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VVI (Viewing Vendor Invoices):

VVI (Viewing Vendor Invoices):

UD Truck suppliers will be able to use our VVI website
soon! VVI can be accessed through the supplier portal.
It is a website that allows you to view your account with
us. You can see your self-billed documents as well as
your remittance advice. The English version will be
availabe by the end of December. A Japanese version
is expected to be ready by the end of January 2015. If
you would like to request access to this website, please
contact ACC directly at:
accountspayable@udtrucks.co.jp

UD トラックスのサプライヤ様は、間もなく VVI ウェブサイトをご利用
いただけるようになります。VVI はサプライヤポータルからアクセス
頂けます。こちらは全てのサプライヤ様が、弊社とのお取引をご覧
いただけるウェブサイトです。セルフリング書類および弊社支払の
詳細もご覧いただけます。英語版は 12 月末までにはご利用頂ける
ようになります。日本語版は 2015 年 1 月末までには準備が整う予
定です。このウェブサイトにアクセスをご希望の方は、直接 ACC ま
でご連絡ください。
E メール：accountspayable@udtrucks.co.jp

セルフビリングサプライヤ様:

Self-billed suppliers:
Due to upcoming changes in UD Trucks accounting
systems, the appearance of our self-billed invoice from
SAP will be changed. The change will take affect in the
beginning of May 2015. Your invoices will be delivered
to you by email with a PDF attachment. The sender
will be donotreply@volvo.com. Depending on your
email settings, your documents may end up in your
spam box. If this happens, please add our email
address to your safe sender list so future emails will
come to your inbox. A copy of all self-billed invoices
will also be viewable from VVI. Payment schedules will
remain unchanged and self-billed invoices will be
created once a month just like they are today.

As part of our desire to improve our processes and
systems, payment terms may need to be updated.
Your buyer will be contacting you directly to discuss
this in the next few months.

UD トラックスの会計システムの変更に伴い、SAP セルフビリング
請求書のフォーマットを変更いたします。変更は 2015 年 5 月上旬
から適用される予定です。請求書は PDF 形式で、E メールでサプ
ライヤ様へ送信します。差出人は donotreply@volvo.com になり
ます。E メールの設定によっては、迷惑メールボックスの方に入って
しまうこともあります。その場合は今後のメールが受信ボックスに届
くよう、弊社の E メールアドレスを信頼できる差出人のリストに追加
してください。セルフビリング請求書のコピーは VVI からもご覧いた
だけます。支払いスケジュールは変更せず、セルフビリング請求書
は現在と同様に月に一度発行致します。

弊社のプロセスとシステムを改善するための一環として、支払期日
を改訂する必要がある場合があります。本件については、今後数ヶ
月以内に担当バイヤーから連絡致します。
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Q. Who is affected by this project?

Q. 誰が このプロジェクトの影響を受けますか?

A. Suppliers who deliver parts to User No 2920, UD
Truck’s Ageo plant

A. User 番号 2920、UD トラックス上尾工場に部品を納品頂いて

Q. 何が変わりますか?

Q. What will change?

A. 部品番号

A. Part numbers
UD Truck legacy references => Volvo standard
formats
Ex:

いるサプライヤー様です。

UD トラックス従来の形式 => Volvo スタンダードの形式

例：

21967NA00B

977976

21967NA00B

977976

1526300Z2B

943788

1526300Z2B

943788

210469Z03C

21986114

210469Z03C

21986114

2104600Z1D

21146755

2104600Z1D

21146755

Note: This is from a pure supplier perspective. There
are internal UD Truck system/process changes behind
these data reference changes.

注記：これらはサプライヤー様からの視点です。このデータ形式
の変更の背景に、弊社でのシステム変更及びプロセスの変更が
あります。

Q. なぜデータが一致していなければなりませんか？

Q. Why must your data be consistent?
A. 3-way matching logic is applied in the process to
receive goods and approve invoices
•

•

•

Goods can only be received if the
corresponding ASN and/or Delivery Note have
references exactly matching a valid Purchase
Order
Invoices can only be received if they have
references exactly matching a valid Purchase
Order
Invoices can only be approved for payment if
they have references exactly matching
processed goods receipts

A. ３ウェイマッチングは、弊社検収に対する請求書を承認する
プロセスにおいて適用します。 （セルフビリングでないプロセス）
•

対応している ASN および/または納品書の参照情報が
有効な Purchase Order のそれと完全に一致する場合
のみ、弊社で検収を行うことができます

•

有効な Purchase Order の参照情報と、請求書中のそ
れが完全に一致する場合のみ、請求書を受け取ること
ができます

•

検収情報と、請求書中の参照情報が完全に一致する
場合のみ、支払いへの承認がなされます。

このニュースレターについて質問がある場合は、直接 ACC にお
問い合わせください。
E メール：accountspayable@udtrucks.co.jp

If you have questions concerning information in
this newsletter, please contact ACC directly:
•

By email: accountspayable@udtrucks.co.jp

