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Chapter 1 

はじめに 
本マニュアルでは、以下メニューの利用方法をご案内します。 

 

 ◆請求情報 
  ⇒請求情報（最大 3 ヶ月分）に関する情報を表示することができます。 

請求代行以外のお支払方法が対象となります。 

 

 ◆請求内訳 
   ⇒ご請求金額の内訳を表示することができます。 

 

 ◆領収情報 
   ⇒お支払い済みのご請求金額（最大過去 15 ヶ月分）に関する情報を表示することができます。 

お支払い方法が口座振替のみ対象となります。 

 

 ◆請求詳細 
   ⇒ご請求内容を料金項目別、回線別に表示、およびダウンロードすることができます。 

 

 ◆通話明細 
   ⇒各種明細データをダウンロードすることができます。 

 
 

図 1-1-1 「ご利用料金分析サービス メインメニュー」画面 
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 月毎のデータ更新時には、サービスを一時停止いたします。 
 毎月データ更新直後のアクセス集中に伴い、ご提供のパフォーマンスが低下する

場合があります。 
 その他メンテナンスのため、当サービスを予告無く停止する場合があります。 
 「通話明細」では、回線数が多い場合圧縮データでダウンロードされる場合があり

ます。圧縮データの解凍方法は解凍ソフト提供元へ確認願います 
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Chapter 2 

請求情報の照会 
請求情報メニューでは、ご請求金額（最大過去 3 ヶ月分）に関する情報を表示することができます。 

請求代行以外のお支払方法が対象となります。 

 

1 請求情報 
「ご利用料金分析サービス メインメニュー」画面（図 1-1-1）より、ご請求金額部分を押下します。 

「請求情報」画面（図 2-1-1）が表示されます。 

※どのご請求金額のテキストリンクからも同じ画面に遷移します。 

※「ご利用料金分析サービス」にお申込み以前の請求月のご請求金額はハイフンが表示されます。 

 
 

図 2-1-1「請求情報」画面 

 

➊ 

➋ 

➌ 

①ご請求先番号/

名義 

②請求情報 

③請求書印刷 

請求書単位に登録されている番号、および請求書送付先の名義が表示され

ます。 

請求年月、ご請求金額などが表示されます。請求代行以外のお支払方法が対

象となります。情報が無い場合はハイフンが表示されます。 

グループ管理者としてログインしている場合も、請求先番号内全回線分のご請

求金額が表示され、ご利用料金分析サービストップページに表示される金額と

異なる場合があります。 

対象の請求年月の請求情報を PDF で出力します。 

請求情報がない場合は請求印刷ボタンは表示されません。 

グループ管理者としてログインしている場合も、請求先番号内全回線分のご

請求金額を PDF で出力します。 
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Chapter 3 

請求内訳の照会 
請求内訳メニューでは、ご請求金額の内訳を表示することができます。 

 

1 請求内訳 
「ご利用料金分析サービス メインメニュー」画面（図 1-1-1）より、[請求内訳]を押下します。 

「請求内訳 表示条件設定」画面（図 3-1-1）が表示されます。 

 

 
図 3-1-1「請求内訳 表示条件設定」画面 

 

2 請求内訳 表示条件設定 
照会する請求年月、および表示させる回線の条件を入力して、[上記の条件で検索]を押下します。 

「請求内訳 表示条件設定 回線選択」画面（図 3-2-1）が表示されます。 

 

 

➊ 

➋ 



6 

SoftBank ご利用料金分析サービス 利用マニュアル 2（請求書・請求内訳・領収情報・請求詳細・通話明細） Ver.2.1 

 
 

 
図 3-2-1「請求内訳 表示条件設定 回線選択」画面 

 

 

