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今お使いのシステムで

こんなことに困っていませんか？

Before



こんなことに困っていませんか？

時間のかかる作業

を効率化したい！

パソコンを新しくしたいが

システムが対応していない！

Before

会社に帰らないと

売上も⾒れない！
カスタマイズが

大失敗！使い勝

手が悪く思った

ように動いてい

ない！



そろそろ時代にマッチしたシステムで

業務の効率化を見直してみませんか？

販売管理販売管理９９
なら解決できます！

販売管理９の特徴をご紹介致します。

販売管理販売管理９９



販売管理９では After
■ 新しいパソコンでもちろん新しいパソコンでもちろん新しいパソコンでもちろん新しいパソコンでもちろんOK！

Windows７・最新OSWindows8・ご利用中のＰＣでもご利用いただけます。

ＯＳの家庭用・ビジネス用は問いません。

※パソコンの推奨スペック

※開発ツール（.NET）・データベース（SQLServer）



販売管理９では After
■

時代にマッチした有効な使い方ができます。

外出先で売上を

スマホ

タブレット

で確認！

管理帳票・マスター⼀覧が全てブラウザで閲覧可能！(CSV出⼒同時対応) 営業の

方、経営者の方、自宅や外出先で売上速報がいつでも見たい。そう思った事はありませ
んか？スマートフォンやタブレットをお持ちの営業さんなら、外出先で売上速報や顧客実
績を見ることで、ユーザー様とよりスピーディーな対話も可能です。※ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄにｲﾝｽ
ﾄｰﾙは不要です。

