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請求書のダウンロード 

1. 発行された URLから請求書をダウンロードする 
メールに記載された URL をクリックすると、マイページにログインしなくてもすぐに請求書

データをダウンロードできます。 

1. 請求書が公開されると、下記2通のメールが登録されたメールアドレス宛に送信されます。 

① ご請求書のご案内 

② ダウンロード用パスワードのご案内 

 
図 1 ご請求書のご案内 

図 2 ダウンロード用パスワードのご案内 

 
2. 請求書をダウンロードします。 

①  

②  
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(1) 「ご請求書のご案内」メールに記載されている URL （1．①ご請求書のご案内 ①）

をクリックしてWebページへアクセスします。 

楽々明細のログイン画面が表示されます。 

 
図 3 楽々明細のログイン画面 

 
(2) 「ダウンロード用パスワードのご案内」メールに記載されたパスワード（1．②ダウ

ンロード用パスワードのご案内 ②）を入力して、「ログイン」をクリックします。 

請求書の一覧画面が表示されます。 

 
図 4 請求書の一覧画面 

 
(3) 該当する請求書の PDFのリンクをクリックして、請求書をダウンロードします。 

一覧の請求書をすべてダウンロードする場合には、「一括ダウンロード」をクリックし

てください。 

過去の請求書を確認・ダウンロードすることはできません。過去の分を確認したい場

合は、次ページ以降に記載のマイページ機能を利用した請求書のダウンロードをご参

照ください。 
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マイページ機能 

請求書が公開されると、「ご請求書のご案内」メールが登録されたメールアドレス宛に送信されます。 

1. 請求書のダウンロード 

1. 「Web 請求書 確認サービス」へログインします。 

(1) Webブラウザに下記 URLを指定して、Web 請求書 確認サービスにアクセスします。

ログイン画面が表示されます。 

 ソフトクリエイトのお客様用 URL 

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

図 5 ソフトクリエイトのログイン画面 

 ecbeingのお客様用 URL 

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

図 6 ecbeing のログイン画面 

 

 

 

https://rbhop.eco-serv.jp/softcreate
https://rbhop.eco-serv.jp/ecbeing
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(2) ログイン IDとパスワードを入力して、「ログイン」をクリックすると 

マイページが表示されます。 

 
図 7 マイページ 

 

2. 請求書をダウンロードします。 

(1) マイページの「明細の確認」タブをクリックします。 

請求書の明細一覧が表示されます。 

 
図 8 マイページ（明細の確認） 

 
(2) 対象の請求書の「PDF ダウンロード」リンクをクリックして、請求書をダウンロード

します。 

 
図 9 マイページ（明細の確認 ダウンロード） 
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※請求書をダウンロードすると背景がグレーに変わります。 

 
図 10 マイページ（明細の確認 ダウンロード後） 

2. 検索機能 
過去に発行された請求書を検索する機能です。請求書の発行月、もしくはキーワードで検索でき

ます。 

1. 発行月を選択します。もしくは、フリースペースにキーワードを入力し、「検索」をクリッ

クします。 

 
図 11 検索機能 

 
検索条件に該当する請求書の一覧が表示されます。 

○検索項目を確認するには 

 「？」にカーソルを合わせると、検索対象項目が表示されます。 

  
 

  

発行月 

キーワード 
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3. 一括ダウンロード 
発行された請求書を一括でダウンロードできます。明細の確認画面で表示された請求書が、ダウ

ンロード可能です。 
 

1. ダウンロードしたい請求書を検索します。 

※検索の手順は『2．検索機能』 を参照してください。 

2. 請求書を一括でダウンロードします。 

(1) 表示された請求書を確認し、「一括ダウンロード」をクリックします。 

 
図 12 明細の確認（検索結果一覧） 

※確認画面に表示された請求書を一括ダウンロードできます。 

※複数の請求書を選択して一括ダウンロードはできません。 

 

画面に表示された請求書を一括してダウンロードする機能です。発行月や検索機能での絞

込を行ってからダウンロードしてください。 

【注意】 

Web 請求書 確認サービス登録前に紙で発行していた請求書は、Web 請求書 確認サ

ービスを利用してのご確認およびダウンロードはできません。 
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登録情報の変更 
 