 電話番号変更を行った場合、その後 5 か月間、変更前・後両方の電話番号が 

表示されます。 

なお、変更前の電話番号を選択して「請求内訳情報画面」へ進んだ場合も、 

現在ご利用中の回線情報に修正された状態で表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①請求年月 

②表示回線/端末指定 

表示する請求年月を選択します。過去最大 3 ヶ月の請求内訳

を表示できます。 

表示させる回線/端末の条件を入力します。 

グループ管理者としてログインしている場合、グループに所属

する回線が表示されます。 
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3 請求内訳情報画面 
「請求内訳 表示条件設定 回線選択」画面（図 3-2-1）で対象回線にチェックを入れ、[請求内訳情報画面へ]を

押下します。「請求内訳情報」画面（図 3-3-1）が表示されます。 

 

 
図 3-3-1「請求内訳情報」画面 

 

 

 
 

①請求内訳要約 

②請求内訳 

③他請求月へのリンク 

④請求内訳の印刷 

ご請求先番号や請求書の発行日、ご請求金額等の情報が表

示されます。 

グループ管理者としてログインしている場合も、ご請求金額は

請求先番号に紐づく全回線分のご請求金額が表示されます。 

選択した回線、端末の請求内訳、およびポイント情報が表示

されます。 

グループ管理者としてログインしている場合も、合計及び消費

税等の金額は請求先番号に紐づく全回線分のご請求金額が

表示されます。 

選択されている回線の、他請求月の請求内訳情報に遷移しま

す。 

選択されている回線の請求内訳を、PDF に出力することがで

きます。 

➊ 

➋ 

➌ 

➍ 
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Chapter 4 

領収情報の照会 
領収情報メニューでは、お支払い済みのご請求金額（最大過去 15 ヶ月分）に関する情報を表示することができ

ます。お支払い方法が口座振替のみ対象となります。 

 

1 領収情報 
「ご利用料金分析サービス メインメニュー」画面（図 1-1-1）より、[領収情報]を押下します。 

「領収情報」画面（図 4-1-1）が表示されます。 

 

 
図 4-1-1「領収情報」画面 

 

 
 

 

 

 

 

 

①ご請求先番号/

名義 

②領収情報 

③領収印刷 

請求書単位に登録されている番号、および請求書送付先の名義が表示され

ます。 

請求年月、領収金額など、お支払い済みの情報が表示されます。口座振替によ

るお支払い情報のみ対象です。情報が無い場合はハイフンが表示されます。グ

ループ管理者としてログインしている場合も、請求先番号内全回線分の領収金

額が表示されます。 

対象の請求年月の領収情報を PDF で出力します。 

グループ管理者としてログインしている場合も、請求先番号内全回線分の領

収金額を PDF で出力します。 

➊ 

➋ 

➌ 
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Chapter 5 

請求詳細の照会 
請求詳細メニューでは、ご請求内容を料金項目別、回線別に表示、およびダウンロードすることができます。 

 

1 全回線請求額 
全回線請求額は、過去最大 3 ヶ月の全回線分の請求料金データを当社規定料金項目毎に一覧表示する画面

です。 

「ご利用料金分析サービス メインメニュー」画面（図 1-1-1）にて[請求詳細]を押下します。 

「請求詳細メニュー」画面（図 5-1-1）が表示されます。 

 

 
図 5-1-1「請求詳細メニュー」画面 

 

[全回線請求額]を押下すると、「全回線請求額 表示条件設定」画面（図 5-1-2）が表示されます。 

 
図 5-1-2「全回線請求額 表示条件設定」画面 
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1.1 全回線請求額 表示条件設定 
「全回線請求額 表示条件設定」画面（図 5-1-2）にて下記の入力項目を設定します。 

•◆請求年月の選択 

⇒照会対象の請求年月を選択します。 

•◆表示条件設定 

⇒集計種別：集計する種別を、料金項目ＩＤ，料金項目名称のいずれかより選択します。 

 

 

 集計種別の選択にて、料金項目名称を選択した場合は、料金項目 ID

が異なり料金項目名称が同じ項目は1項目にサマリされ表示されます。 

 「表示条件を保存」ボタンを押下すると、選択した表示条件が保存され

ます。保存した表示条件は、次回ログインの際も保持されます。 

 

