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Thank you to all who joined us on February 18th for the
supplier conference. Due to technical issues at Volvo,
some of the information shared at the supplier
conference has changed. We apologize for any
inconvenience this may cause. Please read below for
the most current information.
How do I request access to VVI?
Send an email to accountspayable@udtrucks.co.jp to
request access. You must provide your Parma
number, Name, Email address and Phone number.
Your log on information will be sent to you by email.
Please allow 72 hours to receive your log on
information. If you have access to the supplier portal
already, you can start using VVI with the same ID and
PW to log-in to the portal.
Can I have multiple users for VVI?
You can have as many users as you need but you
must have at least one per Parma. Each Parma
number is treated as a separate supplier.
When can I use VVI?
You can use it as soon as you receive your logon
information. The remittance advice is already working
for all plants. You can see the goods receipt listing for
plant 8374 today. The PDF file for 8374 will begin at
the end of May. The goods receipt listing and PDF for
plant 2920 will show at the end of August 2015.
How do I access VVI?
You can access VVI through the supplier portal. Click
on My business (top left) and then select VVI (left). On
the VVI home page, click here to connect to VVI.
Can I use VVI for other Volvo locations?
Many Volvo companies are using VVI. You should be
able to see their names in the drop down list. If the
company that you do business with is not showing in
the drop down list, please contact Accounting Services.
We will let you know when the missing company will be
added to this tool.
How will I receive my self-billed invoice?
We can send you a PDF version by email or you may
download a copy from VVI. If you prefer email, our
system can only have one email address per Parma
code. Functional mailboxes are preferred. If you
would like to update or add your company’s email
address, please send an email to
accountspayable@udtrucks.co.jp . Please include your
Parma number in the email.
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2 月 18 日の説明会にお越しくださいまして、まことに有難
うございました。弊社での技術的な問題により、説明会で
の内容に変更点がございます。これによるご不便をお詫び
申し上げます。最新の下記情報を参照ください。
VVI の利用申請はどのようにすればよいですか?
アクセスご希望の方は accountspayable@udtrucks.co.jp
までご連絡ください。パルマ番号、お名前（ローマ字）、
メールアドレス、お電話番号を記載してください。 ログ
イン情報はメールで送付されます。登録まで 72 時間ほど
お時間をいただきます。すでにサプライヤーポータルのア
クセス権をお持ちの方は、同じ ID とパスワードで VVI も
お使いいただけます。
VVI の複数のユーザーを持つことはできますか？
必要であれば何人でもユーザー登録が可能です。ただしパ
ルマごとに少なくとも１つは必要となります。各パルマ番
号は別のサプライヤーとして扱われます。
いつから VVI を利用できますか？
ログイン情報を受け取り次第すぐにご利用いただけます。
支払情報はすでに全プラントに機能しております。プラン
ト 8374 向けの検収明細は、本日よりご覧いただけます。
プラント 8374 向けの セルフビリング請求書の PDF ファイ
ルは 5 月末より開始いたします。プラント 2920 向けの検
収明細と PDF ファイルは、2015 年 8 月末よりご覧いただ
けます。
VVI にはどのようにアクセスするのですか？
VVI はサプライヤーポータルよりアクセスしていただけま
す。My business （左上）をクリック、その後 VVI （左）
を選択します。VVI ホームページで click here to connect to
VVI をクリックしてください。
VVI は他の Volvo の会社向けに使えますか？
たくさんの Volvo の会社が VVI を使用しています。ドロッ
プダウンリストからその会社名をご覧いただけます。貴社
とお取引のある会社名が表示されていない場合は、アカウ
ンティングサービスまでお問い合わせください。見当たら
ない会社がこちらのツールに追加された際、お知らせいた
します。
セルフビリング請求書はどのように受け取るのですか？
PDF 形式でメールにて送付いたします。また VVI からもダ
ウンロードしていただけます。メール送信にあたり、弊社
のシステムではパルマごとにひとつのアドレスしか登録で
きません。従ってグループで使用されているメールアドレ
スの使用をお勧めします。アドレスの変更や貴社のアドレ
スを追加したい場合は、accountspayable@udtrucks.co.jp
までご連絡ください。 メールにパルマ番号を記載くださ
い。
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When will I see the new self-billed invoice?
You will see the new format for goods receipts during
May for 8374. For 2920, you will see the new format
for goods receipts with Volvo part numbers in July. For
goods receipt in UD, you will still receive a legacy
invoice.