1. メールアドレスの変更 
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が送付されます。 
 

1. Web 請求書 確認サービスにログインして、マイページを表示します。 

2. メールアドレスを追加・変更します。 

(1) 「アカウント設定」をクリックします。アカウント設定ページが表示されます。 

 
図 13 マイページ（トップページ） 

 
(2) 「メールアドレスの変更」をクリックします。 

 
図 14 アカウント設定 
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(3) 主メールアドレス、サブメールアドレス（３つまで）を入力し、「変更する」をクリッ

クします。 

 
図 15 メールアドレスの変更 

 
「メールアドレス設定を変更しました」のメッセージが表示されます。 

 

2. パスワードの変更 
パスワードの変更が行えます。 
 

1. Web 請求書 確認サービスにログインして、マイページを表示します。 

2. パスワードを変更します。 

(1) 「アカウント設定」をクリックします。アカウント設定画面が表示されます。 

 
図 16 パスワードの変更（マイページ） 
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(2) 「パスワード変更」をクリックします。パスワードを変更する画面が表示されます。 

 
図 17 アカウント設定（パスワードの変更） 

 
(3) 変更するパスワードを入力し、「変更する」をクリックします。 

 
図 18 パスワードの変更 

 
(4) ご確認くださいのメッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。 

 

図 19 パスワードの変更確認メッセージ 

パスワードが変更され、ログイン画面に遷移します。ログイン画面が表示されたら、パ

スワードの変更は完了です。 
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3. お客様情報の変更 

1. Web 請求書 確認サービスにログインして、マイページを表示します。 

2. お客様情報を確認します。 

(1) 「ご登録情報」タブをクリックします。 

   
図 20 マイページ 

 

(2) ご登録情報が表示されます。 

 
図 21 ご登録情報確認画面 

マイページ上でのお客様情報のご変更はできません。登録内容に変更がある場合は、お問い

合わせ窓口（本資料末に記載）または、担当営業へご連絡ください。 

【注意】 

ご請求書に記載される情報と一致するわけではありません。ご請求書の発行先等、ご請求書

に関する情報変更についても、お問い合わせ窓口または、担当営業へご連絡ください。 
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パスワードの再発行 

1. パスワードを忘れてしまった場合 
ログイン用のパスワードを忘れてしまった場合は、パスワードの再発行ができます。以下の手順

に従いパスワードの再発行を行ってください。 

1. ログイン画面を表示します。 

2. パスワードの再設定を手続き行います。 

(1) ログイン画面を開き、「パスワードを忘れた方」をクリックします。 

 
図 22 ログイン画面 

 
(2) ログイン ID とご登録のメールアドレスを入力し、「パスワード再設定メールを送信す

る」をクリックします。 

 
図 23 パスワードの再設定 

※ご登録メールアドレスには、ご登録いただいたメインのメールアドレスを入力してく

ださい。登録されているサブメールアドレスは使用できません。 
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(3) 「案内メールを送信しました」という画面が表示されます。 

ご登録のメールアドレス宛に「パスワード再設定のご案内」という件名のメールが送信

されます。 

 
図 24 パスワード再設定のご案内 

 

3. パスワードの再設定行います。 

(1) 「パスワード再設定のご案内」のメール内に記載された URLをクリックします。パス

ワード設定画面が表示されます。 

(2) 新しいパスワードを入力し、「変更する」ボタンをクリックします。 

 

 
図 25 パスワード設定画面 

(3) ご確認くださいのメッセージが表示されます。「はい」ボタンをクリックします。 

 
図 26 パスワード変更の確認 
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パスワードが変更され、ログイン画面に遷移します。ログイン画面が表示されたら、パ

スワードの変更は完了です。 
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その他の機能 
Web 請求書 確認サービスでは、お客様へのお知らせがある場合、マイページに表示されます。また、

Web 請求書 確認サービスがご利用になれるブラウザも確認することができます。 

1. お知らせ 
お知らせがある場合、トップページに表示されます。 

1. Web 請求書 確認サービスにログインして、マイページを表示します。 

トップページの下部にお知らせが掲載されます。 

 
図 27 マイページ（お知らせ） 

 
※お知らせは、非定期で表示されます。 
 

2. サポートしているブラウザの確認 
Web 請求書 確認サービスをご利用いただけるブラウザが、確認できます。 

1. Web 請求書 確認サービスにログインして、マイページを表示します。 
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図 28 マイページ（トップページ） 

 

2. 「サポートしているブラウザについて」をクリックします。サポートしているブラウザに

ついての画面が別ウィンドウで表示されます。 

 

