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弥生株式会社

弥生PAP事務局

本ガイドは、弥生PAP会員とデスクトップアプリの会計製品

を使用中の顧問先が「スマート取引取込」をどちらも利用で

きるようにするための設定ガイドです。

「スマート取引取込」を
会計事務所と顧問先で利用する

設定ガイド

弥生PAP会員向け

＜デスクトップアプリ＞

「スマート取引取込」を会計事務所と顧問先で利用する 設定の流れ
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アクセスする自社の担当者を設定する .................. P24
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Ⅰ：事前準備～契約情報取得の申請

① マイポータル
(Web)へログイン

⑥ 契約情報提供の
承認・製品の登録

顧問先

「スマート取引取込」を会計事務所と顧問先で利用する 設定の流れ

会計事務所 ② 顧問先の登録
③ 契約情報取得の
申請

Ⅱ：契約情報提供の承認～スマート取引取込を利用する弥生製品の登録

④ 申請メールの
URLをクリック

Ⅲ：スマート取引取込を利用する事業所データの設定

⑦ 弥生会計を起動
して共有する事
業所データを開く

会計事務所
⑧ スマート取引取込
の設定画面を表示

⑨ 連携先の顧問先
を選択して設定

■運用上の注意
・事業所データを共有するには、「データ共有サービス（弥生ドライブ）」の設定が別途必要です。

（「弥生会計 スタンダード/プロフェッショナル」「やよいの青色申告」をご利用の場合）

・本サービスが利用できるのは、以下のバージョン以降となります。

「弥生会計19スタンダード/プロフェッショナル/プロフェッショナル2ユーザー/ネットワーク
Ver.25.3.1」「やよいの青色申告19Ver.25.3.1」

弥生会計AEでは、旧バージョンのデータをコンバートせずに開くことができますが、「スマート
取引取込」は、旧バージョンのデータを開いている状態では利用できません。最新バージョンへ
コンバートしてからご利用ください。その際は、顧問先が使用する弥生会計のバージョンを揃える
必要がありますので、顧問先とご相談ください。もし事情により旧バージョンのまま利用する必要
があるときは、旧バージョンの弥生会計AEを使用するなどして運用してください。

・「弥生会計 プロフェッショナル 2ユーザー/ネットワーク」をご利用の場合、事業所データの共有は
できませんが、本設定をすることで「スマート取引取込」を会計事務所と顧問先で利用できるように
なります。ただし、会計事務所と顧問先がそれぞれのパソコンにデータを保有しているため、仕訳
データの取り込みは必ず最新のデータへ取り込むように、運用ルールなどを決めてご利用ください。

※Ⅲは顧問先が行うこともできます。

⑤ マイポータル
(Web)へログイン

（弊社システムのご利用状況によって登録する内容や画面遷移が異なります。）

（弊社システムのご利用状況によって登録する内容や画面遷移が異なります。）

① マイポータル(Web)の
「顧問先（会員）一覧」を表示

② 顧問先のスマート取引取込へ
アクセスする職員（メンバー）
を選択

会計事務所

アクセスする自社の担当者を設定する



※ここでは「弥生会計 プロフェッショナル」で説明しますが、「やよいの青色申告」「弥生会計

スタンダード」「弥生会計 プロフェッショナル ２ユーザー」「弥生会計 ネットワーク」でも手

順は同じです。

「スマート取引取込」を会計事務所と顧問先で利用する 設定の流れ
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顧問先が使用している「弥生会計」のスマート取引取込を会計事務所と顧問先のどちらも利用でき

