株式会社藤江様専用

ミドリ安全 .com ご利用マニュアル

承認機能利用・申請者編

承認者様の承認を受けることによってご 注文が成立します。

申請

申請者

1 単価契約品一覧

2 商品詳細

・従 来からお取引のあった商品等が、
お客様専用価 格で掲載されています。
・新 規にお見積もりをさせていただいた商品も、
この画面に掲載されます。

申請から承認・ご注文の流れ

A

ご注文方法
・登録されている商品の詳細画面が表示されています。
・商品のスペックや価 格などをご確認ください。

承認後、注文へ
注文

承認者

差戻し
再申請 または 取り下げ

B

変更が必要な場合は、差戻しへ

ログイン

https://midori-anzen.com/fujinoe で専用ログイン画面にアクセス。
「お客様専用 ID」と「パスワード」を
入力してログインします。

3 画面の内容に従ってご注文ください。
4 申請完了メール

5 ご注文完了メール

承認機能

承認機能

・お客様情報のメールアドレスに対し、申請受付後に「申請完了メール」を
・申請した内容を「承認者」が承認した場合、
配信しています。承認者が申請内容を「承認」もしくは「差戻し」をするまで
ご 注 文が成 立し「注 文受付完了メール」が届きます。
このままお待ちください。
なお、申請内容がそのまま「承認」された場合「購入完了メール」が、
「差戻し」された場合は「差戻しメール」が届きます。
申請者(ショウニンキノウ

シンセイシャ)様

-----------------------------------------------------------------------------------※このメールは、システムによる自動配信となっております。
このアドレスに返信されても、返信内容の確認およびご返信はできません。
お問合せは下記「ミドリ安全．com コールセンター」までいただけますようお願い致します。
-----------------------------------------------------------------------------------このたびは ミドリ安全．com をご利用いただきありがとうございます。
下記の内容でご注文を受け付けました。
確認後に正式なご注文となりますので、今しばらくお待ちくださいますよう
お願い申し上げます。
-------------------------------------------------【オーダーID】1806229168
【ご注文日】
2018年06月22日
【ご注文者】
承認機能 申請者(ショウニンキノウ

マイページ

承認者が
承認した場合

シンセイシャ)様

【ご注文明細】

お客様専用の「マイページ」画面が表示されます。

1 単価契約品一覧

お客様向け特価商品が掲載されています。

2 購入申請一覧

申請中の注 文内容が掲載されています。

1

2

3

3 購入履歴

ご購入いただいた履 歴が掲載されています。
繰 返し発注等が簡単にできます。

4

5

4 パスワード変更

セキュリティ上、定期的に
パスワード変 更をお勧めします。

5 配送先の登録
複 数の配送先がある場合は
あらかじめ登録しておくことができます。

操作方法などご不明な点は、ミドリ安全 .com コールセンターへお問い合わせください。
受付時間／平日 9：00〜17：00

T EL

FREE
MIDORI ANZEN

CALL

0120- 310- 355

【お支払方法】 請求書払い
【お届け先】
〒1240001 東京都葛飾区小菅１−１５−１６

5 差戻しメール

承認者が差戻した場合
承認機能申請者

シンセイシャ)様

いつも ミドリ安全．com をご利用いただきありがとうございます。
下記の内容でご注文されていた商品の確認が完了し、正式なご注文となりましたのでお知らせいたします。
◎納期につきましては、当サイトの商品詳細ページに記載している出荷予定を目安にしてください。
-------------------------------------------------【オーダーID】1806229168
【ご注文日】
2018年06月22日
【ご注文者】
承認機能 申請者(ショウニンキノウ

シンセイシャ)様

【ご注文明細】
・お届け先：承認機能 申請者 様
1.商品名：
ヘルメット ＳＣ−Ｍ ＲＡ イエロー
商品コード：4001034301
価格：1,642円 × 数量：1 ＝ 合計：1,642円