 

2 全回線請求額を表示する 
【料金項目 ID で表示する】 
「全回線請求額 表示条件設定」画面（図 5-1-2）にて、表示条件を料金項目 ID に設定した後、［表示］ボタンを

押下すると、「全回線請求額（料金項目 ID）」画面（図 5-1-3）が表示されます。 

グループ管理者としてログインしている場合、グループに所属する回線のご請求金額が表示されます。 

 
 

図 5-1-3「全回線請求額（料金項目 ID）」画面 
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【料金項目名称で表示する】 
「全回線請求額 表示条件設定」画面（図 5-1-2）にて、表示条件を料金項目名称に設定した後、［表示］ボタン

を押下すると、「全回線請求額（料金項目名称）」画面（図 5-1-4）が表示されます。 

 
図 5-1-4「全回線請求額（料金項目名称）」画面 

 

3 部署・回線別請求額について 
部署・回線別請求額は、過去最大 3 ヶ月分のご請求金額を部署別、または、回線別で表示する画面です。 

 

部署別の請求額は、部署別のご請求金額、内通話料等、消費税、その他、回線数を一覧表示する画面です。 

 

 内通話料等とは、国内通話通信料、国際電話通話料、国際パケット通信料等の

合計額です。（世界対応ケータイの音声通話は含まれません）  
 内通話料等の金額は無料通信適用前の概算金額ですのでご注意下さい 
 その他には、請求グループ単位で発生する料金や割引の合計が含まれます。 

 

回線別の請求額は、回線別のご請求金額、内通話料等、消費税、その他、累計ポイントを一覧表示する画面で

す。  

 

 内通話料等とは、国内通話通信料、国際電話通話料、国際パケット通信料等の

合計額です。（世界対応ケータイの音声通話は含まれません） 
 内通話料等の金額は無料通信適用前の概算金額ですのでご注意下さい 
 累計ポイントは回線単位での一覧画面でのみ表示されます。表示される累計ポイ

ントは、該当請求月〆時点での累計ポイントです。 
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「請求詳細メニュー」画面（図 5-1-1）にて[部署・回線別請求額]を押下します。 

「部署・回線別請求額 表示条件設定」画面（図 5-2-1）が表示されます。 

 
図 5-2-1「部署・回線別請求額 表示条件設定」画面 

 

 

3.1 部署・回線別請求額 表示条件設定 
「部署・回線別請求額 表示条件設定」画面（図 5-2-1）にて下記の入力項目を設定します。 

 

•◆請求年月の選択 

⇒対象の請求年月を選択します。 

 

•◆表示条件設定 

⇒・表示種別：表示種別を部署別と回線別より選択します。 

・部署表示：部署の表示階層を、プルダウンにて、部署名（1）～（4）までのいずれかより選択します。 

・部署コード・社員番号表示：部署コード・社員番号の表示、非表示のいずれかを選択します。 

・累計ポイント表示：累計ポイントの表示、非表示のいずれかを選択します。 

・部署別／回線別振り分け：請求グループ単位で発生する料金項目である消費税、その他項目を 

部署毎、回線毎に振り分けるかどうかを選択します。 
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3.2 部署・回線別請求額を表示、ダウンロードする 
【部署別請求額を表示する】 
「部署・回線別請求額 表示条件設定」画面（図 5-2-1）にて部署別表示条件を設定後、［表示］ボタンを押下す

ると、「部署別請求額」画面（図 5-2-2）が表示されます。 

 

 
図 5-2-2「部署別請求額」画面 

 

【部署別請求額をダウンロードする】 
「部署別請求額」画面（図 5-2-2）にて、［表示内容をダウンロード］を押下すると、「部署別請求額 CSVファイル

ダウンロード」ダイアログ（図 5-2-3）表示され、表示内容をＣＳＶファイル形式でダウンロード出来ます。 

 

