
 

 

©Tokyo Kyodo Trade Compliance 目次 

 Ver.8 

III 招待他 

パート 1. 共通機能のご案内（３） 

 

共通 III）仕入先管理、企業追加申請・招待と納品先管理 目次 

 

共通 III-1）仕入先管理（依頼者） ・・・〔共通 III〕p.2 

 

共通 III-2）企業招待・追加申請の手続き（依頼者） ・・・〔共通 III〕p.4 

共通 III-2-1）企業招待を個別に登録する ・・・〔共通 III〕p.4 

共通 III-2-2）追加申請の場合の注意点 ・・・〔共通 III〕p.7 

共通 III-2-3）企業招待をインポートで登録する ・・・〔共通 III〕p.8 

共通 III-2-4）仕入先追加申請・招待送信を管理する ・・・〔共通 III〕p.9 

＜招待・追加申請が受諾・辞退されたら＞  

＜追加申請・招待を再送・取消するには＞  

共通 III-2-5）仕入先情報の編集・更新 ・・・〔共通 III〕p.14 

 

共通 III-3）納品先管理 ・・・〔共通 III〕p.15 

共通 III-3-1）納品先管理（回答者） ・・・〔共通 III〕p.15 

共通 III-3-2）追加申請を受領後の手続き（回答者） ・・・〔共通 III〕p.18 

共通 III-3-3）納品先情報の編集・更新 ・・・〔共通 III〕p.20 

  

目次 パート１ III 



 

©Tokyo Kyodo Trade Compliance 2 

 

III 招待他 

Ver.8 

パート 1. 共通機能のご案内 
III）仕入先管理、企業追加申請・招待と納品先管理 

 

共通 III-1）仕入先管理（依頼者） 

 

【［仕入先 一覧］画面】 

一覧画面では、招待承諾済の仕入先の内容確認や

仕入先一覧のダウンロードができます。 

 

メニュー ＞取引企業管理 ＞ 仕入先 一覧をクリ

ックします。 

 

【［仕入先 一覧］ 項目】 

項目名 説明 

利用一時 

停止フラグ 

利用を一時停止している仕入先には  マークが表示されます 

※検索条件「☑依頼一時停止中の仕入先も表示する」を☑して検索すると表示されます 

法人番号 仕入先の法人番号(国税庁が指定する 13 桁の識別番号) 

企業名（日） 仕入先の企業名 

住所 仕入先の住所 

仕入先コード 自社で管理している仕入先企業を一意に特定するための任意のコード(複数指定可) 

 

【［仕入先 詳細］画面】 

［仕入先 一覧］画面より、確認したい該当の仕入先

の🔎マークをクリックすると［仕入先 詳細］画面へ遷

移します。 

 

 

 

・『仕入先 詳細 企業情報欄』  

項目名 説明 

法人番号 仕入先の法人番号(国税庁が指定する 13 桁の識別番号) 

企業名（日） 仕入先の企業名(日本語) 

企業名（フリガナ） 仕入先の企業名(フリガナ) ※全角カナ入力 

企業名（英） 仕入先の企業名(英語)  

住所（日） 仕入先の住所(日本語)  

住所（英） 仕入先の住所(英語)  

共通 III-１） 
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電話番号 仕入先の電話番号 

仕入先コード 自社で管理している仕入先企業を一意に特定するための任意のコード 

(複数指定可) 

回答期限（日数） 該当仕入先に依頼をする際の指定回答期限のデフォルト日数 

リマインドメール要否 回答期限 7 日前にリマインドメールを自動送付するかの要否 

備考 仕入先についての備忘メモ等 

 

 ・「依頼一時停止」ボタン：クリックすると『仕入先』のプルダ

ウンに対象仕入先が表示されなくなり、対象

仕入先への新規依頼の作成ができなくなりま

す。 

停止を解除するには［仕入先 詳細］画面

にて「依頼一時停止解除」をクリックしてくださ

い。 

 

