
0柔軟なカスタマイズが可能な販売・倉庫管理システムです。
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発注ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
発注一覧表
発注書
発注検討表

仕入ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
仕入日計表
仕入先管理表
仕入先元帳
仕入先別仕入日報月報
仕入先別商品別仕入表
仕入先ＡＢＣ分析表
支払ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
支払一覧表
支払残高表
支払先別仕入先一覧表
支払明細書
買掛金資金繰表
仕入先別仕入推移表

発注書（お客様用）
受注ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
受注一覧表
ＥＯＳ受信ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
受注ﾋﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄ

入出庫ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
在庫移動ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
預け入庫ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
預り出庫ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
過剰在庫一覧表
商品在庫割れ一覧表
商品在庫管理表
商品在庫元帳
商品在庫分析表
長期滞留リスト
商品棚卸作業表
商品棚卸確認表
商品棚卸表

発注残照会
受注残照会
仕入単価照会
売上単価照会
仕入先元帳照会
得意先元帳照会
仕入自社・相手先残照会
売上自社・相手先残照会
入金・支払予定照会
商品在庫月別情報照会
商品在庫情報照会
商品在庫元帳照会
倉庫別在庫照会
分析ツール

Navinity販売

売上ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
ﾋﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄ
売上日計表
商品別売上日報
商品別売上日報月報
商品別売上表
商品売上期間集計表
商品別得意先別売上表
商品ABC分析表
得意先管理表
得意先元帳
得意先売上実績表
得意先ABC分析表
得意先商品売上明細表
得意先別商品別売上表
得意先別売上日報月報
得意先別分類別売上表
担当者管理表
担当者売上実績表
入金ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
入金一覧表
請求一覧表
請求明細書
売掛金回収予定表
得意先別売上推移表

EOS商品変換登録表
EOS得意先変換登録表
オペレータ登録表
セット商品構成登録表
仕入先商品値引単価登録表
仕入先商品登録表
仕入先登録表
仕入先分類登録表
事業所登録表
事業所目標登録表
商品登録表
商品分類登録表
倉庫登録表
担当者登録表
担当者目標登録表
得意先グループ目標登録表
得意先商品値引単価登録表
得意先商品登録表
得意先登録表
得意先分類登録表
納入先登録表
部門登録表
名称登録表
預け預り残登録表

売上処理 仕入処理 入出庫処理 預け出庫処理

入金処理 発注処理 支払処理 商品移動処理 棚卸処理 預け入庫処理

■受注管理■ ■売上管理■ ■発注管理■

■仕入管理■

■在庫管理■ ■分析・照会■

■登録処理■

入力・照会画面系は含まれておりません。

基本メニュー
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「Navinity 販売」機能ポイントは以下の通りです。

システムの機能ポイント

１． 充実した基本機能(ベース機能）の提供

２ ． カスタマイズに柔軟に対応

３ ． 運用環境変化に柔軟に対応

４ ． 操作性にこだわった伝票入力画面

５ ． レスポンスと操作性を重視した検索画面

６ ． 多機能なレポート処理

７ ． 柔軟なデータベースの管理

８ ． 自由なデータ分析機能

９ ． セキュリティ対策

１０．ログ管理（だれが、いつ、何を …）

１１．ＯｐｅｎＯｆｆｉｃｅへの対応
１２．プロジェクト損益管理
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１．充実した基本機能(ベース機能）の提供

→お客様の業務に特化した機能に絞ったカスタマイズを行いますので、より安定したシステムをより費用を抑え て
御提供いたします。

以下は標準で実装されている機能のごく一部です。

・得意先毎の消費税設定
（端数処理、伝票単位／締め単位、内税／外税）
・得意先毎の請求書様式、伝票様式の設定
・得意先、商品の諸口に対応
・得意先商品単位の単価設定
・セット商品
・商品分類 … ５分類
・得意先、仕入先分類 … ３分類
・マスターの使用停止

以下は標準で実装されている機能のごく一部です。

・得意先毎の消費税設定
（端数処理、伝票単位／締め単位、内税／外税）
・得意先毎の請求書様式、伝票様式の設定
・得意先、商品の諸口に対応
・得意先商品単位の単価設定
・セット商品
・商品分類 … ５分類
・得意先、仕入先分類 … ３分類
・マスターの使用停止

●「Navinity 販売」には豊富なベース機能が標準装備されています。
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２．カスタマイズに柔軟に対応

●お客様要望にもとずきカスタマイズを行います。 入力画面コントロール

1)ヘッダー/明細ともに入力項目のコント
ロールが可能です。

2)シンプルな画面構成

入力画面コントロール

1)ヘッダー/明細ともに入力項目のコント
ロールが可能です。

2)シンプルな画面構成
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３ ．運用環境変化に柔軟に対応

→改定日及び改定前後の税率が設定可能です。（税率変更に伴う余計なシステム投資は不要です）
消費税に関しては商品別の税率にも対応しています。

→単価情報も改定日の前後の設定が行えます。大量の単価変更も伝票の入力状況に関係なく事前登録可能です。

①例えば消費税が変わったら

②商品の単価が変わっても

③その他
・得意先の担当者変更にも対応
・年号改定時もシステム変更は不要です
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４ ．操作性にこだわった伝票入力画面

以下は標準で実装されている機能のごく一部です。
・画面サイズは好みに応じて３段階の切り替えが可能
・画面は全てキーボードで操作可能
・必要な項目をオペレータ単位に変更可能
・きめ細かな単価取得が可能（ランク、得意先商品 他）
・変更した単価は得意先商品マスタに保存可能
・自社コードでもＪＡＮＣＤでも商品指定が可能
・商品、得意先の諸口入力に対応
・日付は西暦４桁で管理しますが入力は２桁

