OBC奉行ソリューション一覧表
業務区分

お問合せ先：協立情報通信株式会社 会計情報ソリューション事業部 SEグループ

業務処理内容

業務活用効果

対応ソリューション

日々の仕訳入力から、利益分析や経営判断を行うための報告書を早期に作成し、企業の活動展開を有利にします。

・勘定奉行

財務会計の他に、事業部別の原価管理分析を行い、プロジェクト・案件別の原価管理が可能であるため、詳細な予算実績管理を実現します。

・勘定奉行[個別原価管理編]

財務会計の他に、工事・現場単位での原価管理から、入出金管理、出面管理を行うことで、工事・現場単位での収支を実現し、早期に方針判断をする事ができます。

・建設奉行

事業種類別・事業所別といった多角的な切り口による収益管理を実現し、企業の成長部門の把握から新たな戦略立案に繋がります。

・セグメント管理オプション

仕訳データの自動取込とスケジュール化、二重取込の防止を実現し、チェック漏れやミスの心配が無くなり業務負担が軽減されます。

・自動実行管理オプション

債権管理

「実際の入金額」と「売上情報」を照合し、どの請求に対する入金なのかをミスなく確認できるので、債権残高の正確な把握とスケジュール通りの回収を実現し、健全な企業を維持します。

・債権管理オプション

債務管理

「実際の支払額」と「購入情報」を照合し、支払過多や漏れといったリスクを軽減します。

・債務管理オプション

入金管理（債権情報抽出、債権入金消込）

売掛金・未収金などのストックベースでの与信管理を実現し、企業の資金繰り改善に繋がります。

・入金管理オプション

支払管理（債務情報抽出、債務支払消込）

買掛金・未払金などの支払予定管理による支払過多や漏れといったリスクの軽減だけでなく、銀行系システムと連携し、社内にいながら送金処理を行うことが可能となります。

・支払管理オプション

財務会計処理
財務会計処理、原価管理
建設業向け会計処理
セグメント管理、セグメントマネジメント
スケジュール自動データ転送、受入

・資金管理オプション

資金管理

実績値と予測値を組み合わせた資金繰り管理表を作成することにより、銀行とのコミュニケーション構築と計画的資金調達及び予期せぬ事態に対応ができるので、経営者の意思決定に役立てることができ経営戦略の一助として活用できます。

手形管理

支払手形の発行や、受取を含めた顛末管理、ファクタリングの管理により、確実な手形回収を可能にし、正確な資金繰りを実現するとともに、得意先・銀行の信用を守ります。

連結決算

連結会社の決算報告書の作成が可能です。各社個別の会計システムのデータを取り込む事も可能です。また連結決算開示ソフトへ連携させることにより、検証・監査終了までのトータルな早期化を支援します。

・Btrex

レポーティング

分析ツールであるDr.Sumと勘定奉行VERPを連携させ、大容量のデータ分析を可能とし、早期意思決定を促進します。

・Dr.Sum EA for 奉行VERP

管理会計

会計帳票とは別に、顧客別・製品別・部門別などの各種情報分析が可能となり、会社独自の戦略や成長を補助します。

・管理会計オプション

帳票作成

お客様独自の月次帳票を勘定奉行と連携し、エクセルベースで自由に作成が可能であるため、業務上の意思決定を迅速にこなせます。

・経営目付役－Excel編

会社内部の取引に係る利益を調整し、社内間取引仕訳を自動生成することにより、起票漏れ防止を実現し、各部門での正しい決算書の把握が可能となります。

・本支店会計オプション

複数の外貨対応機能でレート換算にも手間取ることなく、外貨建て取引に柔軟に対応し、手作業による換算作業時間の短縮を実現します。

・外貨入力オプション

遠隔地拠点から入力された仕訳データは、一元管理されるため、企業の全体像をリアルタイムで把握し、迅速な意思決定を実現します。

・仕訳伝票Web for 勘定奉行

元帳、合計残高試算表をネットワーク上で共有し、問題解決や意思決定の時間が短縮されます。

・財務諸表照会Web for 勘定奉行

個別会計、連結会計に捕らわれず、決算報告書作成後の開示業務を自動化するため、作業負担の軽減をはじめ開示業務の共有や早期化、 開示法令の準拠性の確保などが実現できます。