 ・「編集」ボタン：［仕入先 編集］画面に遷移します。 

 

 

 

  

共通 III-１） 
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共通 III-2）企業招待・追加申請の手続き（依頼者） 
アカウント管理者または＜取引企業管理＞の「確定権限」

を持つユーザーが仕入先の追加申請・招待を行うことがで

きます。 

 

※事前に、JAFTAS で原産資格調査を依頼したい仕入 

先のご担当者様に対し、システム参加を依頼しておくと

手続きを円滑に進めることができます。 

※企業登録のためには、仕入先企業の登記上の企業名と 

登記上の住所が必要です。 

※システムへの参加を依頼するには、仕入先様のご担当 

者名とメールアドレスを事前にご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

共通 III-2-1）企業招待を個別に登録する 
 

① アカウント管理者または＜取引企業管理＞業務に

「確定権限」を持つユーザーでログインし、 

メニュー ＞ 取引企業管理 ＞仕入先追加申請・招

待をクリックします。 

 

② ［仕入先追加申請・招待］画面から、仕入先として

JAFTAS への参加を依頼する企業を特定するために、

「法人検索」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
※JAFTAS において招待と追加申請に関

するシステム作業は同一です。 

 －仕入先様が JAFTAS 利用者であった
場合、手続きの途中で「すでに JAFTAS
を利用しています」というメッセージが表示
されます。 

－追加申請では仕入先様の JAFTAS ア
カウント管理者に追加申請の通知が届
きます。 

共通 III-2-1） 

◆追加申請と招待 
・招待とは、JAFTAS 未登録企業への参
加依頼を送ることを指します。 

・追加申請とは、JAFTAS をすでに利用
している企業に対し、自社の仕入先とし
ての登録を依頼することを指します。 
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③ 「法人検索」サブウインドウが開いたら、下記条件を入

力し、「検索」をクリックします。(複数指定可) 

・法人番号：13 桁の数字 

・企業名：法人格(株式会社、(株)など)は省略

し、企業名のみを指定します。(前方一致) 

・住所：都道府県から入力します。 

・検索結果のうち該当企業の左端トグルボタンをク 

リックし、画面下の「OK」をクリックします。 

 

④ ［仕入先追加申請・招待］画面が表示され、選択し

た企業の情報が画面上に転記されます。招待したい

企業であることを確認してください。 

※法人登記簿上フリガナ情報がない場合、「企業名(フリ

ガナ)」欄は空欄になりますが、そのままお進みください。 

 

◆仕入先伝達事項について◆ 

今回送信する JAFTAS 招待の案内以降の手続き

が円滑に進められるよう、「仕入先伝達事項」欄には

下記を記載いただくようにお願いします。 

 １）被招待企業ご担当者  

２）招待企業担当者 

３）被招待企業への伝達事項 

 

仕入先追加申請・招待の画面では、上記項目名の

みがあらかじめ入力された状態となっております。 

必要事項を加筆の上、招待の送信をお願いします。

（関連：共通 III-2-２）追加申請の場合の注意

点） 

 

 

『仕入先追加申請・招待 画面項目』 

 

項目名 説明 

法人番号 「法人検索」から法人検索画面を開き、該当の仕入先情報を選択 

法人番号なしチェック 招待したい企業が上記「法人検索」で見つからない場合はチェックした上

で、下記に招待先情報を記入 

企業名（日）* 「法人検索」で見つからない場合、仕入先の企業名(日本語)を入力 

※JAFTAS では、利用者（アカウント）を
13 桁の法人番号で登録します。 

※法人番号の特定が難しいときは、仕入先
様に事前に確認いただくと円滑です。 

共通 III-2-1） 

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX
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企業名（フリガナ） 「法人検索」で見つからない場合、仕入先の企業名(フリガナ)を入力 

