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受発注連携型販売管理システムの特徴① 

１．受注から生産、売上まで一元管理 

 

 

 

＊  受注データ入力 

   生産指示（工場生産分の加工） 

   発注処理（部材、発注品は仕入先に注文） 

＊  生産実績（工場で出来上がった製品のハンディーによる実績入力、バーコード発行 

＊  入荷実績（入荷品のハンディーによる実績入力、バーコード発行、仕入伝票作成） 

＊  出荷一覧表（納期を基に出荷準備を行う） 

＊  出荷処理（準備の出来たものからハンディーによる実績入力） 

＊  売上入力（出荷処理の実績から納品データが作成される、納品書の作成） 

 

2．進捗状況がリアルタイムに確認でき、作業効率がUP 

＊  ハンディターミナルをご使用いただく事で、簡単な操作で棚卸が可能になり、 

   同時にミスも劇的に減少します。 

3．高精度な検品が可能になり、誤出荷を防止 

＊  人間の手でやっている検品作業を極力省き、誤出荷を無くす事ができます。 

＊  入力ミスが無くなることにより、「在庫数が合わない」等のトラブルも防げます。 

 



＊ 商品データ・仕入先データ等を、マスターデータとして登録しておくにより、 

  各データの参照効率が向上します。 

＊ 商品の追加や削除、新たな仕入先等のデータ編集も簡単にできますので作業  

  効率が飛躍的に向上できます。 

4．簡単な操作で業務効率がUP 

受発注連携型販売管理システムの特徴② 

5．帳票も自由にレイアウト変更が可能 

＊ 売上一覧・現場別請求書などはもちろん、独自の帳票など自由にカスタマイズができます。 

６．他の売上データーの統合化（ EOSデーターとか） 

＊ 得意先からの電話、FAX、EOSデータ、メール等からの注文から受注伝票を作成します。 



＊ 得意先毎での商品の購買履歴を管理します、それによって購買分析を行い 

  生産計画、販売計画等の目安になります。 

 

７．顧客購買履歴の管理、売れ筋商品管理 

受発注連携型販売管理システムの特徴③ 

８．生産管理 

＊ 受注した商品を生産するにあたって製造指示書等の発行 

  ハンデｨーを使用して進捗管理を行う。 

9． 商品管理/品質管理 

＊ ハンディーを使用して製造日時、担当者、商品チェックシートの管理を行う 



＊ 受注入力 

  受注データの入力 

  受注データの取込み（Excel） 

  統一したデータで管理できる 

＊ 見積書入力 

  見積データも各営業担当者も統一した書式で管理 

＊ 発注書入力 

  過去に発注した価格を確認 

＊ 工程表作成 

  作業に要する工数を管理、納期の管理 

＊ 作業指示入力 

  日々の作業指示 

＊ 作業進捗管理 

  作業指示した工程の進捗を管理できる 

＊ 売上伝票管理 

  受注データからの売上伝票にの振替可能 

 

   

受発注連携型販売管理システムの機能一覧① 



＊ 納品書、請求書、売掛元帳 

  納品書、締日毎に請求書、期間での元帳作成 

＊ 入金伝票入力 

  未収伝票の管理、各請求月を参照しながら入金処理 

＊ 仕入伝票入力 

  発注伝票から仕入伝票に振替 

＊ 仕入元帳、買掛元帳 

  締日毎に仕入額を先方請求とのチェック 

  期間での買掛元帳作成 

＊ 支払入力 

  各請求月を参照しながら支払処理 

＊ 入庫入力（ハンディー） 

  入庫した商品にバーコード作成し印刷 

＊ 出庫入力（ハンディー） 

  出庫した商品のバーコードを読取り、出荷伝票、送り状印刷、納品書に振替可 

 

   

受発注連携型販売管理システムの機能一覧② 



＊ 得意先別月別売上（前年対比率） 

   得意先毎の月別売上一覧作成 

＊ 月別商品売上リスト作成 

   商品別で月毎に売上個数、売上額、粗利益がわかります。 

＊ 商品別売れ筋商品一覧表が作成できます（順位可能） 

   商品毎の売上一覧を作成する事で戦略が詳細に 

＊ 新規顧客獲得数（月別、業種別）一覧表作成 

   月毎に新規開拓の進捗状況が把握できます。 

＊ 業種別顧客表作成 

    

   

受発注連携型販売管理システムの機能一覧③ 



＊ 在庫一覧表作成 

  システムによる在庫表 

＊ 棚卸入力（ハンディー） 

  現在庫をハンディーでバーコードを読取りシステム在庫と現在庫の差異をチェック 

   

     