・決算報告EXPRESS

・資金管理の達人Neo
・受取手形管理オプション
・支払手形管理オプション
・電子手形の達人

財務会計

本支店会計処理
外貨入力処理
同時仕訳入力（Web）
同時財務諸表照会（Web）
開示決算自動化
固定資産管理
リース資産管理
資産除去債務管理
セグメント管理

リース資産の契約・再リース・契約終了まで、資産ライフサイクル情報の一元管理を実現します

・償却（固定資産）奉行

国際会計基準で求められる「資産除去債務費用」を把握し、会計システムへ連動させることが可能となります。

・Assetment

事業種類や事業所別など多角的な分析での収益管理を実現し、企業の戦略立案を手助けします。
社員の座席表を可視化し、全社員で共有します。WEBベースのため、社員がどこにていも確認が可能です。

・Zaseki7

法人税・地方税申告書作成

税制改正に常に対応し、「申告書作成から電子申告・納税まで」を内製化することが可能となります。また、税理士に委託していると不可能な、早期の税務計算シュミレーションが可能です。

・申告奉行[法人税･地方税]

内訳書・概況書申告書作成

決算業務において、税務署様式に準拠した申告資料を作成することが可能となります。

・申告奉行[内訳書･概況書]

資産管理

経費精算ワークフロー
帳票作成

社員の交通費精算、出張費精算を各PC端末から可能にし、部署や個人毎の経費利用状況をリアルタイムに把握できます。また申請した経費は勘定奉行と連携が可能なため2重入力の手間が省けます。経費の使用状況が見えるようになる事で、全体コストの早期把握に繋がり、結果的に業務コスト削減に
つながります。

・MajorFlow Keihi

for勘定奉行

非会計情報や計算式を組み込むことで、お客様独自の帳票がWEBベースで作成可能です。どのPCからも帳票加工・参照可能であり、会計データの共有ができるため、企業戦略の推進を補助します。

・DaTaStudio Finder

労基法に準拠した勤務時間管理をすることが可能となり、個人の業務効率化から企業の成長を導きます。

・就業奉行

勤怠集計

社員毎、部門毎に残業時間の多い社員への警告や有給の取得状況などを集計し、残業の多い社員へ警告する事により、社員一人一人が意識を持ち、業務改善の効果があります。

・勤労の獅子

勤怠打刻

成りすましを始めとした不正を防止し、正確な出退勤時間の管理が可能となります。

・タイムレコーダー

外出先から出退勤打刻を行うことが可能となります。

・勤怠打刻Web for 就業奉行

外出先からの出退勤打刻の他に、残業や有給の申請が可能です。

・勤怠管理Web for 就業奉行

給与に関わる提出書類の出力が可能で、給与奉行とシームレスに連携します。必要提出書類の漏れや未処理作業等の「ついウッカリ」の軽減を促し、労務管理をトータルサポートします。

・労務三昧

社会保険業務

社会保険の届出書が誰でも簡単に作成できる、社会保険トータルサポートシステムです。40種類の法定用紙に直接印字ができ、帳票フォーム設計機能も搭載し、厚生年金基金用紙・健康保険組合用紙に個別に対応することも可能です。

・社会保険労務士Ｖ7

労働保険業務

労働保険の届出書が誰でも簡単に作成できる、労働保険トータルサポートシステムです。40種類の法定用紙に直接印字ができ、帳票フォーム設計機能も搭載し、厚生年金基金用紙・健康保険組合用紙に個別に対応することも可能です。

・PSD労働社会保険Ｖ7

社会保険業務

算定基礎届や月額変更届をはじめとする社会保険関連の帳票を簡単に作成できます。フォーム設計機能を標準で25書式装備し、自社で加入している健康保険組合用の書式設定も簡単に行えます。

・社保助

シフト計画と作成を「自動作成＆条件チェック機能」により効率化し、人員手配が無駄なく行えます。複数拠点運用や病院、スーパーなど、運用形態が複雑な業種での導入も可能です。 厳格なルール設定により、制度の高い勤務表を作成し、見えないコストや機会損失を防ぎます。

・快決シフト君 V6

社員情報管理、勤怠計画、勤怠管理、勤怠実績

Web勤怠打刻
Web勤怠打刻・勤怠届出申請・承認、勤怠管理帳票
労務管理

シフト管理

時間帯毎、仕事毎に変動する必要人数や雇用条件を元にしたワークスケジュールの作成をトータルサポートします。上限労働時間や収入制限に対する超過警告機能も充実しており、労働基準法など法規を考慮した作業計画を効率よく、迅速に作成できます。