 
図 5-2-3「部署別請求額 CSV ファイルダウンロード」ダイアログ 
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【回線別請求額を表示する】 
「部署・回線別請求額 表示条件設定」画面（図 5-2-1）にて回線別表示条件を設定後、［表示］ボタンを押下す

ると、「回線別請求額」画面（図 5-2-4）が表示されます。 

 
図 5-2-4「回線別請求額」画面 

 

回線別請求額の表示結果については、さらに金額の絞込み表示が可能です。 

［請求額計］または、［内通話料等］より金額を指定する料金項目を選択してください。金額範囲入力欄に、下限

値、上限値を入力してください。（下限値のみ、上限値のみの設定も可能です） 

絞り込み条件を入力後［検索］ボタンを押下してください。 

 

 金額範囲設定は、1円以上 999,999,999,999 円以下の金額を 1 円単位半角数字で

設定してください。 
 グループ管理者としてログインしている場合、グループに所属する回線が表示さ

れます。 

 

 電話番号変更をしたお客様は、変更後5か月の間、機種に関する請求行に、変更

前の電話番号が表示される場合があります。 

以下の手順で該当請求月の電話番号と機種契約番号の組み合わせをご確認 

いただけます。 

１．ご利用料金分析サービス＞その他ダウンロード＞請求データダウンロード 

２．「請求確定料金」タブの「ダウンロード」を押下しzipファイルを解凍 

  ファイル名：Call9[請求対象年月][請求先番号] .txt 

※各ファイルが同じ請求月のものかご確認の上ご利用ください。 

※ファイル形式などの詳細は 

 ご利用料金分析サービス利用マニュアル４（その他メニュー） 

 をご参照ください。 

https://portal.business.mb.softbank.jp/portal/doc/manual/obms4_manual.pdf 

https://portal.business.mb.softbank.jp/portal/doc/manual/obms4_manual.pdf
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【回線別請求額をダウンロードする】 
「回線別請求額」画面（図 5-2-4）にて、［表示内容をダウンロード］を押下すると、「回線別請求額 CSVファイル

ダウンロード」ダイアログ（図 5-2-5）が表示され、表示されている内容をＣＳＶファイル形式でダウンロード出来

ます。 

 
図 5-2-5「回線別請求額 CSV ファイルダウンロード」ダイアログ 

 

 

4 料金項目別請求額 
料金項目別請求額は、過去最大 3ヶ月分の請求料金を部署又は、回線単位で、料金項目別に表示する画面で

す。請求グループ単位で発生する料金や割引については、回線毎に按分することも可能です。お客様料金項

目を設定すれば、お客様料金項目別のご請求金額を表示することもできます。また、部署ごとのデータの個数

や平均、最大、最小値などを表示することができます。 

 

 

 お客様料金項目の設定方法は、ご利用料金分析サービス利用マニュアル 4（その

他メニュー）の Chapter 3 をご参照ください。 

 

「請求詳細メニュー」画面（図 5-1-1）にて[料金項目別請求額]を押下します。 

「料金項目別請求額 表示条件設定」画面（図 5-3-1）が表示されます。 
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図 5-3-1「料金項目別請求額 表示条件設定」画面 

 

 

4.1 料金項目別請求額 表示条件設定 
「料金項目別請求額 表示条件設定」画面（図 5-3-1）にて、下記の入力項目を設定します。 

 

◆請求年月の選択 

⇒照会対象の請求年月を選択します。 

 

◆表示回線指定 

⇒照会する対象データの範囲を、全回線，部署選択，回線選択、端末選択のいずれかより選択します。 

 

◆料金項目の選択 

⇒当社規定料金項目又は、お客様料金項目のどちらかを選択します。 

更に表示対象料金項目の絞り込みをする場合は、[対象選択]を選択し、 

[検索]ボタンを押下してください。「料金項目選択一覧」画面（図 5-3-2）が表示されます。 
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 お客様料金項目とは、当社規定料金項目をお客様の任意でサマリできる機能で