※全角カナ 

住所（日） 「法人検索」で見つからない場合、仕入先の住所(日本語)を入力 

仕入先コード 自社で管理している仕入先企業を一意に特定するための任意のコードを

入力 

複数入力する場合は、「追加」をクリックしてコードを入力 

※招待時の必須入力項目ではありませんが、調査依頼や各マスタ登録時

に必要となるため入力を推奨致します。（A-001、XYcorp など） 

※招待後も編集可能です。 

回答期限（日数） 該当仕入先に依頼をする際の希望回答期限のデフォルト日数を入力 

リマインドメール要否* 回答期限 7 日前にリマインドメールを自動送付するかの要否をチェック 

メールアドレス* 招待先のメールアドレスを入力  

※当該アドレスに対して招待メールが届きます。 

※すでに JAFTAS システムに参加している企業の場合は、このメールアドレ

スではなく、該当企業の管理者にメールが送信されるため、下記「仕入

先伝達事項」もご活用ください。 

メールアドレス(確認用) * 招待先のメールアドレスを再度入力 

仕入先伝達事項 仕入先のアカウント管理者へのメッセージを入力 

※入力した内容は、セキュリティの観点から招待メール及び初回招待受諾

画面には表示されず、仕入先がすでに JAFTAS システムに参加している

企業且つその仕入先企業アカウント管理者がログイン後に招待受諾する

際にのみ、参照することができます。 

※相手仕入先企業の中でアカウント管理者と対自社の担当者が違う場

合、前者が後者を JAFTAS ユーザーとして追加登録する際などに参考と

して参照できる情報などを記入してください。 

備考 仕入先についての備忘メモ等を入力 ※取引先には公開されません。 

 

⑤ 必要事項を入力後、ポップアップを確認の上「はい」を

クリックすると、招待メールが送信されます。 

 

 

 

 

 

  

共通 III-2-1 

◆招待送信後、［仕入先追加申請・招
待送信・管理 一覧］画面にてステータ
スが‟招待中”と表示されている事を確認
してください。 

  表示がない場合、招待を正常に送信出
来ていない可能性がございます。 
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共通 III-2-2）追加申請の場合の注意点 
 

① 仕入先が既に JAFTAS に参加している場合、赤字で

「この企業はすでに JAFTAS を利用しています。『送信』

を押下すると、この企業の JAFTAS 管理者宛てに通知

が送信されます」というメッセージが表示されます。 

 

② 過去に招待を作成/送信した事がある企業および既に

取引中の企業のうち、ステータスが‶招待前“‶招待中”‶

取引中”の場合は、法人検索に表示されません。 

既に被招待企業へ招待を作成/送信していないかを

［仕入先追加申請・招待送信・管理 一覧］画面に

てご確認ください。 

 

尚、被招待企業側が招待企業に対して招待を作成/

送信している場合にも、招待企業が法人検索した際に

表示されません。 

・［納品先受諾・管理 一覧］画面にて被招待企業 

からの招待が届いていないかご確認ください。 

・被招待企業側で招待の作成のみ行い、送信していな 

い（ステータス‶招待前”）可能性が考えられますので、 

被招待企業へ直接メール等でご確認ください。 

 

③ 追加申請メールは仕入先企業のアカウント管理者に送

信されます。アカウント管理者以外の仕入先担当者に

も追加申請メールを送信したい場合、「担当者」欄に

仕入先担当者氏名とメールアドレスを入力してください。 

 

仕入先追加申請・招待の画面では、上記項目名のみ

があらかじめ入力された状態となっております。 

１）被招待企業ご担当者  

２）招待企業担当者 

３）被招待企業への伝達事項 

必要事項を加筆の上、招待の送信をお願いします。 

仕入先のアカウント管理者が貴社担当者を JAFTAS ユ 

ーザー登録等をすることにより、手続きが円滑になります。 

共通 III-2-2 

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX

 
・追加申請後の円滑な運用のため、自社の 
担当者情報などを「仕入先伝達事項」に 
追記し、連絡してください。 

・仕入先 JAFTAS アカウント管理者は、連 
絡を受けた担当者をご確認ください。 
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共通 III-2-3）企業招待をインポートで登録する 
ここではインポートで一括登録する手順をご案内します。 