・快決！シフト君W

シフト管理

就業奉行と連携することにより、シフト計画と作成を管理することが可能となります。アルバイト社員の多いシフト作成が必要な企業へお勧めです。

・シフトキット

シフト管理

シフト作成を各拠点にて作成が可能となります。拠点や店舗が多い企業に必要な機能となります。

・シフトキット

シフトワークスケジュール管理

ポータブルオプション

手書きの出勤簿をスキャナで読み取り、就業奉行・給与奉行に連携できる勤怠データを自動作成できます。派遣業やビルメンテナンス業など手書き出勤簿を利用されている業種のお客様には最適です。手入力による手間を軽減するだけでなく、入力ミスの防止にもつながります。

・OCRタイムリーダーPlus for 就業・給与奉行

定期支給

「駅すぱあと」と連動し、定期券申請登録、払い戻し処理等の定期券精算管理を簡単に行うことができます。

・らくらく定期２１

旅費精算

申請される旅費が正しい金額かを判断し、余分な費用をおさえることが可能です。

・らくらく旅費21

通常の給与管理システムでは対応していない日払、週払いに対応した給与システムです。

・hibarai Engine

社員が業務を遂行する上で適正な手当が支給がされているかを分析し、生産性を高める効果があります。

・給与奉行

給与明細項目が多岐に渡るお客様へ対応することが可能となります。

・項目拡張オプション

他社システムとの会計連携の実現や、外部データ取込忘れ等のリスクが軽減されます。

・自動実行管理オプション

OCR

人事労務

固定資産の取得～移動・分割・除却/売却まで、資産ライフサイクル情報の一元管理を実現します。

日払・週払給与管理
社員情報管理、給与管理、給与賞与処理、算定月変処理、年末調整処理
給与明細項目拡張
スケジュール自動データ転送、受入

・給与明細配信 for給与奉行
給与明細メール配信、Web給与賞与明細閲覧

給与明細のメール配信やWeb参照に対応することで、給与明細書の用紙購入費用を削減し、また、明細を準備する社員のコストの削減にも繋がります。

・給与賞与明細参照Web for給与奉行
・Web給金帳V3 for給与奉行

従業員の個人情報を時系列として管理するだけでなく、人事情報をデータ化する事により、スキルに合った適切な人員配置を実現し、企業戦略効果を最大限に発揮します。

・人事奉行

昇給時に最適な人件費管理を実現することが可能となります。

・賃金改定オプション

退職給付費用のシミュレーションを行うことが可能となります。

・退職金管理オプション

紙申請と比較し、承認漏れ、人事台帳の更新漏れといったリスクを軽減します。

・身上異動申請Web for 人事奉行

給与計算結果と連携することで、正確な金額での支払調書を作成することが可能となります。また、社員負担を軽減します。

・法定調書奉行

静脈認証により、なりすまし打刻を無くし、正確な勤怠管理が可能となります。

・静紋 for 勤怠管理Web

ワークフロー

残業申請、有給申請など勤怠の申請をリアルタイムに確認し、余分な残業代の抑制に効果があります。

・MajorFlow Time

ICカード打刻

既存のSuica、Pasumoをタイムカードとして利用することが可能なため、コスト削減に繋がります。

・PaSoRiリーダ

勤怠管理

勤怠管理のASPサービスです。ASPのため、自社でサーバーを管理する必要がないため、システム管理者が不要となります。

・e-就業

人材派遣

人材派遣業向けのシステムとなり勤怠や給与計算、派遣契約書の作成が可能です。

・スタッフWin/ワークスWin for 給与奉行

指紋認証により、なりすまし打刻を無くし、正確な勤怠管理が可能となります。

・指紋認証システム for 勤怠管理Web

社員情報管理、組織情報管理、履歴情報管理、人事異動、人事考課
賃金改定
退職金管理
Web身上異動申請・承認
支払調書合計表作成
指静脈認証打刻

指紋認証打刻
人事労務/財務会計

ワークフロー

労働基準法など法規の改正、労働基準監督署、関係機関の指導に対応し、労務管理の徹底を図るとともに勤怠ワークフローシステムで社員個人の入力により、現在の勤怠状況が即時に社員個人から所属長・管理担当者まで把握でき、勤怠のコスト削減から社員の働きやすい職場環境作りに役立ちます。
また、経費申請もワークフローの活用によって、コスト削減が可能となります。

