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WEB 専用ページ受付について
はじめに
2021 年 5 月末締めの請求書より、日比谷アメニスグループ全体で受付方法を変更しております。
これまで、従来通りの郵送受付と専用メールアドレス受付の 2 つの方法で受け付けてきましたが、この度新たに
WEB 専用ページでの受付を追加いたします。
（※従来のメール受付も継続しています）

WEB 受付方法について
WEB 専用ページ受付は各課で異なる URL の専用ページを用意しております。
（資料 2 ページ目以降の一覧参照）
各社請求ご担当者様にはそのページにアクセスしていただき、PDF の請求書をアップロードしていただきます。
WEB 受付を利用していただくことで、専用メールアドレス受付で課題となっていた正常に受付完了しているか
確認できないといった不安や、メーラー上で自動的にパスワード付きファイル圧縮がされメール受付できない等
の事案が解消されます。
請求書作成

PDF変換

Webアップロード

完了

WEB 専用ページ受付のルール
・
「鑑」を Excel で作成後、必ず

PDF 形式にしてください。

Excel ファイル等、PDF 形式以外のファイルは受付できません。
・1 請求 1 ファイルにしてください。
（複数ページになっても大丈夫です）
明細(「内訳」シートもしくは貴社用紙）を添える場合は鑑を最初のページにして 1 ファイルとしてください。
・内訳明細のみのファイルはアップロードしないでください。必ず 1 請求 1 ファイルです。
・1 度に複数ファイルアップロードできます。
・受付ページは部署ごとに異なりますので、下記 URL 一覧よりご確認ください。
・専用ページでアップロードした請求書を別途郵送やメール送信する必要はありません。
・アップロード後に間違いに気づいた場合は再度アップロードし直さず、そのまま弊社担当へご連絡ください。

請求書の締切日について
締日は毎月末日締切、翌 5 日必着です。
専用ページからアップロードする場合は、5 日 23 時までにアップロードしてください。（土日祝受付可）

さいごに
従来通りの旧指定請求書の利用、紙面郵送での受付も当面の間可能としますが、少しずつ専用メールアドレスま
たは今回ご案内の専用 WEB ページでの受付に移行していただけますと幸いです。
本件の問い合わせ先：株式会社日比谷アメニス 業務管理部 TEL: 03-3453-2409
MAIL: seikyu@amenis.co.jp
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部門別専用ページ URL 一覧
株式会社日比谷アメニス
・社会環境部

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U7886367

・企画営業部

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U9901033

・景観環境 1 部

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U9170358

・景観環境 2 部

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U0802668

・共創環境部 UD 推進課

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U9021366

・共創環境部ストック課

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U0232624

・グリンテリア 1 部

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U7257791

・グリンテリア 2 部

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U6884841

・環境エネルギー部

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U4813252

・PA 本部

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U1357110

・CB 企画部

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U0127484

・工事 1 部 1 課

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U4765257

・工事 1 部 2 課

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U3698418

・工事 2 部 1 課

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U2325481

・工事 2 部 2 課

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U1704896

・工事 3 部 1 課

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U1298170

・工事 3 部 2 課

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U6186995

・生産調達部

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U3252365

・原価管理室

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U8304591

・品質保証部

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U7039997

・安全管理室

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U5201295

・環境緑花研究室

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U8680311

・工務 DX 推進室

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U3274098

・総合経営企画室

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U3572291

・人事部

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U6838892

・経理部

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U9723109

・業務管理部

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U5392621
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・東関東支店景環緑地課

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U4896955

・東関東支店 CS 課（千葉市都市緑化植物館、市原市総合公園）
https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U2177983
・大阪支店 KR 部

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U5005074

・大阪支店 CS 部企画課（吹田市花とみどりの情報センター、咲くやこの花館、うめきた）
https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U3527588
・大阪支店 CS 部運営 1 課 （鳴尾浜臨海公園南地区、尼崎市 5 公園、宝塚市文化芸術センター）
https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U0017775
・大阪支店 CS 部運営 2 課 （三田市有料 8 公園、池田市五月山公園、都市計画公園、兵庫県立甲山森林公園）
https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U6017454
・名古屋支店

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U8640499

・九州支店

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U0101828

・仙台支店（仙台農業園芸センター）
https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U2751874
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株式会社日比谷アメニス（公園）
・CB 運営部東部公園管理課（東綾瀬公園、中川公園、尾久の原公園、大島小松川公園、宇喜田公園、亀戸中央
公園、猿江恩賜公園）
https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U0331196
・CB 運営部南部公園管理課（大井ホッケー場、大井ふ頭中央海浜公園、城南島海浜公園等）
https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U3080749
・CB 運営部夢の島公園管理課（夢の島公園、夢の島熱帯植物館、夢の島公園アーチェリー場）
https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U4326425
・CB 運営部東京区部公園管理 1 課（北区赤羽スポーツの森公園、浮間子どもスポーツ広場、としまみどりの防
災公園・イケサンパーク）
https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U8553925
・CB 運営部東京区部公園管理 2 課（港区麻布地区区立公園・児童遊園、港区芝地区区立公園・児童遊園）
https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U4685374
・CB 運営部神奈川公園管理 1 課（相模三川公園、相模原市営霊園、生田緑地）
https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U0653084
・CB 運営部神奈川公園管理 2 課（大船フラワーセンター、横浜メモリアルグリーン）
https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U4471948
・CB 運営部推進課（三郷市ピアラシティ中央公園、国営ひたち海浜公園）
https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U3863992

2021.10.01
株式会社日比谷アメニス 業務管理部

太陽スポーツ施設株式会社
・企画営業部

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U2422204

・技術部

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U6341904

北部緑地株式会社
https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U7936176

株式会社グリーバル
・GA1 ユニット

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U9657924

・GA2 ユニット

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U1003088

・IS ユニット

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U1900155

・PB ユニット

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U8017289

・LT ユニット

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U9325050

・特殊緑化技術推進室

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U4562813

株式会社エコル
https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U7647845

株式会社エコルシステム
・技術課

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U4148459

・企画課

https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U4465018

株式会社アメニス山梨
https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U5030909

株式会社橘木
https://web.invox.jp/upload_page?id=seikyu.U6715863