なお、インポート時の注意事項については、共通機能 I-6)◆インポート機能と利用に関しての注意点 を 

ご参照ください。 

 

① メニュー ＞ 取引企業管理 ＞ 仕入先追加・招待イ

ンポートをクリックし、［仕入先追加・招待インポート］

画面を開きます。 

 

② ファイルフォーマット［ダウンロード］をクリックし、インポー

トファイルフォーマットをダウンロードします。 

※ダウンロード形式はテキスト ドキュメント (.txt) 

 

③ 別添資料 1-X13）仕入先追加申請・招待 インポー

ト をご参照のうえ、インポートファイルを作成します。 

 

④ ファイルをアップロードします。アップロードに成功すると、

「登録成功 ○件インポートしました」と表示されます。 

エラーがある場合は、赤字でエラーメッセージが表示され

ます。 

※エラー等が無い場合はインポートしたファイルがそのまま 

取り込まれます。 

 

⑤ ［仕入先追加・招待送信・管理 一覧］画面にて、

一括登録した該当の仕入先企業の登録内容を確認し

ます。 

検索条件にステータス‟招待前”にチェックをつけて「検

索」をクリックし、該当の仕入先の🔎マークをクリックすると

［仕入先追加・招待送信・管理 詳細］画面へ遷移

します。 

 

⑥ ［仕入先追加・招待送信・管理 詳細］画面にて、

一括登録した該当の仕入先企業の登録内容を確認

後「送信」をクリックすると、招待メールが送信されます。 

 

 

◆複数の仕入先へまとめて送信する場

合、［仕入先追加・招待送信・管理 

一覧］画面にて、まとめて操作「1.一

括送信」機能で該当の仕入先をチェック

し、「実行」ボタンをクリックして招待メー

ルを一斉送信することもできます。 

共通 III-2-３） 

◆インポートでの一括登録時には、仕入
先への招待メールは自動送信されません
ので、後続の送信手続きを行ってください。 

 ◆大量のデータをアップロードする際は長時 
間の処理になります。アップロード後、しば 
らくお待ちください。 

https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%85%B1%E9%80%9AI%EF%BC%89%E5%85%B1%E9%80%9A%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%A8%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9.pdf#page=19
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%88%A5%E6%B7%BB%E8%B3%87%E6%96%991%EF%BC%89%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf#page=25
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%88%A5%E6%B7%BB%E8%B3%87%E6%96%991%EF%BC%89%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf#page=25
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共通III-2-4）仕入先追加申請・招待送信を管理する 

メニュー ＞ 取引企業管理 ＞ 仕入先追加申請・招待

送信・管理をクリックすると、［仕入先追加申請・招待送

信・管理］一覧に遷移します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［仕入先追加申請・招待送信・管理 一覧］画面 

 

項目名 説明 

ステータス 仕入先の招待ステータス 

招待前/招待中/取引中/招待キャンセル/不参加 

招待送信回数 仕入先への招待メールの送信回数 

最終招待送信日時 仕入先へ招待メールを送信した日時(再送信した場合は最終日時) 

法人番号 仕入先の法人番号(国税庁が指定する 13 桁の識別番号) 

企業名（日） 仕入先の企業名(日本語) 

招待送信先 

メールアドレス 

招待先のメールアドレス 

※すでに JAFTAS システムに参加している企業の場合「管理者に招待通知済」

と表示されます。 

住所（日） 仕入先の住所(日本語) 

仕入先コード 自社で管理している仕入先企業を一意に特定するための任意のコード(複数可) 

 

 

［仕入先追加申請・招待送信・管理 詳細］画面 

 

項目名 説明 

ステータス 仕入先の招待ステータス 

招待前/招待中/取引中/招待キャンセル/不参加 

招待送信回数 仕入先への招待メールの送信回数 

最終招待送信日時 仕入先へ招待メールを送信した日時(再送信した場合は最終日時) 