・ManageOZO

見積管理

得意先毎の見積書印刷が可能です。見積発行から受注、売り上げのステータス管理が可能です。

受注管理

受注業務の効率化による適正在庫管理・短納期の実現。出荷漏れを未然に防ぐことができるようになります。他、受注残の管理を行い、未売上物品や未来の売上予測をする事ができます。

与信管理

見積時に取引上限額を確認し、取引先に対して取引に信用がある会社か確認し、リスク回避をする事が出来ます。

単価管理

得意先ごとに単価や仕切、キャンペーン単価の設定が可能なため、単価を調べる手間を省け、入力ミスの防止に繋がります。

売上管理

担当者や商品、得意先の売上を把握する事ができ、注力すべきポイントの判断が可能です。

請求書発行
入金管理

売掛金の回収予定を把握し、会社の資金サイクルを把握する事ができます。

ABC分析

優良顧客・優良商材を把握し、これからの商品戦略や顧客対応を判断する事ができます。

請求書発行

適正在庫・発注量をシステム化する事で過剰発注や過剰在庫による損失を防ぐ事ができます。

仕入管理

注文後の未入荷商品の管理が可能なため、入荷漏れを防止します。また、未入荷の商品を把握できる為、顧客への入荷予定を通知する事が出来ます。

買掛金残高や支払状況を確認し、未来の支払を把握し会社の資金不足を防ぎます。

在庫管理

リアルタイムに在庫状況を把握する事で、在庫切れによる機会損失・過剰発注を防止する事ができます。

ハンディターミナル
送り状・ラベル･値札発行
プロジェクト管理
帳票作成
伝票発行
EDI
卸売業種
引当管理、入出荷管理
ロット管理、ロケーション管理

・蔵奉行

商品の組み合わせ販売、組み合わせ商品から個々の商品への分解も可能なため、適正な在庫数量の管理が可能です。
在庫状況をシステムに連携する事で作業効率・ミスを防ぎます。
蔵奉行ｉとデータ連動し、固有フォームの送り状やラベルへ、印刷発行することが可能となります。

・送助

どの案件でどのくらい利益があがっているのか、案件毎の進捗管理、収支管理がリアルタイムに可能です。受注請負業務に特化しております。

・ZAC Enterprise

商品別や店舗別といった、会計視点とは異なる視点での帳票作成が可能となり、企業成長への課題を顕在化します。

・DATANATURE6

商蔵奉行ｉとデータ連動し、得意先の指定伝票を始めとした、お客様固有の伝票フォームで印刷発行することが可能となります。

・伝助

得意先や仕入先と、Ｗｅｂ上で受発注業務を行うことが可能となります。

・伝助EOS

受発注、売仕入の伝票入力を、1つのインターフェース内で入力可能となり、伝票起票漏れ等を軽減することが可能となります。

・業務キット

入荷状況や出荷状況を加味して在庫状況・見込を把握できる為、商品の手配ミスや過剰発注を防ぐ事ができます。

・入出荷管理オプション

仕入商品に対し、ロット番号を付加することで、正確な在庫管理及び、トレーサビリティを実現することで商品管理の品質が一律に保て、顧客への信頼性向上、売上UPにつながります。

・ロット管理オプション
・ロット番号管理キット

他社システムのデータ連携が自動化され、業務負担の軽減化、手動によるミスも削減できます。

・自動実行管理オプション

個別明細入金消込

一商品の一部入金も正確に管理し、会社の資金回収サイクルを把握できます。

・入金消込オプション

個別明細支払消込

一商品の一部支払も正確に管理し、支払ミスや遅延を未然に防ぎ、会社の信用を築きます。

・支払消込オプション

受注情報から発注を行う為、受注から発注へのリレーションミスを防止する効果があります。

・受発注管理システム

外貨取引での管理が可能なため、海外取引の管理が可能です。

・輸出輸入管理システム

セミオーダー型のシステムとして、商蔵奉行シリーズのターゲット層より上位のお客様の販売・購買・在庫管理を実現することが可能となります。単位管理、寸法別管理も可能です。

