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はじめに 
 
弊社からお送りしております請求書について、「お得意先様への請求金額ご案内の迅速化」、「検索や

管理の簡素化」への取り組みとして、Web上で請求書内容を確認できる「Web 請求書 確認サービ

ス」を提供させていただくこととなりました。 

なお誠に勝手ではございますが、請求書の電子化により、これまで実施しておりました紙での請求

書の郵送は、廃止させていただきます。 

お客様の利便性が向上するものと考えておりますので、何卒ご理解とご了承をいただきたくお願い

申し上げます。 

 

Web 請求書 確認サービス利用開始日までに「ご利用開始の準備」の手順に沿って、事前準備への

ご協力をお願いいたします。 

 

■Web 請求書 確認サービス利用開始日 

2020年 12月末日締め請求分（2021年 1月 1日以降発行分）より 

 

■Web 請求書 確認サービスについて 

ご利用月の翌月初より、お客様にてご請求情報をWeb上で簡単にご確認いただけるサービスです。 

※これまで送付しておりました請求書と同様、弊社の社印がついた請求書をWeb上からダウンロー

ドしていただけます。 

※本ご利用開始前の準備は、ecbeingのお客様向けとなります。ソフトクリエイトのお客様は

「Web 請求書 確認サービス ご利用開始前の準備 (ソフトクリエイトのお客様向け)」をご参照

ください。 
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ご利用開始前の準備 

Web 請求書 確認サービスのご利用前に以下ステップ 1〜ステップ 5 の作業を手順に従い行ってく

ださい。こちらは、ecbeingのお客様向けの手順です。 

[作業内容] 

ステップ 1：ログイン情報のご確認 

ステップ 2：メールアドレスの入力 

ステップ 3：アカウントの開設 

ステップ 4：ログイン 

ステップ 5：メールの確認・変更 

 

1. ログイン情報のご確認 
お手元に届いているWeb 請求書 確認サービスのご案内に記載されている「ログイン情報」をご

用意ください。 

※ご案内の情報は、郵送またはメールでお送りさせていただきます。 

※受信トレイに無い場合、迷惑メールなどで受信されている場合があります。 

 

2. メールアドレスの入力 

1. 下記の URLにアクセスします。 

https://rbhop.eco-serv.jp/ecbeing 

 

図 1 ログイン画面 

https://rbhop.eco-serv.jp/ecbeing
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ログイン画面が表示されたら、「▶ご登録はこちら」をクリックします。 

     
図 2 ログイン画面（ご登録はこちら） 

 

2. 下記のメールアドレス入力画面が表示されますので、ご登録されるお客様のメールアドレ

スを入力します。 

  

こちらで入力されたアドレス宛に、請求情報の新着通知メール等の各種通知メールが送信さ

れます。ログイン後に変更する事も可能です。 

 

  

図 3 メールアドレス入力画面 
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3. メールアドレスを入力後、「送信する」をクリックします。 

4. 入力されたメールアドレス宛に「仮登録通知メール」が届いたことを確認してください。 

 

3. アカウントの開設 

1. 「仮登録通知メール」を確認し、メールに記載されている「本登録完了用 URL」をクリッ

クします。 

  

図 4 メールアドレスの登録 

図 5 仮登録通知メール 
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2. 「Web 請求書 確認サービス」サイトにて利用規約をご確認いただき、内容に同意の上、

「同意する」にチェックをいれてください。 

       

3. 「同意する」にチェック後、「次へ」をクリックします。 

 

  

図 6 Web 帳票サービス利用規約 

図 7 Web 帳票サービス利用規約 
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4. お客様情報の登録画面が表示されます。 

 

5. お客様情報入力画面に、ご用意いただきました「ログイン情報」に記載されている「ログ

イン ID」「郵便番号」を入力してください。 

 

・「ログイン ID」は半角入力をしてください。 

・「郵便番号」はハイフンなしで、半角入力をしてください。 

  

図 8 お客様情報の登録画面 

図 9 お客様情報入力画面 
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6. お客様情報の登録画面に、任意のパスワードを入力してください。 

 

・入力ルールを参照しながら、任意のパスワードを入力してください。 

・ブラウザのキャッシュ等であらかじめ値が入っていた場合は削除してから入力をお願いし

ます。 

 

7. 「ログイン ID」「郵便番号」「パスワード」を入力後、「登録」をクリックします。 

 

 

  

図 10 お客様情報の登録画面（パスワードの入力） 

図 11 お客様情報の登録（入力完了） 
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8. 登録したメールアドレスに「アカウント開設完了のご案内」のメールが届きましたら、Web

請求書 確認サービスのご登録は完了です。 

 

  

図 12 アカウント開設完了のご案内 
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4. ログイン 

1. 「アカウント開設完了のご案内」メールに記載されている「ログイン画面」の URLをクリ

ックします。  

2. ログイン画面が表示されます。  

 

 

図 13 アカウント開設完了のご案内 

図 14 ログイン画面 
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3. ログイン ID に「アカウント開設完了のご案内」のメールに記載されている、「ログイン

ID」、パスワードに『3．アカウントの開設』で設定したパスワードを入力し、「ログイン」

をクリックします。 

マイページが表示されます。 

 

  

図 15 マイページ 
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5. メールアドレスの確認・変更 
請求書の発行時やその他ご案内がある場合に、登録されているメールアドレス宛に送信いたしま

す。マイページからメールアドレスを確認・変更することができます。 

 

1. マイページにて「アカウント設定」をクリックします。 

 

2. 「メールアドレスの変更」をクリックします。 

 

  

図 16 マイページ（アカウント設定） 

図 17 メールアドレスの変更 
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3. メールアドレスの変更画面が表示されます。 

 
4. 請求書の発行メールやその他ご案内のメールを受信するメールアドレスが設定されてい

るかを確認します。このアドレスを変更したい場合は、画面で上書きをすることで変更で

きます。 

受信者を追加する場合には、サブアドレス 1、サブアドレス 2、サブアドレス 3にメール

アドレスを入力し、「変更する」をクリックします。 

アドレスの変更や追加を行わない場合は、「キャンセル」ボタンをクリックして、終了しま

す。 

メールアドレスは主担当者様のメールアドレスに加えて、サブメールアドレスを 3つ設

定することができます。サブメールアドレスにも、主担当者様と同様のメールを送信し

ます。 

 

 

図 18 メールアドレスの変更 
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