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インターネットブラウザを起動し、
アドレスバーにＵＲＬを入力します。

https://www.hassuru.net/

※URLはお間違えの無いようにご注意ください。

ログインＩＤ・パスワードを入力します。
ＩＤ・パスワードは「数・英大小文字」「ハイフ
ン」を判別します。入力時にはご注意ください。

表示された商品の 詳細 ボタンを押すと、サイ

ズや入り数などのスペックが表示されます。

Myカタログへ商品を登録するには、

ドロップダウンから登録するMyカタログ名 を選

択し、Myカタログへ ボタンをクリックします。

商品を購入する場合は、次ページの手続きへ移り

ます。

はっするネットにアクセス

ログインＩＤ・パスワードを入力

はっするネットにアクセスする

購入する商品を表示する

購入する商品を表示させる方法は3通りあります。

① ダイレクト検索 ： 商品名やキーワード、注文番号などから商品を検索します。

② Myカタログ ： よく購入する商品をあらかじめ登録し、簡単に表示させる事ができます。
（お気に入り登録） ※あらかじめ営業担当がお見積商品を登録している場合があります。

③ カテゴリ商品一覧 ： 商品を分類して掲載をしています。

①

②

③

【例】
③：カテゴリ商品一覧
から商品を表示

はっするネット ご注文操作ガイド

https://www.hassuru.net
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ご不明な点・操作にお困りの際には、
お客様総合受付センター までお問い合わせください。

ＴＥＬ ０１２０ － ４５２ － ８４６
受付時間 月～金 ９ ： ０ ０ ～ １ ７ ： ０ ０ （祝日・弊社指定休業日を除く）
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数量入力枠に、ご注文数量を入力します。

数量を入力した後 カートへ入れる ボタンを

押します。

なお、画面内に表示されている複数の商品を、

まとめて買い物カートへ入れる場合は、

ご注文される商品すべてに数量を入力して、

まとめて買物カートへ ボタンを押します。

まとめて買い物カートへ商品を入れた場合は、

『買い物カートを見る』アイコンを押してください。

買い物カートに入れた商品が表示されます。
他のカテゴリに掲載されている商品をご注文され
る際は、上の操作を繰り返します。

ご購入商品をカートに入れ終えたら、

購入手続きを完了する ボタンを押します。

買い物カートの商品一覧

単品注文

複数商品注文
商品を買い物カートへ入れる

商品をカートに入れる

お届け先を確認する

商品のお届け先を選択

商品とお届け先を確認し、必要項目を入力します。

・商品受取担当（任意入力）

お届け先で注文商品を受け取る方のお名前を入力し
てください。

・注文入力者（任意入力）

ご注文を入力された方の、お名前を入れてください。

・納入場所詳細（全角１６文字・任意入力）

運送会社の送り状に、納品する場所などの詳細な情
報を記載する事ができます。

・備考（全角９文字・任意入力）

納品伝票の備考欄に全角９文字まで備考を記載する
ことができます。
土曜・日曜・祝日の配達を指定される場合は、指定
したい内容をこの欄へご入力願います。

※機種依存文字（環境依存文字）はご利用になれません。
（主な機種依存文字：㈱・℡・①・Ⅰ・〝・髙・﨑・福 など）

各項目を入力した後、 内容を確認する ボタンを
押してください。
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ご注文内容確認画面が表示されます。

内容を確認の上、 注文する ボタンを押します。

『キャンセルする』ボタンを押すと、
前の画面に戻ることができます。

ご購入金額が税抜１，５００円未満の場合、
配送料金が発生いたします。

配送料金が発生する際には、注文確認画面
上部に「送料が自動計上されます」と表示
されます。

注文する を押すと、完了画面が表示されます。

以上で購入手続きは完了です。

配送料金について

注文内容の確認

購入手続き完了

内容の確認と手続き完了
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摘要／納品場所詳細／伝票備考各欄の反映場所について

ご注文時に摘要欄などへ入力した文字は、以下のように各伝票へ反映されます。

商品お届けに際しての連絡欄として、また、ご請求書上での区別などに、各項目をご利用ください。
※画像はいずれも一例です。実際の伝票とは様式・内容が異なる場合があります。

◆ 摘要

1行につき

半角カナ英数12文字まで

◆ 納品場所詳細

「2階経理課」

「入口内線で呼出」など

1行につき全角16文字まで

◆ 伝票備考

「土曜日配達希望」

「水曜定休」など

1行につき全角9文字まで

請求書（一例）

納品書（一例）

摘要

（行備考）

納品場所詳細

備考

商品一覧画面

納入先選択画面
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詳細
購入内容の詳細を確認できます。
商品の出荷完了後には、出荷日と
運送会社名、送り状No.を照会す
る事ができます。
※一部の商品では表示されない場合があります