す。サマリ操作は、[お客様料金項目設定］にて行ってください。 
お客様料金項目の初期設定では全ての当社規定料金項目を以下 15種類に自動

分類しております。 
（基本使用料／基本使用料割引／通話料／パケット通信料／通話通信料割引／

国際電話通話料／国際電話通話料割引／世界対応ケータイ通話料／国際パケ

ット通信料／コンテンツ情報料／オプション月額料／その他／その他割引／手数

料／消費税） 

 

 
図 5-3-2「料金項目選択一覧」画面 

 

 

対象の料金項目のチェックボックスにチェックを入れ、[決定]ボタンを押下してください。「料金項目別請求額 

表示条件設定」画面（図 5-3-1）に戻りますので、選択した料金項目が表示されていることをご確認ください。 

◆表示条件設定 

⇒・部署表示：閲覧画面に表示する部署階層を部署名（1）～（4）よりプルダウンで選択してください。 

・部署コード・社員番号表示：部署コード、社員番号の表示／非表示を選択してください。 

・当社規定料金項目 ID 表示：当社規定料金項目 ID の表示／非表示を選択してください。 

・税区分表示：料金項目毎の税区分（内税、外税、税対象外）の表示／非表示を選択してください。 

・小計行表示：部署毎の小計の表示／非表示を選択してください。 

◆按分計算設定 

⇒請求グループ単位の請求を回線単位に分割表示する機能です。 

按分計算を行う対象を選択してください。 

 

==================================================================== 

【按分計算方法】 

法人複数回線割引の按分額 

＝当該回線の基本料÷法人複数回線割引加入回線全ての基本料合計×割引総額 

 

大口通話料割引定額料の按分額 

＝大口通話料割引定額料合計÷大口通話料割引加入回線数 
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大口通話料割引の按分額 

＝当該回線の大口通話料割引対象通話料÷大口通話料割引加入全回線の対象通話通信料×割引総額 

 

その他割引の按分額 

＝当該回線のその他割引対象通話通信料÷その他割引加入全回線の割引対象通話通信料×割引総額 

 

消費税の按分額 

＝当該回線の課税対象請求額÷全ての回線の課税対象請求額×消費税総額 

 

※上記計算式で出た端数は、按分計算対象額が一番大きい回線に寄せます。 

按分計算対象額が同額の場合は、電話番号の小さい回線に寄せます。 

==================================================================== 

 

◆分析内容追加 

⇒全回線、又は部署毎に以下 4 種類の分析項目を表示することができる機能です。 

・データ個数：対象の料金項目で、請求が発生している回線数を表示します 

・平均：対象の料金項目で、請求が発生している回線の平均ご請求金額を表示します 

・最大：対象の料金項目で、最も請求額が多い回線のご請求金額を表示します 

・最小：対象の料金項目で、最も請求額が少ない回線のご請求金額を表示します 

 

4.2 料金項目別請求額を表示、ダウンロードする 
【料金項目別請求額を表示する】 
「料金項目別請求額 表示条件設定」画面（図 5-3-1）にて［表示］ボタンを押下すると、「料金項目別請求額」画

面（図 5-3-3）が表示されます。 

 
図 5-3-3「料金項目別請求額」画面 
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 料金項目名が赤字の料金項目は、請求グループ単位で割引や請求が発生する

項目です。按分計算設定にて、回線毎に割引やご請求金額を分割表示すること

ができます。 
 グループ管理者としてログインしている場合、グループに所属する回線およびご

請求金額が表示されます。 

 

 

 電話番号変更をしたお客様は、変更後5か月の間、機種に関する請求行に、変更

前の電話番号が表示される場合があります。 

以下の手順で該当請求月の電話番号と機種契約番号の組み合わせをご確認 

いただけます。 

１．ご利用料金分析サービス＞その他ダウンロード＞請求データダウンロード 

２．「請求確定料金」タブの「ダウンロード」を押下しzipファイルを解凍 

  ファイル名：Call9[請求対象年月][請求先番号] .txt 

※各ファイルが同じ請求月のものかご確認の上ご利用ください。 

※ファイル形式などの詳細は 

 ご利用料金分析サービス利用マニュアル４（その他メニュー） 

 をご参照ください。 

https://portal.business.mb.softbank.jp/portal/doc/manual/obms4_manual.pdf 

 