法人番号 仕入先の法人番号(国税庁が指定する 13 桁の識別番号) 

共通 III-2-4） 
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企業名（日） 仕入先の企業名(日本語） 

企業名（フリガナ） 仕入先の企業名(フリガナ) 

住所（日） 仕入先の住所(日本語) 

仕入先コード 自社で管理している仕入先企業を一意に特定するための任意のコード(複数可) 

回答期限（日数） 該当仕入先に依頼をする際の指定回答期限のデフォルト日数 

リマインドメール要否 回答期限 7 日前にリマインドメールをシ自動送付するかの要否 

メールアドレス 招待先のメールアドレス 

※すでに JAFTAS システムに参加している企業の場合は、赤字で「この企業はす

でに JAFTAS を利用しています。再送信する場合はこの企業の JAFTAS 管

理者宛てに通知が送信されます」と表示されます。 

仕入先伝達事項 仕入先のアカウント管理者へのメッセージ 

備考 仕入先についての備忘メモ等 ※取引先には公開されません。 

 

 

 

＜参考＞仕入先追加申請・招待送信・管理 一覧のステータスについて 

 招待前    ：追加申請・招待を送信する前（データが作成されたのみ）の状態です。インポート

が完了したときにはこの状態で表示されます。 

 招待中    ：追加申請・招待を送信し、仕入先で手続き中の状態です。 

 取引中    ：追加申請・招待が受諾され、JAFTAS 利用者として依頼・回答が可能な状態で

す。 

 招待キャンセル：招待者の都合により招待をキャンセルした場合には「招待キャンセル」として記録が

残ります。 

 不参加    ：仕入先から招待の辞退を受けた状態です。 

 

 

  

共通 III-2-4） 
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＜招待・追加申請が受諾・辞退されたら＞ 

 

1） 招待・追加申請の結果は以下の 2 つの方法で確認で

きます。 

 

方法１）JAFTAS より、「システムに登録されました」と 

いう内容の自動配信メールを受領します。 

記載のリンクをクリックして、［仕入先追加申請・招 

待送信・管理 一覧］画面を開きます。 

 

 

方法２）＜取引企業管理＞から「仕入先追加申 

請・招待送信・管理」をクリックします。 

 

 

 

 

2） ［仕入先追加申請・招待送信・管理 一覧］画面

にて当該企業のステータスが‟取引中”になっていること

を確認します。 

また、招待が辞退された場合にはステータスが‟不参

加”となります。 

 

 

 

 

 

 

  

共通 III-2-4） 
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＜追加申請・招待を再送・取消するには＞ 

 

◆追加申請・招待の再送 

 

・追加申請・招待メールを再送することができます。 

 

1） ［仕入先追加申請・招待送信・管理 一覧］画面か 

ら、追加申請・招待を再送したい企業の🔎マークをクリ 

ックします。 

 

 

 

 

2） ［仕入先追加申請・招待送信・管理 詳細］画面が

開きますので、「再送信」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3） メールが再送信されるとともに、［仕入先追加申請・招

待送信・管理 一覧］画面の「招待送信回数」が一回

分増えていることが確認できます。 

 

※手続き中の企業は［仕入先追加申請・招待送信・管 

理 一覧］画面の✐マーク、［仕入先追加申請・招 

待送信・管理 詳細］画面の「再送信」ボタンが表示 

されません。手続きが完了するまでお待ちください。 

 

※新規利用者(招待)の場合、JAFTAS への登録に 3

営業日ほど有する場合があります。 

 

※ご回答に時間を要している場合には、仕入先に連絡を

取るなどしてご確認をお願いいたします。 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

 

共通 III-2-4） 
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◆追加申請・招待の取消 

 

・追加申請・招待を受けた企業が手続き開始前、もしくは手

続き中の場合（ステータス‶招待前“‶招待中”）に限り、追

加申請・招待を取消することができます。 

 