で確認！



販売管理９では

■
合理的な機能で業務を効率よく！合理的な機能で業務を効率よく！合理的な機能で業務を効率よく！合理的な機能で業務を効率よく！

After

温度別に分割！

商品が温度帯別分かれる場合、1回の伝票作成で温度帯別に(仮)納品書が印刷でき

ます。

商品温度帯設定もかんたんです。商品マスタの温度帯を「冷蔵」「冷凍」と選択する

温度別に分割！



■
ステータス機能で業務を効率よく！ステータス機能で業務を効率よく！ステータス機能で業務を効率よく！ステータス機能で業務を効率よく！

販売管理９では After

⼊⾦済○
○

卸システムにめずらしい、伝票作成後のステータス管理が可能！

今作業がどこまで進んでいるのか一目で確認できます。

納品書済

○
○



販売管理９では

■
自社の専用業務もカスタマイズ対応可能！自社の専用業務もカスタマイズ対応可能！自社の専用業務もカスタマイズ対応可能！自社の専用業務もカスタマイズ対応可能！

After

月末は忙しすぎる！

全て手書き！

残業が多い！

パッケージに合わせて運用できればいいのですが、１つ２つカスタマイズをプラス

する事で、⼿作業で⾏っていた内容が、短時間の作業で効率よく改善される事がご

ざいます。

販売管理９もカスタマイズを承る事が可能なシステムです。



基本機能基本機能

基本機能のご紹介

基本機能基本機能



機能特徴販売管理９

●温度帯別での受注でも、1回の伝票作成で自動的に振分可能！

●仮受注（予約）、分納、請求翌月廻しが可能です。

●複数単価設定が可能（1アイテムに複数の価格帯や実施日などの設定が可能）

●送料設定・⼿数料設定が簡単に設定可能！（管理画⾯から実施できます）●送料設定・⼿数料設定が簡単に設定可能！（管理画⾯から実施できます）

●システム更新⽇が常時表⽰されますので、システム利⽤者が情報を共有できます。

●気配り機能として伝票作成時に、ﾃﾞﾌｫﾙﾄ設定が可能です。

（よく使う項目はﾃﾞﾌｫﾙﾄで項目設定可能）

●備考欄などのマスター化が可能ですので、素早い伝票作成が可能！

●DM出⼒が可能！（指定条件でCSVやExcelファイル出⼒できますので、リストからDM印刷が

可能です。 ）



受注⼊⼒ 顧客マスタ (仮)納品書印刷

受注履歴 商品マスタ 納品書印刷

顧客ID変更

システムログ照会

販売管理９ラインナップ

⼊⾦処理

請求処理

発注先マスタ 直送発注書

請求書印刷

ＤＭ抽出

管理帳票

商品顧客単価設定

共通マスタ 各種マスタ一覧

都度受注管理



直送品は商品と発注先の紐付けを
すると直送依頼書が印刷できます。

単価設定 商品+発注先マスタ

顧客別に商品の単価が設定が
可能です。 直送依頼商品と発注先の紐付け

を行うと受注時に、発注先別商品
が選択しやすくなります。

受注入力 受注+発注が同時に可能

直送依頼書

基本機能（受注）販売管理９

温度帯別に分納さ
れます。

顧客別に、納品書・
(仮)納品書の印刷を
する・しないが選択で
きます。

直送依頼書

分納 分納

納品先 納品先

(仮)納品書 (仮)納品書

受注履歴

ステータス管理

ステータスでチェック！ステータスでチェック！ステータスでチェック！ステータスでチェック！

・直送依頼済み

・納品書印刷済み

・(仮)納品書印刷済み

履歴でチェック！履歴でチェック！履歴でチェック！履歴でチェック！

・月別売上 ・年間売上



※請求確認でチェックし、

修正がある場合受注入

力・入金伝票を調整しま
す。

卸の入金伝票を作成し
ます。

一括入金処理 入金処理

請求確認 受注入力修正

入金伝票修正

都度(通販)の入金伝票を一括
で作成します。

販売管理９基本機能(⼊⾦・請求)

一括請求

請求書印刷

入金伝票修正

締め日ごとに今月請求

分の締め処理を行いま

す。処理後は受注入力

がロックされ修正できな
いようにしています。

締め処理後に請求書
を印刷します。

受注履歴

ステータス管理

ステータスでチェック！ステータスでチェック！ステータスでチェック！ステータスでチェック！

・入金済み

・請求済み

・請求書印刷済み

履歴でチェック！履歴でチェック！履歴でチェック！履歴でチェック！

・月別売上 ・年間売上



機能紹介販売管理９

A. 受注⼊⼒・・・ 受注伝票の作成・編集の際に利⽤します。

B. ステータス管理・・・ 期間別や顧客別で伝票のステータスを確認するのに利⽤します。

C. 受注履歴・・・ 各顧客別・期間別に受注履歴を確認する際に利⽤します。

D. ⼊⾦処理・・・ ⼊⾦処理関連の項目です。

１．「⼀括⼊⾦処理（都度⼊⼒）」１．「⼀括⼊⾦処理（都度⼊⼒）」

２．「⼀括⼊⾦取消（都度⼊⼒）」

３．「⼊⾦処理（掛売取引き）」

４．「掛売⼊⾦摘要マスタ」

E. 請求処理・・・ 請求処理関連の項目です。

１．「前回請求⾦額登録」

２．「⼀括請求確認処理」

３．「請求確認リスト」

４．「⼀括請求処理取消」

５．「請求書no変更」
６．「請求一覧」

７．「請求書印刷」-「請求書」-「請求書位置修正」-「請求書メモ登録」



機能紹介販売管理９

F. 印刷・・・ 印刷関連の項目です。

１．「直送発注書」

２．「（仮）納品書」

３．「納品書」

G. 管理帳票・・・ 管理帳票関連の項目です。

１．「受注チェックリスト」

２．顧客別売上一覧表２．顧客別売上一覧表

３．商品別売上一覧表

４．顧客別商品別売上一覧表

H. 顧客マスタ・・・ 顧客・配送マスターの項目です。

１．「顧客マスタ」

２．「配送先マスタ」

３．「顧客/配送先マスタ一覧」
４．「顧客ID変更」



機能紹介販売管理９

I. 商品マスタ・・・ 商品マスタ関連の項目です。

１．「商品マスタ」

２．「商品単価設定」

３．「商品内訳設定」

４．「商品顧客単価設定」

５．「商品顧客単価一覧」

６．「商品マスタ一覧」６．「商品マスタ一覧」

J.発注先マスタ・・・ 発注先マスタ関連の項目です。

１．「発注先マスタ」

２．「発注先商品登録」

３．「発注先マスタ一覧」

K.マスタ関連・・・ 基本マスタ関連項目管理

（・受注方法 ・配送方法 ・支払方法 ・担当者 ・基本システム設定 他）



オプション機能オプション機能

基本機能にオプション機能を追加できます。

※ご依頼により対応致します。



販売管理９オプション機能

■出荷オプション (各種連携 30万円～)

・クロネコヤマトB2との連携（出荷データ作成機能・送り状番号読込機能）
・佐川急便E飛伝プロとの連携（出荷データ作成機能）
・佐川急便E飛伝Ⅱとの連携（出荷データ作成機能・送り状番号読込機能）

