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システムの概要

◇ 製菓製造業向けに自社でオリジナル開発いたしましたカスタマイズ型の販売管理システムです。
◇ 膨大な情報を複数のキーワードでの情報検索を可能としデータ入力及び問い合わせ業務の効率化が可能。
◇ クレーム対応や問い合わせをスムーズに行う為の追跡調査を容易に実現。
◇ 業界独特の「リベート処理」にも対応。
◇ 容易なカスタマイズ性により、お客様の業務効率化に貢献。
◇ お菓子ネットでの受注をそのまま受注データとして取込む事が可能。※ｵﾌﾟｼｮﾝ

売上管理 請求管理 売掛管理

受注管理

出荷

システムの概要 システムの特徴

特徴１ 明細データのエクセル出⼒可能
●売上データ、⼊⾦データをエクセルに出⼒する事ができます。
⼜、管理帳票をエクセルに出⼒することも可能ですので、必要な資料
を簡単に作成する事ができます。

特徴２ 各種送り状の発⾏に対応
●現状、下記送り状の発⾏に対応しています。

仕⼊管理 ⽀払管理 買掛管理

受注管理

在庫管理 履歴管理 ﾏｽﾀ管理

お菓子ネット

お客様

⼊荷

特徴２
●現状、下記送り状の発⾏に対応しています。

トナミ運輸 ヤマト宅急便
福山通運 松岡満運輸
日本通運 名鉄運輸

（上記以外のレイアウトについても対応可能です。）

特徴3 管理帳票の画⾯表⽰
●管理帳票を画⾯表⽰する事により必要な帳票のみを出⼒する事で用紙
の節約ができます。また、画⾯表⽰されたデータの必要な部分のみを
出⼒する事も可能です。

機能改良分を随時反映 （選択自由）

画面及び帳表

【売上伝票⼊⼒】 【賞味期限⼊⼒】 【菓子WEB受信データチェックリスト】※ｵﾌﾟｼｮﾝ

特徴４ 機能改良分を随時反映 （選択自由）
●現在の機能が改善されたときその機能を無償で提供いたします。

※機能追加分については実費にてご提供させていただきます。

【⽣産実績⼊⼒】 【⼊⾦⼊⼒】

【出荷指⽰書】

【得意先元帳】
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※１ 追加又は変更機能が発生する場合にこの工程が発生します。
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※１ 追加又は変更機能が発生する場合にこの工程が発生します。

追加又は変更の作業量により期間は変動します。
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システム機能一覧

【本社】 【営業所】
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お菓子net受注取込販売管理 仕入入力仕入管理

売上入力 仕入日報印刷

賞味期限入力 支払入力

売上伝票印刷 支払確認票印刷

出荷データ印刷 買掛残高一覧表印刷

入金入力 仕入先元帳印刷

生産実績入力 会社登録保守処理

<ｵﾌﾟｼｮﾝ>

VPN

<ｵﾌﾟｼｮﾝ>

システム構成
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賞味期限入力 支払入力

売上伝票印刷 支払確認票印刷

出荷データ印刷 買掛残高一覧表印刷

入金入力 仕入先元帳印刷

生産実績入力 会社登録保守処理

商品受払台帳印刷 届け先登録

締日変更処理 得意先登録

請求書発行 得意先商品単価登録

入金予定表印刷 商品登録

売掛残高一覧表 仕入先登録

得意先別売上実績表印刷 仕入先単価登録

商品別売上実績表印刷 名称登録
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得意先別売上実績表印刷 仕入先単価登録

商品別売上実績表印刷 名称登録

得意先別売上ランキング表印刷 データ圧縮処理その他処理

値引内容一覧表 プリンタ切替処理

日別売上実績表 データコンバート

売上伝票検索

入金検索
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システム動作環境

サーバ クライアント

ＯＳ Microsoft WindowsServer2003 R2 Standard Edition WindowsXP Professional

ＣＰＵ 3GHz以上 1GHz以上

メモリー 2GB以上 1GB以上

ハードディスク 160GB以上 80GB以上
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売上伝票検索

入金検索

システム動作環境

■製造／問合せ元 株式会社ネオテック
〒466-0059
名古屋市昭和区福江２丁目９番３３号

■発⾏

サーバ クライアント

ＯＳ Microsoft WindowsServer2003 R2 Standard Edition WindowsXP Professional

ＣＰＵ 3GHz以上 1GHz以上

メモリー 2GB以上 1GB以上

ハードディスク 160GB以上 80GB以上

データベース Microsoft SqlServer2005

※Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または
商標です．
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