1） ［仕入先追加申請・招待送信・管理 詳細］一覧か

ら、招待取消をしたい追加申請・招待の🔎マークをクリ

ックします。 

 

2） ［仕入先追加申請・招待送信・管理 詳細］画面に

遷移し、画面左下「招待削除」もしくは「招待キャンセ

ル」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3） 招待削除の場合：被招待企業に招待・追加申請の  

取り消しを伝えるメールが送信されます。 

［仕入先入先追加申請・招待送信・管理 一覧］ 

画面から対象企業が削除されます。 

招待キャンセルの場合：対象企業のステータスが‶招待 

キャンセル“になります。 

 

※招待を削除・キャンセルした仕入先に対して、後日、 

再度招待を送信することも可能です。 

 

 

 

 

  
 

XXXXXXXXXX  XXXXXXX    XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

共通 III-2-4） 
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共通 III-2-5）仕入先情報の編集・更新 
仕入先の情報は［仕入先 詳細］画面からご確認いただけます。 

※表示項目については、前述の 共通 III-1）仕入先管理（依頼者）をご参照ください。 

※依頼を送るなど、JAFTAS 上で連携を行うには「仕入先コード」の登録が必要です。 

 

1） ［仕入先 一覧］画面の✐マークをクリックし、［仕入

先 編集］画面を開きます。 

 

 

 

 

 

 

2） 必要な更新情報を入力します。 

 

 

 

 

 

※複数の仕入先コードを設定する場合は「追加」をクリ

ックし、入力の行を増やします。 

※不要となった仕入先コードは「削除」のクリックで削除

できます。 

 

3） 「更新」をクリックすると、情報が更新されます。 

   

項目名 説明 

仕入先コード* 自社で管理している仕入先企業を一意に特定するための任意のコードを入力 

複数入力する場合、追加ボタンをクリックしてコードを入力 

※調査依頼や各マスタ登録時に必須の項目です。（A-001、XYcorp など） 

※仕入先コードを複数企業で重複して登録する事はできません。 

回答期限（日数） 該当仕入先に依頼をする際の希望回答期限のデフォルト日数を入力 

リマインドメール要否* 回答期限 7 日前にリマインドメールを自動送付するかの要否をチェック 

備考 仕入先についての備忘メモ等を入力 ※取引先には公開されません。 

共通 III-2-5） 
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共通 III-3）納品先管理 

共通 III-3-1）納品先管理（回答者） 
原産性の調査回答を行う納品先を管理する機能です。アカウント管理者または「取引企業管理」の「確定権限」を

持つユーザーが納品先の受諾を行うことができます。 

 

【［納品先 一覧］画面】 

一覧画面では、招待受諾済の納品先の内容を確認し、

この画面から納品先一覧のダウンロードを行うことができ

ます。 

 

メニュー ＞ 取引企業管理 ＞ 納品先 一覧をクリック 

します。 

 

 

【［納品先 一覧］項目】 

項目名 説明 

法人番号 納品先の法人番号（国税庁が指定する 13 桁の識別番号） 

企業名（日） 納品先の企業名 

住所 納品先の住所 

納品先コード 自社で管理している納品先企業を一意に特定するための任意のコード(複数可) 

 

 

【［納品先 詳細］画面】 

［納品先 一覧］画面より、確認したい該当の納品先

の🔎マークをクリックすると［納品先 詳細］画面へ遷

移します。 

 

『企業情報』 

納品先の企業情報を表示します。 

 

項目名 説明 

法人番号 納品先の法人番号(国税庁が指定する 13 桁の識別番号) 

企業名（日） 納品先の企業名(日本語) 

企業名（フリガナ） 納品先の企業名(フリガナ） 

企業名（英） 納品先の企業名(英語)  

住所（日） 納品先の住所(日本語)  

共通 III-３-1） 
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住所（英） 納品先の住所(英語)  

電話番号 納品先の電話番号 

納品先コード 自社で管理している納品先企業を一意に特定するための任意のコード(複数可) 

