
こうばい

はんばい

得意先マスター
商品マスター
仕入先マスター
部門マスター
担当者マスター
得意先分類マスター
商品分類マスター
仕入先分類マスター
運送マスター
車両マスター
倉庫マスター
摘要マスター
得意先ランク単価マスター
得意先契約単価マスター

マスター ざいこ

入出庫入力
入出庫一覧表
商品在庫一覧表
棚卸記入表・計算書

売上入力
納品書
得意先売上明細 / 集計
商品売上明細 / 集計
区分別売上
担当者別売上
得意先商品別集計
商品得意先別集計
請求書発行 / 取消

受発注入力
注文書発行 / 取消
発注品入荷入力
受注品出荷入力
納品書
受発注状況照会
受発注一覧
受注一覧
発注一覧

受発注管理

得意先元帳
売掛金台帳
入金リスト
回収予定表
請求一覧
入金入力
入金入力チェックリスト

基本搭載モジュール 追加モジュール

ざいここうばい

モジュール別機能一覧

仕入入力
仕入入力チェックリスト
仕入先仕入明細 / 集計
商品仕入明細 / 集計
仕入先商品別集計
部門仕入先別集計
支払明細書発行 / 取消
合計支払書発行 / 取消

仕入先元帳
買掛金台帳
支払一覧
支払入力
支払入力チェックリスト

クライアントサーバー (RemoteDesktopService)
スタンドアローン

サーバー クライアント／クラウド

CPU

メモリ

ハードディスク

OS

1GHz 以上のプロセッサ
(2GHz 以上を推奨 )

2GHz 以上のプロセッサ
(4 コア以上を推奨 )

1GHz 以上のプロセッサ
(2GHz 以上を推奨 )

2GB 以上
(4GHz 以上を推奨 )

8GB 以上
(16GB 以上を推奨 )

2GB 以上
(4GB 以上を推奨 )

プログラム︓500MB 以上
データ　　︓10GB 以上

プログラム︓500MB 以上
データ　　︓10GB 以上

Windows10pro WindowsServer2016
WindowsServer2019

Windows10pro

※クライアント側には
プログラム・データともインストール不要です
別途 MicrosoftRemoteDesktopCAL が必要です

システム要件

MicrosoftExcel ※ Excel2016 以降 別途サーバー用の ExcelOpenLicense

当システムは MS-Access+VBA で開発されています。クライアントサーバー版は排他制御機能を搭載し、複数 PC での同時入力が可能となっております。

Rental-:Century Gothic 60pt

Rental-:Century Gothic 14pt

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 3-20-14 AS ONE SUGAMO2F
TEL 03-3984-5838  FAX 03-3984-0532
info@sss-system.com
http://www.sss-system.com

卸売業向け受発注販売管理システム

SSS 受発注管理 ver 14

※[ マスター取込 ] 機能をご利用の場合には上記 Excel が必要です。



商社と組立製造業に特化した機能と操作性。
　　新しくなった「SSS 受発注管理 ver.14」

モジュールとカスタマイズ　—— 「貴社」だけのシステムを実現　——

欲しい機能を選択して導入できるモジュール化機能とカスタマイズに対応した柔軟な構造により、 

「貴社だけのシステム」 を実現します。

使わない余計な機能を排除することによりコスト削減と操作性向上につながり、 一切無駄がありません。 

シンプルなメニューと簡単な操作方法　——　視覚 ・ 直感重視なメニュー構成と操作　——

一目でわかるメニュー構成と感覚的に扱える機能構成により操作方法が簡単。

どなたでもすぐに使いこなせます。

受注 ・ 発注を同時に入力することにより、 スピーディーな処理が可能。

もちろん売上 ・ 仕入入力は受発注データから連携入力が出来、 速さとともにミスを撲滅。

スピーディーな受発注処理　——　入力ミスも撲滅　　——

得意先ごと商品ごとに登録する 「契約単価」 や数量による単価変更を登録できる 「ロット単価」 など、 多彩な単価登録機能を搭載。

得意先ごとの価格表を参照する必要がなくなります。 またロット発注は仕入コスト抑制に寄与します。

多彩な単価登録機能　——　価格表はもういりません　　——

売上や仕入の一覧および売掛 ・ 買掛情報など基本機能を網羅。 導入してすぐにご利用可能です。

基本機能を網羅　——　本稼動までが速い　　——

受発注入力画面

受注・発注から仕入～売上～請求までが連携

ミスを無くし、 スピードアップ

セット管理 手配管理
受発注

受発注入力

入荷入力出荷入力

注文書

はんばい こうばい

ロット単価 契約単価

支払入力入金入力

納品書

現品票

支払書発行請求書発行

買掛管理売掛管理

ざいこ

在庫一覧表

棚卸

手配管理

はんばい ざいこ こうばい

セット管理 契約単価 ロット単価

手配管理

はんばい ざいこ こうばい

セット管理 契約単価 ロット単価

手配管理

はんばい ざいこ こうばい

セット管理 契約単価 ロット単価

StepUpSol
ution販売・購買管理

受発注手配管理

受発注手配管理
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受注・発注を同時に入力することにより、スピーディーな処理が可能。
もちろん売上・仕入入力は受発注データから連携入力が出来、速さとともにミスも撲滅。

ピーディーな受発注管理パッケージシステムス

ジュールとカスタマイズにより、低コストで使いやすいシステムを構築モ
欲しい機能を選択して導入できる” モジュール” と、貴社向けにプログラム修正する” カスタマイズ” により、

「貴社だけの使いやすいシステム」を実現します。
また、基本機能はパッケージに搭載されていますので、カスタマイズが最小限に抑えられますので低コストです。

加モジュールで機能拡張追
本体と付属品などをセットとして受注し部品に展開して発注する” セット商品” モジュールや、
単品 ( シリアル ) ごとの管理を可能にする” 単品管理” モジュールをご用意。
必要に応じて選択いただけます。

携機能により、さまざまな他システムを活用可能連

会画面から該当伝票へジャンプ！照
各種照会画面で W クリックすると、詳細内容が確認出来ます。
さらに W クリックで該当伝票へジャンプします。その場で訂正処理などが可能です。 照会画面

受発注や仕入 ・売上の状況がさまざまな角度から確認できます。

多機能なだけでは意味がない。現場に即した「本当に使える」機能だけを「必要なときに」

各種帳票

受注と発注を同時に入力。 主仕入先やロット単価などの自動表示機能により、 最小限の手間でスピーディーに入力ができます。

得意先情報

仕入先情報

請求書発行画面
受発注からの連携入力された売上を集計し、 請求書を簡単発行。

マスター検索機能
さまざまな条件からあいまい検索が可能

[ 受発注状況 ]
受注と発注の状況がひとめで分かります。

締日と今回日付を入力し、発行。
かんたんに請求書を印刷します。

さまざまな機能が互いに連携

受発注入力されたデータは、 請求・支払まで連携処理

同じ内容を二度入力する必要が無く、

スピーディーかつミスの無い処理を実現。