るようにするには、事前に会計事務所から顧問先へ契約情報の取得を申請し、顧問先から承認をい

ただく手続きが必要です。

以下の手順に従って必要な情報の登録を行ってください。弊社システムのご利用状況によって登録

する内容や画面遷移が異なります。

＜会計事務所の操作＞

Ⅰ：事前準備～契約情報取得の申請

弥生PAP会員専用サイトの「ご利用
の多いメニュー」から「顧問先との
データ共有」をクリックします。

「顧問先とのデータ共有」ページが
表示されます。

1

１

3

「設定の手順」の「顧問先が「デス
クトップアプリ」を利用している場
合」から［「スマート取引取込」を
会計事務所と顧問先で利用する］ボ
タンをクリックします。

3

2

（弥生PAP会員名）

２

（弥生PAP会員名）
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「「スマート取引取込」を会計事務
所と顧問先で利用する＜デスクトッ
プアプリ＞」の説明ページが表示さ
れます。

「設定の流れ」で、作業手順を確認
します。

5

［設定を行う］ボタンをクリックし
ます。

6

5

▶［ログイン］画面が表示された場合

弥生IDをお持ちの場合はマイポータルへ
ログインします。
お持ちで無い場合は弥生IDの新規登録が
必要です。

＜弥生IDをお持ち（登録済み）の場合＞

P4 の へ進みます

＜弥生IDをお持ちでない（未登録）の
場合＞

P5 の へ進みます8

［マイポータル（Web） 【ログイン】］画面

7

サービスを利用するためには、マイポー
タル（Web）へログインが必要です。シ
ステムのご利用状況により、表示される
画面は異なります。

44

Ⅰ：事前準備～契約情報取得の申請

6



▶［事業者（事業グループ）情報登録］画面
が表示された場合

マイポータルへログイン済みですが事業者
（事業グループ）情報が登録されていませ
ん。

P8 の へ進みます

▶［顧問先（または会員）の登録］画面が
表示された場合

申請に必要な事前準備は完了しています。

P8 の へ進みます22
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［事業者（事業グループ）情報登録］画面

［顧問先（または会員）の登録］画面

［マイポータル（Web） 【ログイン】］画面

弥生IDを既にお持ちの場合、
［弥生ID（メールアドレス）］を入
力し、［次へ］ボタンをクリックし
ます。
続いて［パスワード］を入力する画
面が表示されるので、パスワードを
入力してログインします。

7

7

サービスを利用するためには、マイポー
タル（Web）へログインが必要です。シ
ステムのご利用状況により、表示される
画面は異なります。

Ⅰ：事前準備～契約情報取得の申請

19



▶［事業者（事業グループ）情報登録］画面
が表示された場合

マイポータルへログイン済みですが事業者
（事業グループ）情報が登録されていませ
ん。

P8 の へ進みます

▶［顧問先（または会員）の登録］画面が表
示された場合

申請に必要な事前準備は完了しています。

P8 の へ進みます22

19
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［事業者（事業グループ）情報登録］画面

［顧問先（または会員）の登録］画面

弥生IDをお持ちでない場合、［弥生
IDの新規登録］ボタンをクリックし
ます。

8

8

9

弥生ID登録に必要な情報を入力しま
す。

諸条件を確認し、「「弥生ID利用規
約」およびプライバシーポリシーに
同意します。 ］に☑を入れます。

［登録する］ボタンをクリックし、
へ進みます。

9

10

10

11

11

Ⅰ：事前準備～契約情報取得の申請
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12

13

14

Ⅰ：事前準備～契約情報取得の申請

メールアドレス（※弥生ID）

「確認する」をクリックします。

確認コードを入力する画面が表示され

ます。

13

14

登録した弥生ID（メールアドレス）へ
「【弥生】確認コードのお知らせ」という件名
のメールが届きます。

メールアドレス（※弥生ID）

XXXXXX

確認コードを入力します。

＜確認コードのお知らせメール＞
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15

17

18

Ⅰ：事前準備～契約情報取得の申請

パスワードを入力します。

この画面が表示されたら登録完了で

す。「サービスの利用へ進む」をク

リックします。

弥生ID（※ メールアドレス）

［ログイン］ボタンをクリックします。

15

17

18

16 「弥生ID（メールアドレス）」を入力

し、［次へ］ボタンをクリックします。

16
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［事業者（事業グループ）情報登
録］画面が表示されます。