・お届け先：承認機能 申請者 様
1.商品名：
ヘルメット ＳＣ−Ｍ ＲＡ イエロー
商品コード：4001034301
価格：1,642円 × 数量：1 ＝ 合計：1,642円
【お買上金額】
商品金額合計：
1,642円
送料：
0円
手数料：
0円
注文金額合計：
1,642円
消費税： 122円
（1,520円）

申請者(ショウニンキノウ

-----------------------------------------------------------------------------------※このメールは、システムによる自動配信となっております。
このアドレスに返信されても、返信内容の確認およびご返信はできません。
お問合せは下記「ミドリ安全．com コールセンター」までいただけますようお願い致します。
------------------------------------------------------------------------------------

様

--------------------------------------------------

・申請した内容を「承認者」が差戻した場合、「差戻しメール」が届きます。
※ご注文情報の（ ）内の金額は、税抜きの価格です。
「差戻しコメント」に従い、
「再申請」もしくは申請の「取り下げ」をしてください。
ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ
ミドリ安全．com コールセンター
承認機能 申請者(ショウニンキノウ
TEL：0120-310-355
fax:0120-363-932 シンセイシャ)様

受付時間：月〜金 9:00〜17:00（土日祝日,年末年始,夏期休暇は除く）
-----------------------------------------------------------------------------------mail：support@midori-anzen.co.jp
※このメールは、システムによる自動配信となっております。
このアドレスに返信されても、返信内容の確認およびご返信はできません。
(mail:欄が非表示の場合は下記アドレス内の（a)を＠に変更して下さい）
お問合せは下記「ミドリ安全．com コールセンター」までいただけますようお願い致します。
mail:support(a)midori-anzen.co.jp
-----------------------------------------------------------------------------------【公式販売サイト】
いつも
ミドリ安全．com
ミドリ安全．com
URL ：をご利用頂き誠にありがとうございます。
https://midori-anzen.com
下記の内容で確認中のご注文につきまして、差戻しとなりましたのでお知らせいたします。
amazon Yahoo! 楽天市場 Wowma!
ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ
ミドリ安全.comにログイン後、マイページから購入申請一覧を選択してご確認ください。
差戻し理由:社員番号がないため差戻します。

ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ
ミドリ安全．com コールセンター
TEL：0120-310-355 fax:0120-363-932
受付時間：月〜金 9:00〜17:00（土日祝日,年末年始,夏期休暇は除く）
mail：support@midori-anzen.co.jp
(mail:欄が非表示の場合は下記アドレス内の（a)を＠に変更して下さい）
mail:support(a)midori-anzen.co.jp
【公式販売サイト】
ミドリ安全．com URL ： https://midori-anzen.com
amazon Yahoo! 楽天市場 Wowma!
ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ

【お買上金額】
商品金額合計：
1,642円
送料：
0円
手数料：
0円
注文金額合計：
1,642円
消費税： 122円
（1,520円）
【お支払方法】 請求書払い
払込番号：
281182
【お届け先】
〒1240001 東京都葛飾区小菅１−１５−１６

6 購入申請詳細

承認機能申請者

様

--------------------------------------------------

・差戻しされた詳細内容が表示されます。
※ご注文情報の（ ）内の金額は、税抜きの価格です。
l 差戻しコメントを確認の上、
注 文の「再申請」もしくは「取下げ」をしてください。
ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ
ミドリ安全．com コールセンター
TEL：0120-310-355 fax:0120-363-932
受付時間：月〜金 9:00〜17:00（土日祝日,年末年始,夏期休暇は除く）
mail：support@midori-anzen.co.jp
(mail:欄が非表示の場合は下記アドレス内の（a)を＠に変更して下さい）
mail:support(a)midori-anzen.co.jp
【公式販売サイト】
ミドリ安全．com URL ： https://midori-anzen.com
amazon Yahoo! 楽天市場 Wowma!
ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ

