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品目価格設定 

プライスリスト概要 

プライスリストとは 

 iDempiereでは、品目の価格を「プライスリスト(Price List)」で管理する。プライスリストには、販売価

格の管理用のプライスリスト（以下、販売用プライスリスト）と、仕入価格の管理用のプライスリスト

（以下、購買用プライスリスト）の2種類がある。販売用のプライスリストは受注伝票と売上請求伝票

で用いられ、購買用のプライスリストは、発注伝票と仕入請求伝票で用いられる。 

 プライスリストは、目的や用途に応じていくつでも作成する事ができる。プライスリストをどのように

活用するのか、その運用を定義するのはシステムの使いやすさにも直結するので重要である。 

得意先用プライスリスト 

通常のプライスリスト 

バーゲン用プライスリスト 

販売用プライスリスト 品目マスタ 
（Product） 

品目A 

品目B 

品目C 

取引先マスタ 
（Business Partner） 

得意先A 

得意先B 

得意先C 

 取引通貨の決定 

 税抜（外税） 価格か 税込（内税）価格かの決定 

 品目価格のバージョン管理 

 割引限度額の制御 

 販売するもしくは購買する品目の制御 

_ □ × 売上請求伝票 

伝票タイプ 売上請求 

伝票番号 ARI-1000123 

請求日付 20XX/4/30 転記日付 20XX/4/30 

取引先 得意先A 取引先住所 本社 

通貨 JPY 

明細 税額計算 

行番号 品目 数量 単価 税 行合計 

10 品目A 10 1,000 5% 10,000 

20 品目B 20 1,500 5% 30,000 

明細行合計 40,000 総合計 42,000 

入出荷伝票明細 

MMS-1000321_10 

MMS-1000321_20 

プライスリスト 販売用(税抜/JPY) 

-ステータス 

  入金済み 

受注番号 SOO-1000456 

消込伝票明細 

 （※1）伝票入力時に、取引先マスタを選択すると、取引先マスタに設定されているプライスリスト

が伝票に自動入力される。 

 （※1）プライスリストには通貨が設定されており、伝票にプライスリストが入力される事により、そ

の伝票で使用する通貨が決定される 。 

 （※1）プライスリストが外貨の場合は、「通貨レートタイプ(Currency Type)」フィールドが表示され、

通貨レートを設定する事ができる 。 

 （※2）プライスリストが税込(内税)価格の場合、「明細行合計(Total Lines)」フィールドは税込合計

金額になり、「総合計(Grand Total)」フィールドと同額になる。プライスリストが税抜(外税)価格の

場合、 「明細行合計(Total Lines)」フィールドは、税抜合計金額となる 。  

 （※3）品目の単価は、品目を選択した時に、プライスリストに設定されている「標準価格

(Standard Price)」が自動設定される。割引の自動計算設定がされている場合は、それを加味し

た金額が設定される。設定された金額は修正する事ができる。 

 （※4） 「行合計(Line Amount)」フィールドはプライスリストが税込(内税)価格の場合は、税込合計

金額になり、税抜(外税)価格の場合は、税抜合計金額になる。 

伝票へのプライスリストの設定 

支払方法 後払い 支払条件 月末締翌月末払 

  品目の価格は、プライスリスト毎に設定する事ができる。作成したプライスリストは、取引先マスタに割り当てられ、伝票入力時に取引先マスタを選択した際に、自

動的に伝票に設定される。伝票に設定されたプライスリストは必要に応じて他のプライスリストに変更する事ができる。 

仕入先Aプライスリスト 

仕入先Bプライスリスト 

仕入先Cプライスリスト 

購買用プライスリスト 

品目D 

品目E 

品目F 

品目G 

品目H 

品目I 

仕入先A 

仕入先B 

仕入先C 

プライスリストと品目マスタ、取引先マスタ、伝票の関係 

プライスリスト(Price List)の役割り 

 販売用のプライスリストは受注伝票と売上請求伝票で用いられ、購買用のプライスリストは発注伝

票と仕入請求伝票で用いられる。プライスリストは、伝票の中で通貨を決定したり、品目の価格が税

込（内税）か税抜（外税）かを決定するなど、重要な意味をもつ。ここでは、プライスリストに係る伝票

のフィールドについて説明する。 

通貨レートタイプ SPOT 

※1 

※2 

※3 ※4 
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品目価格設定 

プライスリストの設定 

 プライスリストは受注伝票、発注伝票、売上請求伝票、仕入請求伝票で使用される。プライスリストは目的や用途に応じていくつでも登録する事ができる。プライスリ
ストは日付をキーとして品目マスタとその価格（定価、標準価格、限度価格）をバージョン管理する事ができる。プライスリストに登録されていない品目は、販売も購買
もする事ができない。そのため品目マスタを登録したらプライスリストへの登録を忘れない事。 

