
なんでも酒やカクヤスとは

カクヤス navi について

開業・仕入見直しをご検討の方へ

ログイン 新規登録

パスワードお忘れの方はこちら

ユーザ ID パスワード

PC・スマホで ができるだけでなく

お役立ちコンテンツ 続々追加中︕︕新商品・
キャンペーン

情報

試飲会・展示会
情報 料飲店トレンドと

繁盛店情報

https://kaku-navi.kakuyasu.co.jp

ログイン は
　　　こちらから

ユーザID（お得意先様コード）を入力

ご不明の場合は担当営業までご連絡ください

オーナー様専用のマスター IDの
場合は入力しなくてOK︕（空欄
のまま）スタッフIDでログインの
際は、枝番を入れてください。 

パスワードを入力

スタートガイド

ご利用推奨環境
Windows Internet Explorer11、Google Chrome56
Mac Safari10、Google Chrome56

Android Google Chrome59
iOS Mobile Safari

※中面で詳しく説明

お得意先様コードは
納品書にも記載が
あります。

料飲店様専用サイト「カクヤス navi ONLINE」

簡単発注
確定した

ご請求書の
PDF 出力

月の途中での
ご利用状況の確認
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① ②
③



マイページ

オリジナル注文書管理画面

お知らせＢＯＸ

ご利用・ご請求情報

スタッフ ID 管理

お客様情報管理 ( 登録内容確認 )

サイト利用停止

月別商品ご注文状況

様居酒屋カクヤス   ご担当者

TOP 画面

お客様 ID

お客様情報管理（登録内容確認）

000000000-00

お届け先住所 居酒屋カクヤス

決済方法

ユーザー名

請求書送付でのお支払い

〒114-0003

東京都北区豊島2-3-1

TEL︓03-1234-5678

ユーザー名

メールアドレス

メールアドレス

現在のパスワード

現在のパスワードを入力

新しいパスワード

新しいパスワードを入力

確認用パスワード

再度新しいパスワードの入力

秘密の質問

情報を変更する

お届け希望時間帯

答え 答え

FAX︓

「お届け先住所」、「決済方法」の変更をご希望の際はこちらよりご
連絡ください。

メールアドレス
を登録してください
注文確認メールや
品切れ連絡が届きます。
今後メルマガも
　　　　　配信予定♪

ようこそ

ログアウト

マイページ マニュアル
0

0

ご注文

新商品・キャンペーン
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初期パスワードは
簡易的なもののため、
パスワードの変更

をお願いします。

パスワードは
半角英数字を組み合わせて
８文字以上12文字以下で
設定してください。

初めてログインをしたら
最初に設定をしてください︕

入力が完了したらクリック︕

パスワードを忘れた時に必要な為
秘密の質問と答え を設定してください。

希望のお届け時間を設定しておくと
毎回入力する手間が省けます（任意）

お客様情報管理

①

②

④
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マイページ

オリジナル注文書管理画面

お知らせＢＯＸ

ご利用・ご請求情報

スタッフ ID 管理

お客様情報管理 ( 登録内容確認 )