以下は標準で実装されている機能のごく一部です。
・画面サイズは好みに応じて３段階の切り替えが可能
・画面は全てキーボードで操作可能
・必要な項目をオペレータ単位に変更可能
・きめ細かな単価取得が可能（ランク、得意先商品 他）
・変更した単価は得意先商品マスタに保存可能
・自社コードでもＪＡＮＣＤでも商品指定が可能
・商品、得意先の諸口入力に対応
・日付は西暦４桁で管理しますが入力は２桁

●日々使用されるから伝票入力画面の操作性にこだわっています。
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５ ．レスポンスと操作性を重視した検索画面

●コード検索のストレスから解消されます。

以下は標準で実装されている検索機能の一部です。

●名称のあいまい検索
●ドリルダウン機能 （伝票検索画面）
●統一された画面、キー操作
●全ての項目でのソート機能
●ASPサービスを前提に最適化された抽出命令を使用して
いる為スピーディーに結果を返します

以下は標準で実装されている検索機能の一部です。

●名称のあいまい検索
●ドリルダウン機能 （伝票検索画面）
●統一された画面、キー操作
●全ての項目でのソート機能
●ASPサービスを前提に最適化された抽出命令を使用して
いる為スピーディーに結果を返します
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６ ．多機能なレポート処理

●直接プリントアウト

●プレビュー

●画面表示●ＰＤＦ出力●ＥＸＣＥＬ出力

●全ての帳票で印刷、プレビュー、一覧表示、Excel出力、PDF出力が可能です。

画面遷移はプレビュー → ＰＤＦ出力/画面表示 → ＥＸＣＥＬ出力となります。
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７ ．柔軟なデータベースの管理

全社情報（倉庫ﾏｽﾀｰ、各種分類マスター等）は一元管理

保存期間を超過し切り離したデータ
ベースも活用出来ます
※保存期間は５～１０年程度を想定
（100万明細／年間）

※全社集計はカスタマイズ帳票に限ります

●拠点に重点をおいたデータベース構成（共通情報マスターは一元管理）

過去DBＢ支店DBＡ支店DB本社DB

全社DB

全社集計全社集計全社集計

グループＩＤを変更するだけで目的のデータベースにログインできます。
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８ ．自由なデータ分析機能

条件指定

●伝票別のデータをもとに、必要な項目を選択し、各種条件を指定し、画面・紙・
エクセルに出力します。

エクセル出力

結果の画面表示

受注
売上
発注
仕入
・・・

○○商事
受注実績

仕入先別
実 績

商品
発注書

商品
棚卸表

担当者別
売 上

●指定した条件は名前をつけて保存できるので、保存した
名前で繰返し呼出し、使用できます。
●条件には「伝票種別」「出力項目」「抽出条件」
「並び換え条件」「集計項目」などを指定できます。
●予め用意されていない帳票も自由自在に作成すること
ができます。
●ワンタッチでエクセルに出力できるので、エクセルと連携
した自由加工が可能となります。

●指定した条件は名前をつけて保存できるので、保存した
名前で繰返し呼出し、使用できます。
●条件には「伝票種別」「出力項目」「抽出条件」
「並び換え条件」「集計項目」などを指定できます。
●予め用意されていない帳票も自由自在に作成すること
ができます。
●ワンタッチでエクセルに出力できるので、エクセルと連携
した自由加工が可能となります。
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９ ．セキュリティ対策

●セキュリティで守られたログイン
登録されたオペレーターコード・パスワード・グループＩＤのみログインの許可

●マイメニュー・グループメニュー
オペレータ単位、グループ単位でのメニュー定義が可能（シンプルなメニュー、誤操作の防止）

●オペレータごとの権限（機能制限）
オペレータごとにマスター権限（登録／参照）、データ出力の権限設定（データ持ち出しの防止）

●オペレータ毎のグループメニュー設定
●マスター権限（フルアクセス、参照のみ、登録参照のみ）
●オペレータ毎のグループメニュー設定
●マスター権限（フルアクセス、参照のみ、登録参照のみ）

●マスターの最終登録履歴が一目でわかります。●マスターの最終登録履歴が一目でわかります。
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・システムへログイン後、ユーザID・使用端末・処理・開始時刻・処理時刻ごとにログの記録を
行います。（登録・変更・削除・データ作成・帳票出力など）

・記録されたログは専用画面で照会が行えます。

・データを誤って変更・削除した場合でも、変更・削除前の
情報をログより照会できます。
（システム管理者用）

・ログの保存期間の設定が行えます。保存期間が過ぎたログは
削除されるので、データベースを圧迫する事はありません。

・日付指定でログのファイル出力及びログ削除可能です。

・システムへログイン後、ユーザID・使用端末・処理・開始時刻・処理時刻ごとにログの記録を
行います。（登録・変更・削除・データ作成・帳票出力など）

・記録されたログは専用画面で照会が行えます。

・データを誤って変更・削除した場合でも、変更・削除前の
情報をログより照会できます。
（システム管理者用）

・ログの保存期間の設定が行えます。保存期間が過ぎたログは
削除されるので、データベースを圧迫する事はありません。

・日付指定でログのファイル出力及びログ削除可能です。

１０．ログ管理（だれが、いつ、何を …）

クライアント監視

●処理毎にログを収集していますので様々な問題解決の手助けとなります。
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１１．OpenOfficeへの対応

●OpenOffice出力に対応しました。

●ExcelまたはOpenOfficeの選択は端末ごとに設定できます。
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１２．プロジェクト損益管理

●売上と仕入を１つのプロジェクトコードで管理することができます。
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消費税対応

伝票入力処理で税率変更可能

納品書

請求書

納品書・請求書に税区分・税率出力が可能


