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第1章

スマートクラブ for business

に登録
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電子請求書システムとしてお客様にご登録いただくのは、佐川急便
株式会社（以下、佐川急便）の
「スマートクラブ for business」(以下、スマートクラブbiz)です。

スマートクラブbizは会員登録により、佐川急便のお荷物集荷・配送
に関するご依頼や照会等をウェブ上でご利用いただけるコンテンツ
です。その中の一つに、電子請求書発行サービスがございます。

SGムービング株式会社は、佐川急便を中核とするSGホールディン
グス株式会社のグループ企業です。

■スマートクラブbizについて詳しくはこちらから
https://www.sagawa-exp.co.jp/service/smartclub/forbusiness/

１．スマートクラブ for businessとは

【STEP１】
佐川急便HPからスマートクラブbizにアクセス

【STEP２】
お客様情報を登録

【STEP３】
請求書情報（お客様コード・申込ID）を登録

【STEP４】
サービス利用開始

■ご登録の流れ

※スマートクラブbizのご登録は無料です。
※個人様向けと法人様向けがございますが、法人様向けの

for business に登録をお願いいたします。
※お手元に紙面請求書をご用意のうえ、ご登録をお願いいたし
ます。

https://www.sagawa-exp.co.jp/service/smartclub/forbusiness/


２．お客様情報登録

①検索エンジンで「佐川急便」と検索し、佐川急便のホー
ムページを開きます

②トップページから「スマートクラブ」をクリックします
（トップページのデザインは変更になることがございます。詳しくは佐川急便のホー
ムページをご確認ください）

ここをクリック
（ボタンの配置は変更になることがございます）

③スマートクラブログイン画面が立ち上がりますので、
「＜法人様向け＞スマートクラブ for business」のタブ
をクリックしてください

このタブが青くなっていたら
選択できている状態です
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④ログイン画面右側の「スマートクラブ for business 新規登録」
をクリックし、お客様情報登録を行います

ここをクリック

⑤お客様情報入力画面が表示されますので、各項目を入力します
なお、必須項目はすべてご入力ください（p9 参照）

【メールアドレス】
電子請求書を受け取るご担当者様の
メールアドレスをご入力ください
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【パスワード】
スマートクラブbizにログインする
際に必要になるため、お忘れのない
ようご留意ください



【お客様コード・申込ＩＤ】
紙面請求書のお客様情報欄に記載
されている番号をご入力ください
（p8 参照）

【お名前】
電子請求書を受け取るご担当者様のお
名前をご入力ください

必須項目をすべて入力すると、ご入力
したメールアドレスに確認メールを送
信するボタンを押すことができます
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【各種メール通知サービス】
今回は電子請求書の登録を目的として
いるため、「利用しない」を選択して
ください

【電子請求書発行サポートのご利用】
電子請求書の受け取りに必要なため、
「利用する」を選択してください



お客様コード・申込ＩＤの確認方法
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11桁の数字

11桁の数字

紙面請求書の左側のお客様情報欄にお客様
コード・申込ＩＤ（どちらも11桁の数字）
が記載されていますので、こちらをご入力
ください

11桁の数字

11桁の数字

※お客様情報入力時の注意点＜Ⅰ＞



まだ入力していない必須項目がある場
合、その項目数が表示されます

途中で入力を止めた・正しく入力でき
ていなかった場合は、入力フォームが
赤くなります

必須項目の入力

必須項目をすべて入力するとこの表示
が出ます

青いチェックマークがつけば正しく入
力されています

必須項目を正しく入力すると
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※お客様情報入力時の注意点＜Ⅱ＞



⑥必須項目をすべて入力したら、画面一番下の「確認メール送
信」をクリックしてください

ここをクリック

⑦画面がメールアドレス確認画面に変わり、ご入力いただいた
メールアドレスにワンタイムパスワードメールが送信されます
届いたワンタイムパスワードをメールアドレス確認画面に入力
してください
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ここに入力するワンタイムパスワード
がメールで送信されます



メール文面に記載されているワンタイ
ムパスワードを、先ほどのメールアド
レス確認画面に入力します

※メール文面参考

➇ワンタイムパスワードを入力したら「次の画面へ進む」をク
リックしてください
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ここをクリック

ワンタイムパスワードが誤って入力さ
れていないかご確認ください



⑨入力内容確認画面が表示されますので、入力内容に誤りがない
かご確認いただき、「利用規約に同意して登録」をクリックし
てください

ここをクリック

利用規約をよくご確認のうえ、スマー
トクラブbizにご登録ください
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03XXXXXXXXXXX