【料金項目別請求額をダウンロードする】 
「料金項目別請求額 表示条件設定」画面（図 5-3-1）又は、「料金項目別請求額」画面（図 5-3-3）で［表示内容

をダウンロード］を押下すると、「料金項目別請求額 CSV ファイルダウンロード」ダイアログ（図 5-3-4）が表示さ

れ、表示内容を CSV ファイル形式でダウンロード出来ます。 

 

 
図 5-3-4「料金項目別請求額 CSV ファイルダウンロード」ダイアログ 

 

 

 「料金項目別請求額 表示条件設定」画面（図 5-3-1）で[全回線請求額ダウンロー

ド]を押下した際、グループ管理者としてログインしている場合は、グループに所属

する回線およびご請求金額がダウンロードされます。 

 

 

 

https://portal.business.mb.softbank.jp/portal/doc/manual/obms4_manual.pdf
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Chapter 6 

通話明細の照会 
通話明細メニューでは、過去最大 3 ヶ月分の各種明細データをダウンロードすることができます。 

 

1 各種明細データをダウンロードする 
「ご利用料金分析サービス メインメニュー」画面（図 1-1-1）にて［通話明細］を押下します。 

「各種明細ダウンロード」画面（図 6-1-1）が表示されます。 

 
図 6-1-1「各種明細ダウンロード」画面 
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1.1 各種明細ダウンロード 表示条件設定 
「各種明細ダウンロード」画面（図 5-1-1）にて、下記の入力項目を設定します。 

 

◆請求年月の選択 

⇒ダウンロード対象の請求年月を選択します。 

◆表示回線指定 

⇒ダウンロードする対象データの範囲を全回線、部署選択、回線選択のいずれかより選択します。 

◆各種明細選択及び集計条件の選択 

⇒ダウンロードする明細種別の選択及び集計条件を設定します。 

集計条件を設定しない場合、1.2 各種明細データをダウンロードする（集計条件設定なし）に 

集計条件を設定する場合、1.3 各種明細データをダウンロードする（集計条件設定あり）にお進みください。 

 

1.2 各種明細データをダウンロードする（集計条件設定なし） 
各種明細選択及び集計条件選択項目の左欄にて、CSV もしくは PDF でダウンロードする明細を選択します。 

 

◆全選択・・・全ての明細をダウンロードの対象とします。 

◆通話料明細書・・・国内での通話、TV コール、SMS などの通話の明細書をダウンロードの対象とします。 

◆パケット通信料明細書・・・国内でのウェブ通信などのパケット通信の明細書をダウンロードの対象とします。 

◆国際パケット通信明細書・・・海外でのウェブ通信、MMS 通信などのパケット通信の明細書をダウンロードの

対象とします。 

◆国際電話サービス通話明細書・・・海外への通話、TV コール、SMS などの通話の明細書をダウンロードの対

象とします。 

◆世界対応ケータイ通話明細書・・・海外の通信事業者を使用した通話や TV コール、メールやウェブの明細書

をダウンロードの対象とします。 

◆国際メール明細書・・・国際メール通信料及び着デコ利用料などの明細書をダウンロードの対象とします。 

◆コンテンツ情報料明細書・・・購入したコンテンツ名や情報料などの明細書をダウンロードの対象とします。 

 

明細を選択した後、［CSV ダウンロード］又は、［PDF ダウンロード］を押下してください。 

「各種明細ダウンロード（ファイルのダウンロード）」ダイアログ（図 6-1-2）が表示されますので、ファイルの保存

場所を指定し、ファイルをダウンロードしてください。集計条件に合った明細データが CSV 又は PDF ファイルに

てダウンロードできます。 

 

 
図 6-1-2「各種明細ダウンロード（ファイルのダウンロード）」ダイアログ 

 