受発注連携型販売管理システムの機能一覧④ 

 ハード構成                    クライアント 

  サーバー     

   CPU        ：intel Xeon       CPU        ：Core i5 

        メモリー   ：16G         メモリー   ：16G 

       OS          ：Windows2016          OS          ：Windows10 pro 

       DB          ：SQL Server 2017 

 

 

 

＊ 推奨スペック 

   

      



システムフロー 



全体のイメージ 

工場① 

販売管理システム 

売上データの書出し 
 

棚卸データの送信 

倉庫② 

在庫商品 

在庫ピッキング 

事務所 

仕入管理(材料等） 

納品書発行 

請求書発行 

商品送り状発行 

日報・月報の発行 

入金管理データ発行 

仕入・在庫表発行 

EOSデータの取込み 

顧客管理 

 

 



管理業務の流れ 

 
• あらゆる媒体での受注データを販売管理システムへ取込み。 
• 取込みをした売上データを元に、請求書・納品書等の各帳票を印刷。 

請求書・納品書 
各種帳票の発行 

売上データの作成 

売上データ入力 

電話注文 

FAX注文 

メール注文 

EOS注文 



棚卸業務の流れ 

在庫数の入力 

WiFi通信を使用して 
棚卸データを送信。 

販売管理システム 

• ハンディターミナルを使用して、商品バーコードを読取り。 
• 読取った商品の在庫数を入力。 
• 棚卸データをWiFi通信を使用して販売管理システムへ送信。 
• 受信した棚卸データを販売管理システムで自動保存。 



画面イメージ 

トップメニュー画面 



画面イメージ 

仕入日次画面 



画面イメージ 

納品伝票入力画面 入金伝票入力画面 



画面イメージ 

売上日報画面 入金日報画面 



画面イメージ 

売上元帳画面 売上締日メニュー画面 



画面イメージ 

請求書画面 請求一覧表画面 



画面イメージ 

売上締日集計画面 売上月次メニュー画面 



画面イメージ 

売上元帳印刷画面 売上残高一覧表画面 



画面イメージ 

日計表印刷画面 在庫一覧表画面 



画面イメージ 

日計表印刷画面 在庫一覧表画面 



画面イメージ 

商品管理表画面 在庫集計画面 



画面イメージ 

売上月次集計画面 月次更新画面 



画面イメージ 

登録処理メニュー画面 得意先登録画面 



画面イメージ 

仕入先登録画面 商品登録画面 



画面イメージ 

直送先登録画面 担当者登録画面 



画面イメージ 

商品分類登録画面 単価登録画面 



画面イメージ 

集計表印刷メニュー画面 得意先月報画面 



画面イメージ 

得意先商品月報画面 商品月報画面 



画面イメージ 

分類月報画面 分類別商品月報画面 



画面イメージ 

棚卸調整登録画面 受注残登録画面 



画面イメージ 

年次処理メニュー画面 データ削除画面 



画面イメージ 

仕入日次メニュー画面 仕入伝票登録画面 



画面イメージ 

支払登録画面 仕入画面月報画面 



画面イメージ 

在庫一覧表画面 仕入画面元帳画面 



画面イメージ 

仕入締日メニュー画面 仕入元帳印刷画面 



画面イメージ 

仕入一覧表印刷画面 仕入締日集計画面 



画面イメージ 

仕入月次メニュー画面 仕入元帳印刷画面 



画面イメージ 

買掛残高一覧表画面 仕入日計表画面 



画面イメージ 

仕入月次集計画面 設定処理メニュー画面 



画面イメージ 

受注伝票画面 



画面イメージ 

発注伝票画面 



画面イメージ 

受注伝票画面 



画面イメージ 

発注伝票画面 



画面イメージ 

得意先別月売上（前対比率）画面 



画面イメージ 

月別商品別売上画面 



画面イメージ 

月別商品売上額画面 



画面イメージ 

業種別新規顧客（月別）/ 業種別顧客数 画面 



帳票イメージ 

商品一覧表 

在庫一覧表 仕入先一覧表 

レイアウトも自由にカスタマイズが可能 

閲覧し易いレイアウト構成 

売上日報 



セキュリティ・メンテナンス 

■ 接続環境のある事業所では 

データの取込・外部出力 

● CSVによるデータの一括出力・ダウンロード機能 

● CSVによるデータの取込・アップロード機能 

  ⇛ Excel やその他のアプリケーションを使った効率的なメニュー管理が可能 

■ データ 

● トラブル発生時に、リモートによる復旧対応が可能 

  ⇛ システムトラブルや利用者からの問い合わせに対し、 

     事業所を訪問せずとも迅速に対応 



今回のIT補助金を申請される皆様に 

最後に 

このシステム代金にはハード（周辺機器）等の費用は含まれて 

おりませんのでご注意くださいませ。 