図 29 例）サポートしているブラウザについて 
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よくあるご質問（QA） 

Q1. パスワードを忘れた場合はどうすればいいですか？ 
A. 以下の手順で再設定することが可能です。 

1. マイページの URL にアクセスしていただき、ログイン画面にある「パスワードを忘れた

方」のリンクをクリックしてください。 

2. 次の画面にてログイン ID とご登録メールアドレスを入力し、「パスワード再設定のメー

ルを送信する」を クリックします。入力したメールアドレス宛に「パスワード再設定のご

案内」メールが送信されます。 

3. メールに記載のある URL からパスワード再設定を行ってください。 

Q2. ログイン ID を忘れた場合はどうすればいいですか？ 
A. お問い合わせ窓口または、担当営業へご連絡ください。 

Q3. メールアドレスを忘れた場合はどうすればいいですか？ 
A. 以下の手順でご確認いただくことが可能です。 

1. マイページにログインします。 

2. ページ右端にある「アカウント設定」をクリックします。。 

3. 「メールアドレスの変更」をクリックすると、現在ご登録されているお客様のメールアド

レスをご確認いただくことができます。 

Q4. メールアドレスの変更はできますか？ 
A. 以下の手順でご変更いただくことが可能です。 

1. マイページにログインします。 

2. ページ右端にある「アカウント設定」をクリックします。 

3. 「メールアドレスの変更」をクリックし、該当メールアドレスを修正した後、「変更する」

をクリックしてください。 
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Q5. 請求書に関する情報の変更はできますか？ 
A. お問い合わせ窓口または、担当営業へご連絡ください。 

Q6. メールが届きません 
A. お問い合わせ窓口または、担当営業へご連絡ください。 

Q7. 請求書の再発行はできますか？ 
A. 以下の手順で際ダウンロードしていただくことが可能です。 

1. マイページにログインします。 

2. 「明細の確認」タブを選択し、該当の請求書をクリックしてダウンロードしてください。 

Q8. PDF のダウンロードができません 
A. 以下をお試しいただき改善するかご確認ください。 

· PDF閲覧アプリはインストールしているか（推奨は Adobe Acrobat Reader）。 

· 正しい動作環境で PDFをダウンロードしているか。 

図 30 動作環境の確認 
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マイページにログインいただき、トップページでサポートしているブラウザの種類とバー

ジョンを確認することができます。 

図 31 マイページ 

Q10. マイページへログインせずに請求書を受け取れませんか？ 
A.「ご請求書公開のお知らせ」メールに記載された URL をクリックします。対象の

請求書がダウンロードできます。 

Q11. 請求書のダウンロード URL の期限が切れたので再送して

もらえますか？ 
A．以下の手順でマイページからダウンロードしていただくことが可能です。 

1. マイページにログインします。 

2. 「明細の確認」タブを選択し、該当の請求書をクリックしてダウンロードします。 

Q12. 請求書の確認期限はありますか？ 
A．マイページでは過去 6ヶ月分の請求書をご確認いただけます。 
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Q13. Web 請求書ってどんなものですか？ 
A．今まで郵送でお送りしていた請求書を、Web 上で確認・ダウンロードいただける

サービスです。 

これまで郵送にてお送りしていた請求書に代わり、お客様に電子請求書が閲覧できる URL 

がメールで送信されます。これは、Web 上で請求書の閲覧・ダウンロードができるサービ

スです。また、紙の請求書と同じような形式で社印付きの PDF がダウンロードでき、印刷

して保管していただくことが可能です。 

Q14. システムが利用できないときはありますか？ 
A．原則、24 時間 365 日ご利用いただけます。 

ただし、システムメンテナンスなどの場合は、サービスのご利用を停止させていただくこと

もございますが、その場合は事前にご連絡させていただきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■お問い合わせ 
 

 
 

 
 

 

【ソフトクリエイト】 
株式会社ソフトクリエイト 
Web請求書確認サービス担当 
Mail: sc-e-bill@softcreate.co.jp 
または、担当営業までお問合せください。 

【ecbeing】 
株式会社 ecbeing 
ec業務管理室 請求担当 
TEL：03-3486-5259 
受付時間：10:00 ～ 12:00 

13:00 ～ 17:00（当社営業日） 
 

mailto:sc-e-bill@softcreate.co.jp
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