お客様の会社名と実際に荷物を受け取る会社が異なる時にご利用ください。
（全角１５文字まで入力可能）

▮荷主名入力

（例）
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▮商品ステータスごとの到着予定日/配送予定便の選択・電話連絡有無一覧

➀ ② ③ ④
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ステータス 説明 到着希望日の選択
配送予
定便の
選択

各営業所からの折り返し電話

➀ 関東全物流で共通で在庫している商品
〇

選択可能な配送便が存在すれば、
到着希望日は当日を選択可能。
もし当日選択可能な配送便が存
在しない場合、翌日以降から選

択可能。

〇
✕

在庫欠品がない限り折り返しの電話なしで
納期確定

②
共通在庫品ではないが一部物流で在庫している

商品
〇

〇
確定納品日･便の折り返しの電話有

③ どの物流にも在庫してない商品

〇
午前の注文（～11:59）であれば、

＋1日以降を指定可能。
午後の注文（12:00~23:59）で
あれば、＋2日以降を指定可能。

※ただし、土曜日はスキップし
て計算する

✕
〇

確定納品日の折り返しの電話有

④ フリー入力注文BOX
商品が見つからない場合に使用 ✕

希望ある場合はコメント欄にて
記入をお願いします

✕
〇

商品と納期についての折り返しの電話有

商品のステータス表記によって
到着予定日/配送予定便の選択・電話連絡有無が異なります。
下記の一覧をご確認ください。



■「在庫品」「要確認」ステータスがついている商品
到着希望日と配送予定便（納品時間）を選択できます
※配送予定便が選べる締切時間は以下の通りです
（今後変更する可能性有）
※便の有無はエリアによって異なります。詳しくは弊社ＨＰよりご確認く
ださい
※本システムからの注文は電話注文の締め時間より早めに設定しています

▮配送予定便詳細
ー在庫品・要確認商品の場合ー

便名 web注文締切時
間

納入目安時間

平日

1便 前日16:40 当日11:00頃迄

2便 当日9:20 当日14:00頃迄

3便 当日10:20 当日中

4便 当日12:50 当日中

土曜日

1便 前日16:40 当日11:00頃迄

土曜日便 当日9:20 当日中

【重要】
電話注文より10分
早く締め切ります。
締め切りに間に合わ
なかった場合は電話
にてご注文願います。
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■「取寄品」ステータスがついている商品
到着希望日をカレンダーより選択します。
メーカーからの出荷になりますので、確定納品日は者より折り
返しの電話をさせていただきます

一方、フリーBOXで注文した商品は
到着希望日・配送予定便の選択はできません。
折り返し納期についてお電話いたします

▮到着希望日・配送予定便詳細
ー取寄品とフリー注文入力BOX商品ー

～フリー注文入力BOX～
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▮貴社注文番号・コメント・発注担当者

33

■発注担当者

１つのアカウントで複数ユーザー共有して使用し

ている得意先様用にどの担当者が注文したのかわ

かるように発注担当者の項目を設けました

■貴社注文番号
貴社で管理しています注文番号が
ございましたらご記入ください
ない場合はスキップしてください

■コメント
注文に関するご要望を記入できます。（全角20文字まで）
（例）あとで金額教えて、カタログおくって、最短納期でお願い



▮荷受人・搬入注意事項
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■荷受人
荷物を受け取る方の電話番号と名前を記入します
荷受人は実際に荷物を受け取る方です。
荷物を受けとる際に弊社配送ドライバーが電話をかけるため、荷
受人が注文者と異なる場合、必ず入力ください。

■搬入注意事項
高さ制限有（3Mまで）など、注意事項を記入します。
（全角250文字まで）
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▮添付ファイル送付機能

最大４つまでファイルを添付できます
搬入許可証の送付にご活用ください。

※添付ファイルのアップロード可能拡張子は

「jpg,png,pdf,xlsx」になります。

※1ファイルのサイズは50MB以内です。



▮注文内容の最終確認

「注文内容の確認へ進む」ボタンを選択し、
注文内容の最終確認画面に遷移します

注文内容に問題なければ、
「この内容で注文する」を選択し注文を確定させます
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▮注文完了画面

♦注文完了後の注意点♦

・キャンセル・変更がある場合、納期日変更は
大変お手数ですが各営業所までお電話をお願いいたします

・要確認商品・取寄品・フリー入力注文ボックスで注文した商品の納期は各営業所より連絡いたします
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6.注文完了



▮注文受付メール

注文完了すると、ログインＩＤで使用するメールアドレスに
「注文受付のお知らせ」のサンクスメールが届きます
※メールが届かない場合は迷惑メールに入っていないかご確認お願いいたします
※迷惑メールにも入っていない場合は担当の受注窓口へお電話をお願いいたします

38



７.ちょっと便利な機能
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一部の商品へカタログ
情報を掲載しています



8.よくある質問

下記よりサイトに公開しています。

ご確認のほどよろしくお願いします。

https://www.kaken-material.co.jp/Portals/0/pdf/オンライン注文サービスよくあるご質問.pdf
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https://www.kaken-material.co.jp/Portals/0/pdf/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E6%B3%A8%E6%96%87%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F.pdf