 

 

【［納品先受諾・管理 一覧］画面】 

納品先からの招待ステータスを確認する機能です。 

［納品先受諾・管理 一覧］画面より、確認したい該

当の納品先の🔎マークをクリックすると［納品先受諾・

管理 詳細］画面へ遷移します。 

 

項目名 説明 

ステータス 納品先からの招待ステータス「招待受信中、取引中、招待キャンセル、

辞退済」を表示 

受信日 納品先から招待を受信した日時を表示 

法人番号 納品先の法人番号を表示（国税庁が指定する 13 桁の識別番号） 

企業名（日） 納品先の企業名を表示 

住所 納品先の住所を表示 

 

 

＜参考＞納品先受諾・管理 一覧のステータスについて 

 招待受信中  ：招待を受信し、受諾または辞退を行う前の状態です。 

 取引中     ：追加申請・招待を送信し、仕入先で手続き中の状態です。 

 招待キャンセル：招待者の都合により招待をキャンセルした場合には「招待キャンセル」として記録が

残ります。 

 辞退済      ：招待の辞退を行った状態です。 

 

 

 

【納品先受諾・管理 詳細の紹介】 

［納品先受諾・管理 一覧］画面より、確認したい該

当の納品先の🔎マークをクリックすると［納品先受諾・

管理 詳細］画面へ遷移します。 

 

 

 

 

共通 III-３-1） 

 ◆ステータス「取引中」の納品先の場合で、
招待受諾後に納品先の企業情報を変
更している場合には招待時点の情報が
表示されます。 
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『納品先受諾・管理 詳細 企業情報欄』 

項目名 説明 

法人番号 納品先の法人番号(国税庁が指定する 13 桁の識別番号） 

企業名（日） 納品先の企業名(日本語) 

企業名（フリガナ） 納品先の企業名(フリガナ)  

企業名（英） 納品先の企業名(英語)  

住所（日） 納品先の住所(日本語)  

住所（英） 納品先の住所(英語)  

電話番号 納品先の電話番号 

納品先からの伝達

事項 

該当の納品先が記入した貴社のご担当者様情報等 

※招待が承諾される場合、ご担当者様が JAFTAS のユーザーとして登録

されていない場合はユーザーとして追加するなど、納品先様とのご連絡

や依頼・回答の運用を事前にお取決めいただくことを推奨いたします。 

受諾実行者(※) 招待の受諾を行った担当者名 

受諾日時(※) 招待の受諾を行った日時 

（※）受諾実行者・受諾日時について 

受諾実行者・受諾日時は 2020/10/15 以降のデータが表示されます。 

2020/10/15 以前に招待を受諾している場合「データなし」と表示されます。 

 

 

 

  

共通 III-３-1） 
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共通 III-3-2）追加申請を受領後の手続き（回答者） 
すでに JAFTAS をご利用の利用者が追加申請を受領した

後の手続きをご案内します。 

 

1） JAFTAS への追加申請を受領していることは、以下の 3

つの方法で確認できます。 

 

方法１）お取引先企業からの「招待メール」を受領します。 

招待メールに記載のリンクをクリックして、追加申請受領 

の手続きを始めます。 

 

方法２）ログイン後のトップ画面『お知らせ』に「納品先受 

諾・管理 一覧に未確認のものがあります」と表示されます。 

「確認する」リンクをクリックして、追加申請受領の手続きを 

始めます。 

 

方法３）＜取引企業管理＞「納品先受諾・管理」に未確 

認のマークが表示されていることを確認します。 

「確認する」リンクをクリックして、追加申請受領の手続きを 

始めます。 

XXXXXXX                                   

2） 上記のいずれかの方法で［納品先受諾・管理 一覧］

画面に遷移し、一覧よりステータスが「招待受信中」の

申請の🔎マークをクリックします。 

 

3） ［納品先受諾・管理 詳細］画面に遷移しますので、

追加申請を行った依頼者の情報を確認します。 

 