［お客様番号］［パスワード］を入
力します。

［認証する］ボタンをクリックしま
す。

19

20

19

20

21
21

［顧問先（または会員）の登録］画面

［事業者（事業グループ）情報登録］画面

22顧問先のコード（任意）、顧問先名
を入力し、事業形態を選択します。

22

23

［製品・サービス連携のため、弥生
製品の契約情報の取得を申請する］
にチェックをつけます。

23

お客様番号とパスワードは、弥生PAP会員
専用サイトへログインするときと同じもの
を入力してください。お客様番号は、弥生
PAP会員制度への入会時にお知らせしてい
ます。パスワードは弥生PAP会員様自身で
設定していただいています。お忘れの場合
は、ここで再発行してください。

Ⅰ：事前準備～契約情報取得の申請

24［確認する］ボタンをクリックしま
す。

24
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画面下部に申請に必要な情報の入力
欄が表示されます。
顧問先の担当者名、担当者のメール
アドレス、メッセージ（任意）を入
力します。

25

［確認する］をクリックします。

申請メールのコピーを送信する宛先
のメールアドレスを設定します。初
期値は、現在ログインしている弥生
IDが表示されます。変更することも
できます。

26

27

［顧問先（または会員）の登録］画面

Ⅰ：事前準備～契約情報取得の申請

25

26

27
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［確定する］ボタンをクリックしま
す。

2929

［顧問先（または会員）の登録］確認画面

申請完了です。
顧問先へ「契約情報取得の申請」メール
（P11 参照）が送信されます。

確認画面が表示されるので、登録し
た顧問先の情報やメールアドレスな
どに間違いがないか確認します。

2828

Ⅰ：事前準備～契約情報取得の申請

1

顧問先の登録はこのボタンをクリックしても
行えます。

「顧問先（会員）一覧」画面は、デスクトップ
の「弥生マイポータル」から直接起動するこ
ともできますので、2回目以降の顧問先登録

時にご利用ください。「顧問先（会員）一覧」
画面を「弥生マイポータル」から起動する方
法は、P24の＜参考＞をご確認ください。

顧問先の登録が完了すると、「顧問先（会員）一覧」が表示されます。登録した顧問先が一覧に表
示され、画面上部には申請結果が表示されます。

クリックすると以下のメニュー
が表示されます。CSVファイ
ルを利用した顧問先の一括登
録や、顧問先情報のダウン
ロードができます。

ログイン者名

「申請中」
と表示



https://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ⅱ：契約情報提供の承認～スマート取引取込を利用する弥生製品の登録
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会計事務所からの申請を承認します。ここからは顧問先の操作です。