 

 [CSVダウンロード]を押下し以下のメッセージが表示される場合は、ご利用料金分

析サービス利用マニュアル 3（その他メニュー）の Chapter 4 をご参照ください。 
⇒『対象行が多いためファイルを作成します。[その他ダウンロード]メニューの[ダ
ウンロード結果表示]画面を確認してください。』 
 ※ 圧縮データの解凍方法は解凍ソフト提供元へ確認願います 

 グループ管理者としてログインしている場合、グループに所属する回線がダウンロ

ードできます。 
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1.3 各種明細データをダウンロードする（表示条件設定あり） 
各種明細選択及び集計条件選択項目の右欄において、明細選択項目のプルダウンよりダウンロードする明細

を選択します。 

◆通話料明細書 

◆パケット通信料明細書 

◆国際パケット通信明細書 

◆国際電話サービス通話明細書 

◆世界対応ケータイ通話明細書 

◆国際メール明細書 

◆コンテンツ情報料明細書 

 

次に集計種別項目にて集計する種別を、いずれかより選択します。  

※（ ）内に該当の集計種別を選択できる明細書を記載しています。 

◆日別 

（通話料明細書、パケット通信料明細書、国際パケット通信明細書、国際電話サービス通話明細書、世界対応

ケータイ通話明細書、国際メール明細書） 

 

◆時間帯別 

（通話料明細書、国際パケット通信明細書、国際電話サービス通話明細書、世界対応ケータイ通話明細書、国

際メール明細書） 

 

◆通話先別 

（通話料明細書、国際電話サービス通話明細書、国際メール明細書） 

 

◆通信種別 

（国際パケット通信明細書） 

 

◆エリア別 

（国際パケット通信明細書、世界対応ケータイ通話明細書） 

 

◆相手国別 

（国際電話サービス通話明細書、国際メール明細書） 

 

◆曜日時刻指定（回線） 

曜日時刻指定（回線）を選択した場合は、曜日（月～日）及び時間（00:00～23：59）を指定してください。 

（通話料明細書、パケット通信料明細書、国際パケット通信明細書、国際電話サービス通話明細書、世界対応

ケータイ通話明細書、国際メール明細書） 

 

◆情報番組別 

（コンテンツ情報料明細書） 

 

 

 パケット通信料明細書を選択し、曜日時刻指定（回線）を指定した場合、時間指定

はできません。 
 回線数が多い場合圧縮データでダウンロードされる場合があります。圧縮データ

の解凍方法は解凍ソフト提供元へ確認願います 

 

 

 

 



23 

SoftBank ご利用料金分析サービス 利用マニュアル 2（請求書・請求内訳・領収情報・請求詳細・通話明細） Ver.2.1 

集計条件を設定した後［CSV ダウンロード］を押下してください。 

「各種明細ダウンロード（ファイルのダウンロード）」ダイアログ（図 6-1-3）が表示されますので、ファイルの保存

場所を指定し、ファイルをダウンロードしてください。集計条件に合った明細データが CSV ファイルにてダウンロ

ードできます。 

 
図 6-1-3「各種明細ダウンロード（ファイルのダウンロード）」ダイアログ 
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Appendix 

結果表示メッセージ早見表 
法人コンシェルサイトに表示されるメッセージと、それらのメッセージが示す状況との早見表を以下に記載しま

す。 

 

1 請求情報 

［処理結果］ 状況 

現在 PDF が表示できません。恐れ

入りますが管理者までお問い合わ

せください。 

何らかのシステム障害、またはお支払方法が請求代行の場

合に表示されます。 

 

請求代行の場合は、本メニューはご利用いただけません。 

請求代行以外の場合は、時間をおいて再度ボタンを押下し

てください。 

 

2 請求内訳 

［処理結果］ 状況 

選択された回線の請求内訳データ

が存在しません。 

選択した回線、および選択した請求年月の確定料金が存在

しない場合に表示されます。 

 