プライスリスト(Price List) 

品目価格 

_ □ × 

クライアント* 株式会社OpenBiz 組織* * 

プリライスリスト 

クライアント* 株式会社OpenBiz 組織* * 

プライスリスト 
バージョン 

販売(税抜:JPY) 

品目 品目A 

定価* 1,000 

標準価格* 1,000 

限度価格* 0 

名称* 販売用(税抜:JPY) 

説明 

  アクティブ デフォルト 

通貨* JPY 価格精度* 0 

販売用プライスリスト 税込価格 

  限度価格チェック 

  アクティブ 

バージョン 

クライアント* 株式会社OpenBiz 組織* * 

プライスリスト 販売用(税抜:JPY 

  アクティブ 

名称* 販売(税抜:JPY) 

説明 

プライスリスト 
スキーマ* 

販売用スキーマ 

ベースプライス 
リスト 

有効開始日* 20XX/4/1 

  

品目価格自動作成 

取引先別分岐価格設定 

クライアント* 株式会社OpenBiz 組織* * 

プライスリスト 
バージョン 

販売(税抜:JPY) 

品目* 品目A 

定価* 

標準価格* 

限度価格* 

  アクティブ 

取引先* 

分岐値* 

プライスリスト 

【主要項目説明】 
 通貨(Currency)  ⇒プライスリストに設定する品目の価格の通貨を設定する。ここに設定した通貨は、伝票入力時にプライスリストを
選択した際に、伝票に引き継がれる。 

 
 価格精度(Price Precision) ⇒通貨の小数点以下の桁数を設定する。例えば、日本円の場合は0、米ドルの場合は2となる。 

 
 販売用プライスリスト(Sales Price list)  ⇒ このフラグがONになっているプライスリストは販売用のプライスリストとして、受注伝票と売
上請求伝票で使用される。OFFになっているプライスリストは購買用のプライスリストとして、発注伝票と仕入請求伝票で使用される。 
 

 税込価格(Price includes Tax)  ⇒プライスリストに設定する品目の価格が税込(内税)価格なのか、税抜(外税)価格なのかを表すフラグ。
ONの場合は、品目の価格を税込(内税)価格でプライスリストに登録する。OFFの場合は品目の価格を税抜(外税)価格でプライスリス
トに登録する。 
 

 限度価格チェック(Enforce price limit) ⇒「限度価格(Limit Price)」以下の価格で、品目の売買を許容するかどうかの判定フラグ。ONの
場合は、限度価格以下での売買はできない。 

Price List 

 プライスリストタブは、プライスリストのヘッダー情報として通貨や税込(内税)価格か税抜(外税)価格かなど、基本的な事項を設定する。 

バージョン Version 

 バージョンタブにより、有効開始日をキーとして品目の価格をバージョン管理する事ができる。 

【主要項目説明】 
 プライスリストスキーマ(Price List Schema)  ⇒品目価格タブのデータを自動作成する際の基準となるプライスリストスキーマを設定す
る。 
 

 ベースプライスリスト(Base Price List) ⇒品目価格タブのデータを自動作成する際の基準となる価格を持っているプライスリストのバー
ジョンを設定する。設定しない場合は、品目マスタの購買情報（Purchasing）タブに設定されている金額の情報をもとに、品目価格を自
動計算する。 
 

 有効開始日(Valid from)  ⇒プライスリストのバージョンが有効になる日付。 
 

 品目価格自動作成(Create Price List ) ボタン ⇒品目価格タブのデータを自動作成するボタン。 

品目価格 Product Price 

 品目タブでは、品目の価格を定価、標準価格、限度価格の3種類を定義する。 

【主要項目説明】 
 定価(List Price)  ⇒定価を設定する。 
 
 標準価格(Standard Price) ⇒標準価格を設定する。標準価格に設定した価格が基本的には各データ処理に使用させる。 

 
 限度価格(Limit Price)  ⇒限度価格以下の売買を防止したい場合に、その限度価格を設定する。 

取引先別分岐価格設定 Product Price Break 

取引先別分岐価格設定タブでは、品目価格を取引先毎に設定する場合で、購入数量毎に品目価格を変えたい場合に使用する。 
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品目価格設定 