＜顧問先の操作＞

1 １

会計事務所名が正しいことを確認し、
メールの内容、会計事務所からの
メッセージなどを確認します。

2

2

3メールに記載されているURLをク
リックします。

3

▶［ログイン］画面が表示された場合

弥生IDをお持ちの場合はマイポータルへ
ログインします。
お持ちで無い場合は弥生IDの新規登録が
必要です。

＜弥生IDをお持ち（登録済み）の場合＞

P12 の へ進みます

＜弥生IDをお持ちでない（未登録）の
場合＞

P13 の へ進みます5

［マイポータル（Web） 【ログイン】］画面

4

サービスを利用するためには、マイポー
タル（Web）へログインが必要です。シ
ステムのご利用状況により、表示される
画面は異なります。

XXXXXXXXXXXXX＠XXXXX.XXX

（会計事務所名）

（会計事務所名）

（会計事務所名）

（会計事務所名）

１ （会計事務所名）弥生株式会社から送信されるメール
（件名：「【弥生】（会計事務所
名）様より弥生製品の契約情報取得
が申請されています」）を確認しま
す。



▶［会計事務所等への契約情報提供の承認］
画面が表示された場合

承認に必要な事前準備は完了しています。

P17 の へ進みます20

▶［事業者（事業グループ）情報登録］画面
が表示された場合

マイポータルへログイン済みですが事業者
（事業グループ）情報が登録されていませ
ん。

P16 の へ進みます

［事業者（事業グループ）情報登録］画面

［会計事務所等への契約情報提供の承認］画面

［マイポータル（Web） 【ログイン】］画面

弥生IDを既にお持ちの場合、
［弥生ID（メールアドレス）］を入
力し、［次へ］ボタンをクリックし
ます。
続いて［パスワード］を入力する画
面が表示されるので、パスワードを
入力してログインします。

4

4

サービスを利用するためには、マイポー
タル（Web）へログインが必要です。シ
ステムのご利用状況により、表示される
画面は異なります。

（会計事務所名）

（顧問先名）

Ⅱ：契約情報提供の承認

（会計事務所名）
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16



▶［会計事務所等への契約情報提供の承認］
画面が表示された場合

申請に必要な事前準備は完了しています。

P17 の へ進みます20

▶［事業者（事業グループ）情報登録］画面
が表示された場合

マイポータルへログイン済みですが事業者
（事業グループ）情報が登録されていませ
ん。

P16 の へ進みます ［事業者（事業グループ）情報登録］画面

［会計事務所等への契約情報提供の承認］画面

弥生IDをお持ちでない場合、［弥生
IDの新規登録］ボタンをクリックし
ます。

5

5

弥生ID登録に必要な情報を入力しま
す。

諸条件を確認し、「「弥生ID利用規
約」およびプライバシーポリシーに
同意します。 ］に☑を入れます。

［登録する］ボタンをクリックしま
す。

6

7

8

Ⅱ：契約情報提供の承認

（会計事務所名）
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16

6

7

8



メールアドレス（※弥生ID）

メールアドレス（※弥生ID）

XXXXXX
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9

10

11

Ⅰ：事前準備～契約情報取得の申請

11

「確認する」をクリックします。

確認コードを入力する画面が表示され

ます。

登録した弥生ID（メールアドレス）へ
「【弥生】確認コードのお知らせ」という件名
のメールが届きます。

確認コードを入力します。

10

＜確認コードのお知らせメール＞
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13

14

15

Ⅰ：事前準備～契約情報取得の申請

パスワードを入力します。

「弥生ID（メールアドレス）」を入力

し、［次へ］ボタンをクリックします。

弥生ID（※ メールアドレス）
［ログイン］ボタンをクリックします。

13

14

15

この画面が表示されたら登録完了で

す。「サービスの利用へ進む」をク

リックします。

12

12



［事業者（事業グループ）情報登
録］画面が表示されます。

会社情報を入力します。

代表者情報を入力します。

16

17

18

［事業者（事業グループ）情報登録］画面

［登録する］ボタンをクリックしま
す。

19

Ⅱ：契約情報提供の承認

16

17

18

19

-16-



［会計事務所等への契約情報提供の
承認］画面が表示されます。

「申請元情報」で、顧問契約してい
る会計事務所に間違いないかを確認
します。

［承認する］を選択します。

20

21

22

［会計事務所等への契約情報提供の承認］画面

25

「承認する」と表示されていること
を確認します。

25

26

申請元の会計事務所へのメッセージ
があれば入力します。

23

［確認する］ボタンをクリックしま
す。

24

［会計事務所等への契約情報提供の承認］の確認画面

確認画面が表示されます。

Ⅱ：契約情報提供の承認

20

21

22

23

24

［確定する］ボタンをクリックしま
す。

26

（会計事務所名）

（会計事務所名）

（顧問先名）

（会計事務所名）

以上で承認作業は完了です。
続けて、スマート取引取込を利用する弥
生製品を登録します。引き続き、顧問先
の操作です。
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［製品・サービスの連携の設定］の
「こちら」の文字をクリックします。