再注文
その時の購入内容を参照して、
簡単にリピート注文を行えます。

なお、リパックトナーのお届けに伺った運送便が、その場で使用済トナーを回収する『同時回収』も
ぜひご利用ください。

また、使用済インクカートリッジの回収は、専用の依頼書または回収ボックスをご利用ください。
（※詳細は弊社お客様総合受付センター、または営業担当までお問い合わせください。）

回収するカートリッジの数量と、
回収便が訪問した際にお尋ねする
ご担当者名を入力してください。
（必須）

注文の履歴は、パーソナルメニューの 購入履歴
から照会できます。

『詳細』ボタンをクリックすると、注文内容の内訳
を表示します。

また『再注文』ボタンをクリックすると、ここから
注文する事が可能です。

使用済となったトナーカートリッジは、専用のメ
ニューから回収依頼ができます。なお、回収費用
は弊社が負担いたします。

パーソナルメニューの 使用済トナー回収受付

から、回収先の住所を選択して、数量とご担当者
名を入力してご依頼ください。

注文の履歴を照会する

使用済トナーカートリッジの回収を依頼する
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右上の『お問い合わせ』タブをクリックします。

すると、新しいウインドウに各種のお問い合わせ
専用メニューが立ち上がります。

≪商品納期の確認≫
注文完了時に発行される『オーダーNo.』を指定して、発注した商品の納期
回答を依頼します。

なお『オーダーNo.』は、P.5に記載する『購入履歴』か、もしくは『注文
内容確認メール』をご参照ください。

≪納入先の追加または変更≫
現在登録されている住所の変更や、新規追加を依頼します。
入力された情報を元に、弊社で処理を行います。

※新規登録および変更の完了までに、少々お時間をいただきます。
※登録可能な文字数や利用できない文字（機種依存文字など）により、内容を若干変更
させていただく場合がありますのでご了承ください。

≪商品のお問い合わせ≫
取扱商品に関する、様々なお問い合わせをお受けいたします。
項目を選択して、お問い合わせ内容をできるだけ詳しくご入力ください。

・ 商品の価格（見積依頼）
・ 新規商品・別注品
・ 商品の仕様・内容

後ほど弊社からご回答させていただきますので、少々お待ち下さいますよ
うお願い申し上げます。

≪その他お問い合わせ≫
上記内容以外で、弊社に確認したい事項がありましたら、こちらの項目を
使用して、お問い合わせ内容を入力してください。

なお、『その他お問い合わせ』をご利用される際には、必ずお問い合わせ
内容の件名を入力してください。

問い合わせしたい項目を選択し、
その内容を選択または入力します。

システムからの各種お問い合わせ
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ご登録情報確認画面に表示されている、

ユーザ名・メールアドレスの変更 を選択します。

・ユーザ名
新たにご利用されるご担当者のお名前を入力します。

※機種依存文字（環境依存文字）はご利用になれません。
（主な機種依存文字：㈱・℡・①・Ⅰ・〝・髙・﨑・福 など）

・メールアドレス
新たな配信先となるメールアドレスを入力します。

ご登録情報の確認 ボタンを選択すると、

現在のご登録情報が表示されます。

・ユーザ名・メールアドレス変更
ご担当者名とメールアドレスの登録・変更を
行う画面が表示されます。

・パスワード変更
ログインパスワードの変更画面が表示されます

各種ご登録情報の登録・変更について

ユーザ名・メールアドレスの登録・変更

・注文内容確認メール配信

・出荷日回答メール配信

商品のご購入後に、購入内容や金額が記載されたメールが配信されます。
配信受諾を行なう際には『配信する』を選択します。

商品の出荷後に、運送便の送状No.が記載されたメールが配信されます。
配信受諾を行う際には『配信する』を選択し、時刻の指定を行います。
なお、配信時刻は複数選択が可能です。

パスワードの変更

ご登録情報確認画面の パスワード変更 ボタンを

選択すると、パスワード変更画面が表示されます。

・変更後のパスワード
新しく設定するパスワードの文字を入力します。

・パスワードの確認
確認のために、上段に入力を行なったパスワードと
同じ文字を入力します。

入力を終えたら、 変更する ボタンを選択します。

・変更したパスワードは、次回ログイン時より利用可能です。
・ログインパスワードは定期的に変更する事をお勧めします。
・ご利用終了時には、ログアウトを行なうことをお勧めします。
【ログインパスワードに利用できる文字】
半角英字（大文字・小文字） 半角数字 半角記号

メールアドレスの変更後は、新しいメールアドレスへ変更完了メールが送信
されます。
もしもメールが届かない場合は、メールアドレスの入力誤りや、迷惑メール
フィルタなどにより、受信できない事がありますのでご注意ください。

ご不明な点・操作にお困りの際には、
お客様総合受付センター までお問い合わせください。

ＴＥＬ ０１２０ － ４５２ － ８４６
受付時間月～金 ９ ： ０ ０ ～ １ ７ ： ０ ０ （祝日・弊社指定休業日を除く）

入力や選択を終えたら、変更する ボタン
を選択します。
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