プライスリストスキーマの役割りと設定 

プライスリストスキーマ(Price List Schema) 

_ □ × 

クライアント* 株式会社OpenBiz 組織* * 

プリライスリストスキーマ 

名称* 販売用スキーマ 

説明 

  アクティブ 

有効開始日* 20XX/4/1 割引タイプ* プライスリスト 

プライスリストスキーマ明細 

クライアント* 株式会社OpenBiz 組織* * 

プライスリスト 
スキーマ 

販売用スキーマ 

  アクティブ 

取引先 

品目 

  

- リファレンス 

通貨レートタイプ* Spot 換算日付* 20XX/4/1 

品目カテゴリ 分類 

Group1 Group2 

シーケンス* 10 

- 金額 

定価の基準金額 定価の最小金額 

定価への付加金額 定価の最大金額 

定価の割引% 定価の丸め処理 

標準価格の 
基準金額 

標準価格の 
最小金額 

標準価格への 
付加金額 

標準価格の 
最大金額 

標準価格の 
割引% 

標準価格の 
丸め処理 

限度価格の 
基準金額 

限度価格の 
最小金額 

限度価格への 
付加金額 

限度価格の 
最大金額 

限度価格の 
割引% 

限度価格の 
丸め処理 

 「プライスリストスキーマ(Price List Schema)」は、品目価格を自動作成するための条件や価格計算ロジックを保持し、プライスリストの品目価格タブのデータを自動作

成するための指針となる。プライスリストのバージョンタブに、プライスリストスキーマと品目価格の自動作成の基準となる品目価格を保持しているプライスリストを

「ベースプライスリスト(Base Price List)」フィールドに設定し、「品目価格自動作成(Create Price List )」ボタンを押すと、品目価格タブのデータを自動作成する事ができる。 

プライスリストの品目価格データの自動作成 

品目価格自動作成イメージ 

品目価格 

_ □ × 

クライアント* 株式会社OpenBiz 組織* * 

プリライスリスト 

名称* 販売用(税抜:JPY) 

説明 

  アクティブ デフォルト 

通貨* JPY 価格精度* 0 

販売用プライスリスト 税込価格 

  限度価格チェック 

バージョン 

クライアント* 株式会社OpenBiz 組織* * 

プライスリスト 販売用(税抜:JPY 

  アクティブ 

名称* 販売(税抜:JPY) 

説明 

プライスリスト 
スキーマ* 

販売用スキーマ 

ベースプライス 
リスト 

有効開始日* 20XX/4/1 

  

品目価格自動作成 

取引先別分岐価格設定 

プライスリストのバージョンタブにある、「プライスリストスキーマ(Price List Schema)」と「ベースプラ

イスリスト(Base Price List)」フィールドに適切な値を入力し、「品目価格自動作成(Create Price List )」

ボタンを押すと、「品目価格(Product Price)」タブのデータが自動作成される。 

ベースプライスリストフィールドが空欄の場合、自動作成の基準となる品目価格は、品目マスタの

「購買情報(Purchasing)」タブの金額が参照される。 

ベースとなる金額 

品目マスタ 

プリライスリスト 

購買情報 

価格計算の指針 

プライスリストスキーマ 

スキーマ明細 

新しい価格 

プライスリスト 

品目価格 バージョン 

品目価格 バージョン 

OR × = 

プライスリストスキーマ Price List Schema 

プライスリストスキーマ明細 Schema Line 

 品目価格はプライスリストスキーマ明細のシーケンス番号順に計算され
る。シーケンス番号が大きいプライスリストスキーマ明細は、シーケンス番
号が小さいプライスリストスキーマ明細の計算結果を上書きする。そのた
め、プライスリストのシーケンス番号が小さいものは一般的な設定にしてお
いて、大きくなるに従い特別な(例外的な)設定にしておくようにする。 

   【補足説明】 シーケンス番号と品目価格の自動計算 

 プライスリストスキーマのヘッダ情報を入力する。  

【主要項目説明】 
 割引タイプ(Discount Type)  ⇒「プライスリスト(Price List)」を選択する。 

 プライスリストの品目価格データを自動作成するための指針となるデータを入力する。  

【主要項目説明】 
 シーケンス(Sequence)  ⇒プライスリストの品目価格データを自動作成処理する順番を制御する。シーケンス番号の低い順番から処
理される。 