・「担当者」欄にアカウント管理者以外の業務担当者情

報が記載されていることがあります。この場合、貴社内規

定に従い、必要に応じて業務上のご担当者をユーザー追

加してください。 

 

・今回貴社に追加申請を送信した企業に対し、原産資

格調査の依頼が発生する可能性がある場合、双方向

依頼に☑を入れます(任意)。 

 

XXXXX 

共通 III-３-2） 

◆双方向依頼の☑を外した場合、後日 
納品先に対して調査依頼が発生した際
は仕入先招待を行う必要があります。
＜仕入先追加申請・招待＞から仕入
先として追加申請を行ってください。
（参照 共通Ⅲ-2-1） 

※納品先より支給品のサプライヤー証明 
書を取得するなど、調査依頼が発生す
る可能性がある場合はチェックを入れて
いただく事を推奨いたします。 
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4） 「受諾」をクリックすると追加申請が受諾されます。 

 

・ご事情により、追加申請企業への仕入先登録を辞退し

たい場合、「登録辞退」をクリックすることにより、登録辞

退の旨が JAFTAS サポートデスクに連絡されます。 

 

5） JAFTAS サポートデスクにて、貴社の今後の JAFTAS ご

利用のご要望をお伺いのうえ、JAFTAS への参加・不参

加を登録します。 

JAFTAS サポートデスクでの手続きが完了しましたら、追

加申請・招待送信企業に対して連絡メールが送信され

ます。 

  

共通 III-３-2) 

◆登録辞退 
 
・「登録辞退」をクリックすると、追加申請送 
信企業との間で JAFTAS 上の依頼・回答 
を行うことができません。 

・ご不明点や不都合がありましたら、登録辞 
退をクリックする前に JAFTAS サポートデス
クにご相談ください。 
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共通 III-3-3）納品先情報の編集・更新 
納品先の情報は［納品先 詳細］画面からご確認いただけます。 

※表示項目については、前述の 共通 III-3-1）納品先

管理（回答者）をご参照ください。 

 

1） ［納品先 一覧］画面の✐マークをクリックし、［仕入

先 編集］画面を開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2） 必要な更新情報を入力します。 

 

項目名 説明 

納品先コード 自社で管理している納品先企業を一意に特定するための任意のコードを入力 

複数入力する場合、「追加」をクリックしてコードを入力 

※必須入力項目ではありませんが、各マスタ登録時に必要となるため入力を推

奨致します。（A-001、XYcorp など） 

 

※複数の納品先コードを設定する場合は「追加」をクリック

し、入力の行を増やします。 

※不要となった納品先コードは「削除」のクリックで削除で

きます。 

 

3） 「更新」をクリックすると、情報が更新されます。 

 

 

 

 

 

 

共通 III-３-3) 
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＜更新履歴＞ 

Ver1.1→1.2 

P.18（III-3-2）：💡追加（双方向依頼の☑について加筆） 

 

Ver1.2→Ver.2 

P.3（III-1）：表示ボタンについて加筆 

P.6（III-2-1）：仕入先コードについて加筆、仕入先伝達事項について加筆 

P.7（III-2-2）：仕入先伝達事項について加筆 

P.12（III-2 取消）：登録手続き中の企業について加筆 

P.14（III-2-5）：仕入先コードについて加筆 

P.17（III-3-1）：受諾実行者・受諾日時について加筆 

P.20（III-3-3）：納品先コードについて加筆 

 

Ver.2→Ver.3 

P.6（III-2-1）：💡追加（招待送信後、一覧画面にて確認いただく事について加筆） 

 

Ver.4→Ver.5 

P.7（III-2-2）：追加申請の場合の注意点について加筆 

 

Ver.6→Ver.7 

P.7（III-2-2）：追加申請を送信する場合の仕入先担当者について修正 

P.7（III-2-2）：追加申請を受信した場合の担当者欄について修正 

 


