






市場総合ソリューション 業務をトータルサポート。そのままでも使用でき、カスタマイズ要求にも対応
できるお客様にやさしいシステムです

顧客満足100％の達成へ

＊＊豊富なノウハウと導入実績は業務効率化と安定稼動・経営力アップを確実にサポートします＊＊
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◆システム体系
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別途御見積

仕切業務

請求業務

統計資料作成

支払・未払業務

財務会計業務

給与計算業務エクスポートシステム

基幹系 インフラ／情報系 管理系

データ開示

◆システムの特徴

イージーカスタマイズ

豊富なオプショナル機能

コアシステムを中心とし、オプショナルを追加することにより、
業務に合わせたシステム構築を提案できます。

運用メニューを業務にあわせて編集可能

ユーザー様の業務に合わせて、運用メニューを編集。
担当部署で必要な処理が選択可能。システムのセキュリティー
効果が向上します。

◆システム画面

仕切業務 画面・帳票

会計業務 画面・帳票

・売買仕切書発行
・品目別売上旬報
・品郡別売上旬報
・出荷者別売上旬報
・出荷者別品目別売上旬報
・買受人別売上旬報
・出荷者別売上集計表

◇ 仕切業務

・売渡票
・売掛金通知書発行
・預金口座振替請求書発行
・買受人別精算金額一覧表

◇ 請求業務

・売買仕切精算所
・集荷支払明細書

◇ 支払･未払業務

・品目別売上期間表
・品群別売上期間表
・出荷者別売上期間表
・出荷者別品目別売上期間表
・買受人別売上期間表
・買受人別品目別期間表
・出荷証明書
・出荷者別品目別売上統計表

◇ 統計資料

基
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・荷受データチェックリスト
◇ 荷受業務

・販売原票読取／修正
・販売データチェックリスト

◇ OCR 入力処理

・買付品販売結果一覧表
・買付商品管理表
・買付品在庫表
・買付精算表
・セリ人別買付精算表
　( 荷主品目別 )
・セリ人別買付品粗利表

◇ 買付仕入業務

・資材売上一覧表
・資材仕入一覧表
・資材買掛一覧表
・資材在庫問合せ
・資材在庫一覧表
・棚卸処理

◇ 資材 / コンテナ

流通での豊富な実績をベースに設計されているので、そのまま
使用できるソフトウェアです。業務の流れに対応したシステム構
築を行い機能要望に対してベストなシステムを提供します。

Business ServiceBusiness Service

営業所ネットワークネットワーク

本社ネットワークト クト クトワーク

拠点間の距離をゼロにする
インターネット VPN

各拠点をまるで１つのネットワーク上に存
在するかのように接続することができます。
業務システムなどの集中管理が可能になり、
機器設備・維持費も削減できます。

既存の業務システムと連携
するWebシステム構築るWebシス

本社 業務システム

Web サーバー

インターネット網

営業所・取引先等

データを送信

データの配信

これまで FAX などで配信していた情報を
Web で配信することにより、通信費の低減
や作業の簡素化が期待できます。携帯電話
やスマートフォンにも対応します。

新規作成・改装・部分修正
ホームページ作成

新規作成、既存サイトのリニューアル、部
分的な修正、定期的なメンテナンスなど、
お客様のご要望に合わせて、細やかにご提
案・ご対応いたします。

社内のパソコンを管理する
ＩＴ資産管理システム

社内のパソコンの使用状況を監視したり、
アプリケーションのインストール状況を確
認したり、データの持ち出しの監視をした
りすることができます。

ネットショッピングシステム
お手軽操作で簡単構築！

必要事項を入力していくだけで、気づけば
ショップシステムが構築されています。
様々な理由で、自社での構築が困難な場合
は、弊社にて構築代行を承ります。

選べる！
決済方法

メール・予定・ファイル共有
管理できるグループウェア

インターネット環境があれば、メール確認、
スケジュール管理やファイル管理ができま
す。携帯からでもスケジュールの確認や社
内メールの確認が簡単にできます。

お客様との距離を縮める
ブログシステムツール

商品案内や、お客様との距離を縮める企業
日記、社員紹介、サービス事例紹介、商品
開発裏話などのお遊びツールにブログを利
用するケースが増えています。

メール追加も自由自在！
TS ホスティングサービス

安心の無停止サーバー。メールアドレスの
追加、メーリングリストの設定、迷惑メー
ル対策や、メールウイルス検知・除去など、
豊富な機能があります。

Web システム開発、ホームページ、ホスティング、インターネット接続、ネットワーク構築のサービス…
それ以外にも、インターネットに関する様々な可能性をお客様とともに実現させてまいります。
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