新セルフビリング請求書はいつから開始しますか？
プラント 8374 については 5 月の検収分から採用しま
す。プラント 2920 については Volvo 部番での検収分に
ついて、7 月検収分より採用します。UD 部番での検収分
は従来の手続きを継続します。

Will my payment terms change if I am already on
one shot payments?
Only suppliers currently on 2 or 3 shot payments will
require new payment terms.

すでに一括払いの場合、支払条件は変更になるのですか？

When will I be notified of the new Volvo part
numbers?
Converted parts were already announced to suppliers
by sending part lists in June & October, 2014. These
parts will be used in plant 2920 after August 2015.
Any additional converted parts will be announced by
purchase order.

新しい Volvo 部番の通知はいつあるのですか？
変換される部品はすでに、2014 年 6 月と 10 月にサプラ
イヤー様にリストをお送りしています。これらの部品は
プラント 2920 向けで、2015 年 8 月以降に使用されま
す。追加で変換があった部品は、発注書にてお知らせい
たします。

How can I get a copy of the new objection form?
This is the link to the objection form:

新異議申請書の様式はどのように入手できますか？
こちらのリンクから取得可能です。

http://supplierportal.volvo.com/SiteCollectionDocuments/VSP/Comm
ercial/Webcast/Objection%20Handling%20flow.xlsx

How can I get a sample of CSV file of GR list?
A sample of the format has been saved on the portal. Here
is the link:
http://supplierportal.volvo.com/SiteCollectionDocumen
ts/VSP/Commercial/Webcast/Invoice%20template.csv
You can use VVI to download the new GR listing after
the new self-billed invoice is in place. We apologize
for being late with this information.
How will the remaining part of payables from two/
three shot be treated after May?
Those will be paid at defined due date before the
change.
Will the remittance data at the bank account be
separated into legacy and new or be combined
into one?
You will see one line at your bank that shows the total
amount sent. It will not be separated.
Are there plans to use MIV for the remaining
plants?
Unfortunately, there are no plans at this time.

現在 2 または 3 分割払いのサプライヤー様のみ、新支払
条件が適用されます。

http://supplierportal.volvo.com/SiteCollectionDocuments/VSP/Comm
ercial/Webcast/Objection%20Handling%20flow.xlsx

検収明細 CSV サンプルはどのように入手できますか？
こちらのリンクから取得可能です。

http://supplierportal.volvo.com/SiteCollectionDocumen
ts/VSP/Commercial/Webcast/Invoice%20template.csv
新セルフビリング導入後、検収明細データの VVI からの
ダウンロードが可能です。本情報の遅延についてお詫び
申し上げます。
2 または 3 分割の債務の残りは、5 月以降どのように扱
われるのですか？
変更前の期日でお支払いさせていただきます。
銀行へ送金される支払データは従来のものと新しいもの
とで分かれますか？
従来のものと新しいものが合算されて送金されます。
他のプラントで MIV を使う予定はありますか？
残念ながら、現在は予定しておりません。
CONET の新バージョンは Windows7 に対応しています

Will the new version of CONET work with Windows
7?
Yes it does however this version does not have price
contract function.

か？

If you have questions concerning information in this
newsletter, please contact Accounting Service directly
by email: accountspayable@udtrucks.co.jp

このニュースレターについてのご質問は、アカウンティ
ングサービスまでお問い合わせください。
E メール：accountspayable@udtrucks.co.jp

If you have questions regarding payment terms,
please contact your buyer.

支払条件についてのご質問は、担当バイヤーまでお問い
合わせください。

対応していますが、こちらのバージョンは価格の見積り
／契約機能がございません。