・BPFIO

商品情報データベースインフラ環境を構築する事で、最適な商品プロモーション活動の一助にすることが可能となります。

・eBASE

商品別の単価履歴を参照したり、過去10年間の売上履歴を参照したりと、お客様任意の条件で販売実績を閲覧することが可能となります。

・元帳上手

キーエンス社製ハンディターミナルと連携し、正確な棚卸、検品業務を行うことが可能となります。

・棚卸上手

取引先と通信接続を行い、発注データの受信後、商奉行の受注/売上伝票から伝票発行することが可能となります。

・EOS上手

海外法人との輸出入業務において、他言語多通貨での入力や、諸掛を加味した上での原価管理を行うことが可能となります。

・PORTNｅＴ

受注/売上前の見込案件において、正確な進捗管理や、売上予測を行うことが可能となります。

・顧客創造日報/顧客深耕日報

得意先や仕入先の担当者情報を電子データ化し、最適な営業活動の一助とすることが可能となります。

・やさしく名刺ファイリング

伝票検索

商品数でマスター管理が多岐に渡る場合でも、漏れることなくすぐに単価履歴を確認することが可能となります。

・単価履歴 for 商蔵奉行

原価管理

商蔵奉行の売上仕入対比表で出力出来ない、単価情報や利益情報を付加した上での帳票出力が可能となります。

・原価管理 for 商奉行

勘定奉行を始めとした全ての奉行シリーズにおいて、お客様固有フォームでの帳票設計・出力を行うことが可能となります。

・Play@

外貨債権・債務・在庫管理が可能な上に、輸出船積書類、輸入諸掛按分を管理することが可能となります。

・TRADING

BtoC、BtoBに限らず、お客様特有のECサイトを構築展開することが可能となります。

・ecbeing

スケジュール自動データ転送、受入

受発注管理
輸出輸入管理
卸売業種
データベース連携
伝票検索
ハンディーターミナル
EOS
輸出入業
SFA
名刺情報管理

電子帳票作成
輸出輸入
ＥＣ
ハンディーターミナル

ハンディターミナルと連携し、入出荷､入出庫､棚卸等といった検品業務の一連を行うことが可能となります。

※「BPFIO」は、北海道NSソリューションズ株式会社の登録商標です。

・倉庫DE検品君
・検品の達人Pro

お客様独自の帳票設計を行うだけでなく、ExcelやWordからのオーバーレイ化も可能となります。

・btDePri

電子データ保存法に則し、勘定奉行、商蔵奉行でエントリーされた情報をデータ保存することが可能となります。

・楽2ライブラリ

商奉行で入力した売上情報に対する領収証を発行することが可能となります。

・領収代官 for 商奉行

月額や年額といった保守契約に基づき、売上請求する為の期限管理をすることが可能となります。

・保守管理 for 商奉行

楽天やamazonといったECサイト上での売上情報を、商蔵奉行iと連携させることが可能となります。

・WebShop変換丸 for 商奉行

ＩＴ化が遅れていると言われる廃棄物収集運搬業界において収集運搬業務（配送ルートや顧客管理）を管理するシステムです。

・牛若丸

住宅工事にかかわる情報の蓄積・管理・活用する業務管理システムです。契約からアフターメンテナンスまで情報の共有と管理業務の効率化を実現し、プロジェクト管理 ⇒ 顧客・工事管理 ⇒ 発注原価管理 ⇒ 入出金管理 ⇒ 工程管理 ⇒ アフター管理 まで、住宅業務に関わる問題点を解決します。

・Pimacs zero

PImacs シリーズの住宅リフォーム会社様向け業務管理システムで、特に、小工事の多いリフォームに関する採算をこのシステムによって予実管理できることが特長のひとつです。

・PimacsReFORM

生産の工程、進捗管理が可能な生産管理システムです。多くのロット生産を実施する場合の進捗状況の確認が可能なため廃棄ロス、納期遅れのリスクを軽減します。

・Working.net

生産の工程、進捗管理が可能な生産管理システムです。受注生産型に特化し少品種製品の生産進捗状況や在庫商品の在庫状況などリアルタイムに把握が可能なため、進捗遅延や在庫切れのリスクを軽減します。

・TEHCS-Sfor勘定奉行21

ホテル・式場・貸会議室・コンベンションホール等の会場予約・見積書作成・精算業務・売掛・売上管理から顧客管理までの業務を大幅に効率化可能です。

・マリエス

手書きの仕訳伝票をスキャナで読み取り、勘定奉行に自動で仕訳データとして取り込みが可能です。そのため2重入力や入力間違いなど手間や人的ミスを無くします。

・OCR接続キット

奉行製品とインターネット回線があれば、面倒な設定などは一切不要で奉行シリーズが利用可能です。税制改正時なども自動で更新してくれるホスティングクラウドサービスです。