サイト利用停止

月別商品ご注文状況

様居酒屋カクヤス   ご担当者

TOP 画面

ようこそ

ログアウト

マイページ マニュアル
0

0

ご注文

新商品・キャンペーン
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ユーザー名

このユーザー︓

単価表示︓

有効

このユーザーのパスワード

注文可能（単価表示無し）

このユーザーのアドレス

請求情報閲覧︓ 有効

スタッフID追加

登録/変更

スタッフID追加

登録/変更

スタッフID管理

ユーザー ID︓000000000-01

発注担当のスタッフの
方がご利用になる際
のパスワードとメール
アドレスを入力してく
ださい。

注文可能 （単価表示無し）

注文不可
注文可能 （単価表示無し）
注文可能 （単価表示有り）

基本は「単価表示なし」で
設定されていますが、「単
価表示あり」「注文不可」
の設定も可能です。

入 力が 完了しましたら
「登録 /変更」をクリック
すれば登録完了︕
即日ご利用頂けます。

スタッフへ請求情報の閲覧制限も
指定できます。

（チェックを入れなければ見れま
せん）

最大5つまでIDを追加
できます。

スタッフの方がログインする際は、ユー
ザーIDに得意先コードを入れた後、後ろの
小窓に枝番（図の場合「01」）を入れてくだ
さい。

ログイン 新規登録

ユーザ ID パスワード

スタッフ ID の作り方

①
②
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マイページ

オリジナル注文書管理画面

お知らせＢＯＸ

ご利用・ご請求情報

スタッフ ID 管理

ご利用ご請求情報

最新の御利用状況

今回迄総残高

ご利用ご請求情報

2018/11/30 現在

御利用期間 2018 年 11 月 21 日～2018 年 11 月 29 日

今月の御利用金額 \333,333

御請求日 2018 年 11 月末日

御支払期日 2018 年 12 月 10 日

今回迄総残高（繰越金額 + 今回御請求額）\333,333

繰越金額 \222,222

今回御請求額 \111,111

御支払期日 2018 年 12 月 10 日

御請求書履歴

御請求年月 2018 年 11 月 20 日

御請求額 \111,111

御支払期日 2018 年 11 月 30 日

御支払額 \111,111

すべての明細を見る

御請求書を見る（PDF）

日別の明細を見る

※請求書送付でのお支払い（掛売り）の場合
注

文だけじゃない︕

【サンプル】

今月いくら使っているのか︖
前月は何がどのくらい出たのか︖

など一目瞭然︕
会計業務のサポートとしても

ご利用いただけます。

PDFでご請求書を
ご確認いただけます。

ご利用状況が表示されます。
「すべての明細を見る」「日別の明細を見る」を
クリックすると、ご注文番号ごとの詳細をご
確認いただけます。
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様居酒屋カクヤス   ご担当者

TOP 画面

ようこそ

ログアウト

マイページ マニュアル
0

0

ご注文

新商品・キャンペーン

ご利用・ご請求情報の確認の仕方

今月のご利用明細

ご注文番号 : B000000000000
伝票番号 : 

ご注文日時 : 2019/03/1 12:00 (WEB からのご注文 )

お届け（希望）日 : 2019/03/1

商品コード : 00002850
規格 : 10L　 入数 : 1

合計金額 ￥11,800-(税抜)

お届け完了(売上)

バラ 2価格︓5,900 円
（税込 6,292 円）

ご注文番号（昇順） 12 件表示

1 件～ 1 件（全 1 件）

アサヒ スーパードライ 生樽

ご注文番号(昇順)
ご注文番号(降順)
ご注文ユーザ名(昇順)
ご注文ユーザ名(降順)
ご注文日時(昇順)

ご注文日時(降順)
お届け(希望)日(昇順)
お届け(希望)日(降順)
お届け先(昇順)
お届け先(降順) 選べます

月の途中でも 今月何を何本注文
したか、注文番号・注文日時も
確認できます︕

① ②



今月いくら使っているのか︖
前月は何がどのくらい出たのか︖

など一目瞭然︕
会計業務のサポートとしても

ご利用いただけます。
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ご注文

オリジナル注文書からのご注文

過去の注文商品からのご注文

見積案内済商品からのご注文

商品検索からのご注文

その他のご注文（不明品等）

ご注文履歴・キャンセル

かんたん

かんたん

かんたん は 2 ステップでご注文完了の簡単注文方法です。

様居酒屋カクヤス   ご担当者
ようこそ

ログアウト

マイページ マニュアル
0

0

0

ご注文

新商品・キャンペーン

品切れ情報

営業担当者へのご連絡（見積・商品問合せ）

使い方等のお問い合わせ

[ キャンペーン ]_ イタリアワイン キャンペーン【ワイン】
新商品・キャンペーン2019 年 6 月 20 日

【東京／カクヤス】クラフト酒セミナー＆展示会【スピリッツ】
試飲会・展示会2019 年 6 月 20 日

[ 新商品 ]_ グランリッチ【ビール】
新商品・キャンペーン2019 年 6 月 20 日

詳細に探す

カテゴリーで探す

お届け希望日のご指定

商品をカートへ入れる前に、こちらでお届け希望日をご指定ください。

2018/12/03 のお届け

以降のお届け2018/11/27

お知らせ

TOP 画面

オリジナル注文書の編集
ができます。
商品の 追 加は「商品一覧」

「商品詳細」「見積案内済商
品」「過去の注文商品」から
できます。

数量を
入力して

こちらより
日時指定を
すれば
注文完了︕

いつも注文する商品を
登 録しておけば、数 量
を入力するだけでカン
タンに注文できます︕

先に指定しておけば、そ
の日にお届けできる在庫
があるか表示されます。

カンタンご注文方法カンタンご注文方法

新商品情報、
お得なキャンペーン情報、
試飲会・展示会情報を
毎週発信しています。

お店のご繁盛に
繋がる様々な情報を
発信しています︕

注
文だけじゃない︕

使い方ムービー使い方ムービーナビオンライン
ナビオンライン

ナビオンラインでのご注文方法、
　　　　便利な使い方を動画で説明しています。

ナビオンラインTOPページのバナー
からもページに行けます！
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