⑩スマートクラブbizの登録が完了し、登録完了画面が表示される
と同時に、登録完了メールも送信されます

⑪登録完了画面下の「電子請求書発行サポートの利用登録へ進
む」をクリックしてください

※メール文面参考

スマートクラブIDは電話番号＋3桁の数字で作
成されます
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３．電子請求書発行サポート登録

①電子請求書発行サポート登録手続き画面が表示されますので、
お客様コード・申込ＩＤを入力し「次へ」をクリックしてくだ
さい

ここをクリック

②お申込サービス選択画面が表示されますので、「運賃請求書発
行」にチェックを入れて「申込」をクリックしてください
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チェックボックスをクリックし、青いチェックが
入っていることを確認してください

ここをクリック



③申込内容の確認画面が表示されますので、「選択済」になって
いることを確認して「申込」をクリックしてください

運賃請求書発行が「選択済」になって
いるかご確認ください

ここをクリック

④電子請求書発行サポートの申込みが完了し、申込完了画面が表
示されると同時に申込完了メールが送信されます

追加でお客様コード・申込ＩＤを登録されない場合は「スマー
トクラブメニューに戻る」をクリックしてください
登録される場合は「続けて登録」をクリックしてください
（例：異なるお客様コードで発行された請求書がある場合）

追加でお客様コード・申込ＩＤを登
録されない場合はここをクリック
（スマートクラブbizのトップペー
ジに遷移します）

追加でお客様コード・申込ＩＤを
登録される場合はここをクリック
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※メール文面参考

⑤（「続けて登録」をクリックされたお客様向け）
「続けて登録」をクリックすると再度電子請求書発行サポート
登録手続き画面が表示されますので、本マニュアルp14の
手順①からをご参照のうえお手続きをお願いいたします
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03XXXXXXXXXXX

※電子請求書としてご利用できるのは、電子請求書発行サポート
にご登録後に発行される請求書からになります
（ご登録時点で紙で発行されている請求書は電子化されません）
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第２章
電子請求書を利用する
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４．電子請求書確認方法

①スマートクラブログイン画面で「＜法人様向け＞スマートクラ
ブ for  business」のタブを選択し、スマートクラブIDとパス
ワードを入力のうえ「ログイン」をクリックしてください

IDはご登録の際に送信されるメール
に記載されております

ここをクリック

②スマートクラブbizのトップページに遷移するので、下へスク
ロールし「お客様設定サポート 利用状況の照会」の下、「電子
請求書発行サポート」をクリックしてください

ここをクリック
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③電子請求書発行サポート画面が立ち上がるので、「運賃請求書
発行」をクリックしてください

④弊社から発行された請求書一覧が表示されます
請求書をダウンロードする場合は、ダウンロードしたい請求書
を選択し、「ダウンロード【PDF形式】」をクリックしてくだ
さい

ここをクリック

ここをクリック

請求書を選択するにはチェックボックスを
クリックします
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⑤請求書と運賃明細書がPDFで出力されますので、保存してご利
用ください

⑥請求書情報はCSV形式でもダウンロードできます
「ダウンロード【CSV形式】」をクリックしてください

ここをクリック
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５．お客様コード・申込ＩＤ追加登録

電子請求書サポート初回登録後に、弊社から登録時と異なるお客
様コードで紙面請求書が発行された場合は、お客様コードと申込
ＩＤの追加登録をお願いいたします

①スマートクラブbizにログインし、トップページを下へスクロー
ルし「お客様設定サポート 利用状況の照会」欄にある「電子請
求書発行サポート」の下、「変更はこちら」をクリックしてく
ださい

ここをクリック
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②電子請求書発行サポート登録手続き画面が表示されます
ご登録方法は、電子請求書発行サポートの初回登録と同じです
ので、本マニュアルp14手順①からをご参照のうえお手続きを
お願いいたします

既にご登録済のお客様コードが表示されます

表示されたお客様コードと異なるコードで発
行された請求書がお手元にある場合、こちら
で追加登録をお願いいたします

※異動等で電子請求書を受け取るご担当者様を変更される場合、
スマートクラブbizトップページ右上の「会員情報の確認・変更」
から、メールアドレスやお客様情報などの変更手続きをお願いい
たします