27

27

▶契約している弥生オンラインがある場合

弥生オンラインの契約がある場合は右図
のように表示されるので、「製品の登録」
をクリックします。

27

「製品の登録」画面が表示されます。28
28

お持ちの弥生製品の「お客様番号」
と「パスワード」を入力します。

29

29
お客様番号とパスワードは、弥生の「サ
ポート・サービス」ページへログインする
ときと同じものを入力してください。また、
弥生会計のお客様番号を複数お持ちの場合
は、必ずサポート契約中のお客様番号を入
力してください。
お客様番号は、「あんしん保守サポート
カード」に記載されています。パスワード
はお客様自身で設定していただいています。
お忘れの場合は、ここで再発行してくださ
い。

［認証する］ボタンをクリックしま
す。

30

30

XXXXXXX

Ⅱ：契約情報提供の承認
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ログイン者名［キャンセル］ボタンをクリックしてし

まった場合は、右図のようになります。

もう一度、［製品・サービスの連携の設

定］を表示するには、［契約管理］の

［会計事務所管理］から ボタンを

クリックして「製品・サービスの連携を

設定する」を選択してください。

＜補足＞

補足参照



33
［（会計事務所名）と連携する］を
選択します。

33

34

「製品の登録完了」画面が表示され
ます。

31 31

32
登録された製品名が正しいことを確
認します。

32

［設定する］ボタンをクリックしま
す。

製品の登録が完了すると、「会計事務所等管理」が表示され、連携先の会計事務所の欄に登録した
製品のアイコンが表示されます。

34

（会計事務所名）

Ⅱ：契約情報提供の承認
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（会計事務所名）

（会計事務所名）

「弥生会計」
のアイコンが

表示



会計事務所へ届いた
「契約情報取得の承認」メール

会計事務所の「顧問先（会員）一覧」画面

＜参考＞
承認が完了すると、会計事務所にも承認されたことを知らせる「【弥生】弥生製品の契約情報取得
が承認されました」のメールが届きます。また、「顧問先（会員）一覧」のステータスに表示され
ていた「申請中」の文字がなくなり、アイコンの色が濃いブルーに変わります。

XXXXXXXXXXXXX＠XXXXX.XXX

（会計事務所名）

（顧問先名）

（顧問先名）

表示が変
わります

-20-



Ⅲ：スマート取引取込を利用する事業所データの設定

スマート取引取込を連携する事業所データを設定します。連携できる事業所データは、一件の顧問

先に対して一つです。

＜会計事務所の操作＞

顧問先が製品の登録を完了したこと
を確認します。

以下2つの方法で確認できます。

① 弥生株式会社から「【弥生】製
品・サービスの連携が許可され
ました」のメールが届いている。

② マイポータルWebの「顧問先
（会員）一覧」で、対象の顧問
先欄に連携済み製品のアイコン
が表示されている。

1

１

① 弥生株式会社からの「【弥生】製品・サービスの連携
が許可されました」のメールで確認

② マイポータルWebの「顧問先（会員）一覧」で確認

※ 顧問先とのデータやり取りをバックアップファイルの受け渡しで行っている場合など、ローカルPCにデータが

保存されていても設定可能です。ただし、会計事務所と顧問先がそれぞれのパソコンにデータを保有しているた

め注意が必要です。仕訳データの取り込みは必ず最新のデータへ取り込むように、運用ルールなどを決めてご利

用ください。

※ 一件の顧問先に対して、複数の事業所データを設定することはできません。連携したい事業所データが複数ある

場合は、一旦連携を解除し、あらためて別の事業所データへ連携設定をしてご利用ください。

XXXXXXXXXXXXX＠XXXXX.XXX

（会計事務所名）

（顧問先名）

（顧問先名）

（顧問先名） （会計事務所名）

（顧問先名）

1

ログイン者名
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ログイン者名

XXXXXXXXXXX@XXX.XXX

XXXXXXXXXXX@XXX.XXX

XXXXXXXXXXX@XXX.XXX

「データ共有サービス（弥生ドライブ）」
で共有しているデータを連携する場合は、
「弥生マイポータル」の「共有データを開
く」タブで「データを開く」をクリックし
て対象のデータを開きます。