確定料金が存在する回線、および請求年月を選択してくださ

い。 

選択された回線数が最大件数を超

えています。選択可能な回線数は

(25)件までです。 

25 回線以上選択して請求内訳情報を表示しようとした場合

に表示されます。 

 

選択回線数を 25 回線以内にして再度表示させてください。 

 

3 全回線請求額 

［処理結果］ 状況 

該当する請求データは存在しませ

ん。 

選択した請求年月の確定料金が存在しない場合に表示され

ます。 

 

確定料金が存在する請求年月を選択してください。 

 

4 部署・回線別請求額 

［処理結果］ 状況 

該当する請求データは存在しませ

ん。 

選択した請求年月の確定料金が存在しない場合に表示され

ます。 

 

確定料金が存在する請求年月を選択してください。 
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5 通話明細 

［処理結果］ 状況 

該当する請求データは存在しませ

ん。 

選択した請求年月の確定料金が存在しない場合に表示され

ます。 

 

確定料金が存在する請求年月を選択してください。 

部署名(1)～(4)のいずれかを入力し

てください。 

表示回線指定の部署選択時に部署名(1)～(4)のいずれも入

力されていない場合に表示されます。 

 

部署名(1)～(4)のいずれかを入力してください。 

検索内容を入力してください。 表示回線指定の部署選択時に部署名(1)～(4)をプルダウン

選択しているにも関わらず検索欄に何も入力されていない場

合に表示されます。 

 

検索欄に入力するか、プルダウンから全件を選択してくださ

い。 

該当する部署情報は存在しませ

ん。 

表示回線指定の部署選択時に、検索欄に入力した内容と合

致する部署が存在しない場合に表示されます。 

 

検索欄に正しい内容を入力するか、プルダウンから全件を

選択してください。 

表示回線指定が回線選択の場合

は、検索機能にて対象回線を選択

してください。 

表示回線指定の回線選択時に、選択リストに何も入力され

ていない場合に表示されます。 

 

検索ボタンを押下して回線を選択してください。 

開始時間を入力してください。 集計条件を選択してダウンロードする際に、集計種別として

曜日時刻指定(回線)を選択しているにも関わらず、開始時間

が入力されていない場合に表示されます。 

 

開始時刻を入力してください。 

終了時間を入力してください。 集計条件を選択してダウンロードする際に、集計種別として

曜日時刻指定(回線)を選択しているにも関わらず、終了時間

が入力されていない場合に表示されます。 

 

終了時刻を入力してください。 

曜日指定を行ってください。 集計条件を選択してダウンロードする際に、集計種別として

曜日時刻指定(回線)を選択しているにも関わらず、集計する

曜日が選択されていない場合に表示されます。 

 

曜日を少なくとも 1 つ以上選択してください。 

開始時間は、規定の範囲内（00:00

～23:59）で入力してください。 

開始時刻が範囲外(00:00～23:59)の場合に表示されます。 

 

範囲内の時刻を入力してください。 

終了時間は、規定の範囲内（00:00

～23:59）で入力してください。 

開始時刻が範囲外(00:00～23:59)の場合に表示されます。 

 

範囲内の時刻を入力してください。 

時間範囲は規定の範囲内（00:00～

23:59）の昇順で指定してください。 

開始時刻が終了時刻よりも遅い時間となっている場合に表

示されます。 

 

開始時刻＜終了時刻となるように範囲指定してください。 
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対象行が多いためファイルを作成し

ます。「データダウンロード」メニュー

の「ダウンロード結果表示」画面を

確認してください。 

ダウンロードを指示したファイルのデータ件数が多い場合に

表示されます。 

 

ダウンロード結果表示にてファイルをダウンロードしてくださ

い。 

受付済のファイル作成処理がありま

す。「データダウンロード」メニューの

「ダウンロード結果表示」画面を確

認してください。 

CSV ファイル作成中に再度作成指示を出した場合に表示さ

れます。 

 

ダウンロード結果表示にてステータスをご確認の上、時間を

おいて再度行ってください。 
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