【主要項目説明】 
 通貨レートタイプ(Currency Type) ⇒品目価格を自動作成する際の換算レートを選択する。 

 
換算日付(Conversion Date) ⇒ 品目価格を自動作成する際の換算レートを絞り込むために換算日付を入力する。 

 
取引先(Business Partner ) ⇒仕入先により自動計算する品目を絞り込みたい場合に設定する。 

 
 品目(Product) ⇒品目価格を自動計算する品目を特定したい場合に設定する。 
 
品目カテゴリ(Product Category)  ⇒ 品目カテゴリにより自動計算する品目を絞り込みたい場合に設定する。 

 
分類(Classification) ⇒品目マスタの分類フィールドで自動計算する品目を絞り込みたい場合に設定する。 

 
 Group1(Group1) ⇒品目マスタのGrop1 フィールドで自動計算する品目を絞り込みたい場合に設定する。 
 
Group2(Group2)  ⇒品目マスタのGrop2フィールドで自動計算する品目を絞り込みたい場合に設定する。 

 

- リファレンス 

- 金額 

 リファレンスのフィールドグループでは、品目価格を自動作成する際の換算レートと、品目価格を自動作成する対象となる品目マスタ
の絞り込みの条件設定を行う。  

金額のフィールドグループでは品目価格を自動計算するためのロジックを「定価(List Price)」 、「標準価格(Standard Price) 」、「限度価格
(Limit Price)」のそれぞれに設定する。 

 定価、標準価格、限度価格のそれぞれの基準金額のフィールドには、品目価格を自動計算する際の基準となる金額を指定する。 

 最少金額の設定がある場合には、最少金額のフィールドにその金額を入力する。 

 基準となる金額に付加する金額がある場合に、付加金額のフィールドにその金額を入力する。 

 最大金額の設定がある場合には、最大金額フィールドにその金額を入力する。 

 基準となる金額から割引率を指定して、品目価格を自動計算したい場合には、その割引率を入力する。 

 自動計算した品目価格に丸め処理をしたい場合には、その丸め処理の方式を選択する。 
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割引スキーマと割引計算ロジック 

割引スキーマ(Discount Schema) 

_ □ × 

クライアント* 株式会社OpenBiz 組織* * 

割引スキーマ 

名称* 割引スキーマA 

説明 

  アクティブ 

割引タイプ* 分岐割引(%) 

「割引スキーマ(Discount Schema)」には、「割引タイプ(Discount Type)」により「一律割引(Flat Percent)」と「分岐割引(Breaks)」の2種類に分けられる。一律割引は、プライ

スリストに設定されている金額から一律のパーセンテージで割引きする場合に使用される。分岐割引は、プライスリストに設定されている金額から、数量により割引率

が変わる場合に使用する。 

割引率 0.0 取引先割引率優先 

数量ベース 

累積レベル 明細 

割引条件設定 

クライアント* 株式会社OpenBiz 組織* * 

割引スキーマ 割引スキーマA 

品目カテゴリ 品目カテゴリA 

シーケンス* 

  アクティブ 

分岐値* 

品目 品目A 

分岐割引率 0.0 取引先割引率優先 

割引スキーマ Discount Schema 

割引条件設定 Discount Break 

割引条件設定タブは、割引スキーマタブの「割引タイプ(Discount Type)」が「分岐割引(Breaks)」の場合に、入力する。 

 割引スキーマのヘッダ情報を入力する。 「割引タイプ(Discount Type)」が「一律割引(Flat Percent)」の場合は、その「割引率(Flat 
Discount %)」なども設定する。 