2

4

確認メッセージが表示されるので
［はい］をクリックします。

4

5

開いてる事業所データが、連携する
顧問先のデータであることを確認し
て［ファイル］メニューから［ス
マート取引取込］－［スマート取引
取込の設定］をクリックします。

3

「スマート取引取込の設定」画面が
表示されるので、連携する顧問先を
選択します。

6

3

弥生会計を起動し、連携する事業所
データを開きます。

Ⅲ：スマート取引取込を利用する事業所データの設定

2

5

6 ［次へ］ボタンをクリックします。

これ以降の操作は、『弥生会計 AE』で
行います。

【ご注意ください】
誤って他の顧問先に連携してしまわないよ
うに、顧問先の選択には十分にご注意くだ
さい。

-22-



＜参考＞
会計事務所が顧問先のスマート取引取込を起動しているときは、画面上部の弥生IDの左側に、顧問
先の事業所名（連携した事業所データの事業所名）が表示され、どの顧問先のスマート取引取込を
操作しているかが確認できます。

7

「スマート取引取込の設定を完了し
ました。」と表示されたら、［画面
を閉じる］ボタンをクリックします。

8

7

8

事業者名は下記をもとに表示されます。

・「選択した顧問先（または会員）名」
→「顧問先（会員）一覧」の表示名

・「顧問先（または会員）の会社・個人事
業者名」
→ 顧問先が事業者（事業グループ）情

報登録時に入力した事業者名

・「現在開いている事業所名」
→ 現在開いているデータの［事業所設

定］に登録されている「事業所名」

「選択した顧問先名」と「現在開いている
事業所名」が異なる場合は、下図のような
メッセージが表示されます。もう一度確認
し、問題なければ［はい］をクリックしま
す。

以上で手続きは完了です。
事務所内の複数の職員がアクセスする場合は、引き続きP24の担当者の設定を行ってください。

「選択した顧問先（または会員）
名」、「顧問先（または会員）の会
社・個人事業者名」、「現在開いて
いるデータの事業所名」の組み合わ
せが正しいことを確認して［設定を
行う］ボタンをクリックします。

Ⅲ：スマート取引取込を利用する事業所データの設定
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一つの顧問先のスマート取引取込に対して事務所内の複数の職員がアクセスする場合は、担当者の

設定が必要です。なお、担当者の設定は管理者権限のある「弥生ID」をお持ちの方のみ行えます。

※ 複数の職員を登録するには「メンバー招待」の手続きが必要です。

ログイン者名

XXXXXXXX

20XX/XX/XX

ログイン者名

アクセスする自社の担当者を設定する

マイポータル（Web）の［顧問先
（会員）一覧］から、設定を変更し
たい顧問先名（青字）をクリックし
ます。

1

1

顧問先の情報が表示されるので、右
上の「 」をクリックし、表示され
たメニューから［担当者を設定す
る］を選択します。

2

2

3

［変更する］ボタンをクリックしま
す。

44

＜参考＞
マイポータル（Web）の［顧問先（会
員）一覧］は「弥生マイポータル」の
「会計事務所向けサービス」タブから表
示することもできます。

この顧問先のスマート取引取込へア
クセスする職員（メンバー）に
チェックをつけます。
※初期値では、管理者と、その顧問

先の契約情報取得の申請手続きを
行った利用者にチェックが入って
います。

3

条件を設定すると絞り込むことができ
ます。
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