・セキュアキーパー

ストレージサービス

お客様の業務データを専用のデータセンターでお預かりします。

・BACKNEO

タクシー業日報管理

タクシー業で日々記入される業務日報のうちの必要な情報を入力することで、得意先との給与計算業務を円滑に行うためのデータを作成し、陸運事務所等への報告書の作成や、管理帳票を出力します。

・タクシー業日報管理システム

学校法人向けに作成した会計システムとなるため、専用帳票に対応しております。

・パワフル会計・学校法人

組合会計

組合向けに作成した会計システムのため、専用帳票に対応しております。

・パワフル会計・組合

公益会計

公益会計向けに作成した会計システムのため、専用帳票に対応しております。

・パワフル会計・公益

社団法人会計

社団法人向けに作成した会計システムのため、専用帳票に対応しております。

・パワフル会計・社福

ビルメンテナンス業

契約台帳管理

清掃業を始めとしたビルメンテナンス業の販売、契約管理を行うことが可能となります。

・ビルメンッ／ビルメンッLIGHT

不動産業

賃貸管理

不動産賃貸業の顧客管理や販売管理を行うことが可能となります。

・タウンネットfor勘定奉行

ホテル・宿泊業

宿泊管理

ホテルや旅館といった宿泊施設における顧客管理を行うことが可能となります。

・フロントくんWin

木材・建材業

木材・建材業管理

土木や建材業の販売、原価管理を行うことが可能となります。

・木材建太郎Ver6.0

旅行業

旅行業務管理

旅行代行業の、顧客対応から予約、手配、請求、入出金、実績を管理することが可能となります。

・Tabasa

アパレル業

アパレル業総合管理

アパレル卸の予実管理や、売上請求、仕入出荷管理を行うことが可能となります。

・Apparel

印刷業

印刷業総合管理

印刷業の見積、工程、原価管理を行うことが可能となります。

・ひだりうちわ2000

飲食業

飲食店管理

飲食店業の原価管理、勤怠管理、POSと連携した売上管理を行うことが可能となります。

・FoodingJournal

運送業における日報管理や車両収支を始めとした販売管理を実現することが可能となります。

・ATRAS21

介護保険サービス事業者の顧客管理、契約管理、レセプト管理、福祉用具の在庫管理、支払管理を行うことが可能となります。

・Ｓ・Ｗ・Ａ・Ｔplus

原価管理

建築業だけでなく、個別原価管理が必要となる業種の販売管理を行うことが可能となります。

・レッツ工事原価管理Go！

原価管理

建築業向けの販売管理だけでなく、JV管理や保守請求管理も行うことが可能となります。

・どっと原価

ＰＯＳ

商品点数が多岐に渡る小売業向けに、単品の商品売上管理や正確な在庫管理を行うことで、販売チャンスの逸失を防止することが可能となります。

・レジ上手

ＰＯＳ

POSと連携し、店舗の売上実績、商品廃棄や在庫移動した情報を、リアルタイムに商蔵奉行へ反映し、データ活用することが可能となります。

・TERAOKA POSシステム/DBインターチェンジ

顧客の購入履歴や購入傾向の分析が可能です。顧客分析により企業の展開戦略を決める事ができます。

・顧客奉行

顧客別の販売実績に基づき、最適なリピーター管理を行うことが可能となります。

・ポイントカードシステム

地図データと統計データを利用して、新規顧客開拓や出店計画・顧客 分析など、エリアマーケティングを行うことが可能となります。

・楽商地図

帳票設計
電子帳票保管
領収書発行
保守管理
ネットショップ
産廃業
住宅業務

廃棄物収集
分譲住宅・戸建住宅
住宅リフォーム

製造業

見込生産型生産管理
受注生産管理

冠婚葬祭業

婚礼・宴会管理
ＯＣＲ

その他

タクシー業

ホスティングサービス

学校法人会計
特殊法人

業種向け

・請助

仕入先への支払業務をミスなく行い、支払遅延を防ぎます。

支払管理

生産・分解

販売管理

商奉行ｉと売上データと連動し、お客様指定の請求書フォームから印字することが可能となります。

発注管理

支払明細書発行

・商奉行

得意先毎の請求書に対応し、消費税計算も自動に行います。月末に集中する業務負担を無くします。

運送業

運送業向け販売管理

介護用品レンタル業

レンタル業業務効率化

建設業

小売業

顧客履歴管理
顧客管理

ポイントカード
エリアマーケティング

Management

Pro Basic版