割引計算ロジック 

 分岐割引の際に、分岐値が複数ある場合には、分岐値が大きい順に
シーケンス番号は小さい数値を割り当てるようにする。 

 分岐割引はシーケンス番号の小さい順に、割引条件にあうかどうか判断
するので、設定する順番を間違えると、正しい割引率を使用する事ができ
ないので注意する事。 

   【補足説明】 分岐割引のシーケンス番号と分岐値 

プライスリストと割引スキーマは、取引先マスタに設定する。割引スキーマは、伝票で選択されたプライスリストの品目価格を基準にして、伝票明細の金額を自動計算

する。取引先マスタには一律割引を設定できるようにもなっているので、取引先マスタの割引率を使用するか割引スキーマの割引率を使用するかは、割引スキーマの

取引先割引率優先フラグで制御される。いずれにしても、自動計算される金額は初期値なので、伝票上で上書き修正する事ができる。 

_ □ × 

検索キー 

名称 

名用（ｶﾅ） 

取引先 

URL 社内担当者 

取引先グループ 

与信限度額 債権債務残高 

与信管理ステータス 

  アクティブ   サマリレベル 

説明 

  得意先   見込顧客 

  仕入先 

  従業員   社内担当者 

納税者番号 

  販売時税金免除   購買時税金免除 

リファレンスNo レイティング 

- 得意先情報 

請求ルール 請求スケジュール 

支払方法 支払条件 

出荷ルール 配送方法 

プライスリスト 

割引スキーマ 割引率 

督促 Dunning Grace Date 

最少保管期間率% 

- 仕入先情報 

支払方法(購買) 支払条件（購買） 

購買用プライスリスト 購買割引スキーマ 

  製造業者 

・・・ 

_ □ × 売上請求伝票 

伝票タイプ 売上請求 

伝票番号 ARI-1000123 

請求日付 20XX/4/30 転記日付 20XX/4/30 

取引先 得意先A 取引先住所 本社 

通貨 JPY 

明細 税額計算 

行番号 品目 数量 単価 税 行合計 

10 品目A 10 1,000 5% 10,000 

20 品目B 20 1,500 5% 30,000 

明細行合計 40,000 総合計 42,000 

入出荷伝票明細 

MMS-1000321_10 

MMS-1000321_20 

プライスリスト 販売用(税抜/JPY) 

-ステータス 

  入金済み 

受注番号 SOO-1000456 

消込伝票明細 

支払方法 後払い 支払条件 月末締翌月末払 

通貨レートタイプ SPOT 

※1 

※2 

 （※1）伝票入力時に、取引先マ

スタを選択すると、取引先マスタ

に設定されているプライスリスト

が伝票に自動入力される。プライ

スリストは伝票上で変更する事も

できる。 

 （※2）プライスリストの「取引先別分岐価格設定(Product Price Break)」タブに合致する条件が
ある場合は、その価格が優先され、割引計算は行われない。 

 （※2）取引先マスタに設定されている割引スキーマの設定により、伝票明細に品目マスタと数

量を入力した際に割引率が決定され、単価が自動計算される。 

 （※2）割引スキーマの「取引先割引率優先(B.Partner Flat Discount)」フラグがONの場合で、取

引先マスタの「割引率(Flat Discount %)」が”入力されている場合は、取引先マスタに設定され

ている割引率が優先して使用される。 

【主要項目説明】 
 割引タイプ(Discount Type)  ⇒割引スキーマのタイプ次の2つから選択する。 

・一律割引(Flat Percent)・・・一律の割引率する場合に使用する。 
・分岐割引(Breaks)」・・・数量により割引率が変わる場合に使用する。分岐割引を選択すると「割引条件設定(Discount Break 
)」タブが表示される。 

 
 取引先割引率優先(B.Partner Flat Discount) ⇒割引タイプが一律割引の場合に表示される。取引先マスタに設定する割引率を優先
する場合は、このフラグをONにして、その割引スキーマを取引先マスタに割り当てる。 
 

 割引率(Flat Discount %)  ⇒割引タイプが一律割引の場合で、取引先割引率優先フラグがOFFの場合に表示される。一律の割引率を
設定する。 

【主要項目説明】 
 シーケンス(Sequence)  ⇒割引条件判定の順番を制御する。シーケンス番号の低い順番から判定処理される。 

 
 品目カテゴリ(Product Category) ⇒割引条件の範囲を品目カテゴリで絞り込む場合に使用する。 

 
品目(Product) ⇒ 品目を指定して割引する場合に使用する。 

 
分岐値(Break Value) ⇒割引条件が適用される値。この値を上回る場合は割引が適用される。 

 
 取引先割引率優先(B.Partner Flat Discount) ⇒取引先マスタに設定する割引率を優先する場合は、このフラグをONにする。 
 
分岐 割引率(Flat Discount %)  ⇒取引先割引率優先フラグがOFFの場合に表示される。割引条件が合致した場合の割引率を設定す
る。 
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