※他の配送会社との連携も可能です。ご依頼に応じてオプション可も賜ります。

80

・在庫引当て機能

(システム在庫数と受注数を比較して出荷できる・できないを判別させます。)
・商品在庫調整機能（システム在庫と実在庫を調整します。）

・自動発注計算機能(システム在庫に対し足りない在庫を計算し発注書を作成します。)
・商品入庫機能(納品された商品を入庫します。)

■在庫オプション 80万円～

■支払オプション 40万円～

・仕入先への支払機能です。買掛金の管理ができます。



販売管理９オプション機能

■チェーンストアオプション 50万円～（各種用紙対応15万円～）
・チェーンストア伝票

・タイプ1型・ターンアラウンド1型・ターンアラウンド2型の印刷
※こちらはカスタマイズオプションとなります。

・注文データ読込機能

※こちらはＥＤＩではございません。

卸先様から注文データを販売管理９のフォーマットに合わせて読込する機能です。

■注文データ読込機能 30万円～



料金プラン料金プラン

お客様に合った料⾦プランをご⽤意しました。



販売管理９システム費用

販売管理９ システム費用内訳

・初期導入費用：30万円

・基本パッケージ費用：98万円
・システムライセンス：（5ライセンス 10万円分込）
・システム操作説明2回訪問（1日5時間以内）：（12万円込）

その他 システム費用内訳

・システム操作説明2回訪問（1日5時間以内）：（12万円込）

・システム追加ライセンス１ライセンス：2万5千円
・納品書・請求書レイアウト１１１１レイアウト：15万円～
（印字内容により料金が変動する場合がございます。 ）

・システム操作説明1日5時間以内：6万円



販売管理９システム環境費用

販売管理９ 環境費用内訳

・データベースサーバー費用： ヒヤリング後のご提示ヒヤリング後のご提示ヒヤリング後のご提示ヒヤリング後のご提示

(お客様のデータ量とサーバーのスペックにより費用は異なります。ヒヤリング後に御見積となり
ます。) 
・データベースライセンス費用（Microsoft SQL Server）：無償版・有償版が選択できます。無償版・有償版が選択できます。無償版・有償版が選択できます。無償版・有償版が選択できます。

(お客様のデータ量により無償版・有償版の選択となります。) 
・Windowsライセンス費用：ヒヤリング後のご提示ヒヤリング後のご提示ヒヤリング後のご提示ヒヤリング後のご提示・Windowsライセンス費用：ヒヤリング後のご提示ヒヤリング後のご提示ヒヤリング後のご提示ヒヤリング後のご提示

(お客様のクライアント台数により費用は異なります。 ヒヤリング後に御見積となります。) 

・データベースサーバー構築費用：15万円～
・クライアントインストール費用1台：3万円

(お客様の方で設定していただく事も可能です。その場合費用は発生致しません。)
・プリンタインストール費用1台：2万円～

(お客様の方で設定していただく事も可能です。その場合費用は発生致しません。)
・データ移行作業費用：20万～

（移行データ内容により費用が変動致します。）



保守プラン保守プラン

弊社だからできる安心できる保守・サポート



販売管理９

保守料金はクライアントの台数により異なります。

保守・サポート料⾦

保守費用月額：スタンドアロンＰＣ1台の場合 2万5千円
ネットワークＰＣ5台未満の場合 4万5千円
ネットワークＰＣ10台未満の場合 6万5千円
ネットワークＰＣ10台以上の場合 8万円～

ソフト保守+ネットワーク保守内容
保守費用月額：スタンドアロンＰＣ1台の場合 2万5千円 ＜台数により変動いたします＞

・販売管理９に関する電話・メール・リモートサポート

・ソフトの不具合修正無料

・システムのアップグレード 有償

・システムデータ調整 (内容により有償)
・システムに関するネットワークトラブル対応 (年2回まで オンサイト対応可能)
※地方は交通費別途＜ご要望により、オンサイト対応回数の変更も有償にて対応＞



『販売管理９』のお申し込みは下記の流れにて進行させて頂きます。

※どのステップにおいても、些細な不明な点など、何でもお問い合わせ下さい。

要件を伺い、販売管理９の機能をご紹介させていただきます。要件を伺い、販売管理９の機能をご紹介させていただきます。

お⾒積り提出させていただきます。

御社に訪問しヒヤリング+販売管理９のご紹介

お⾒積り・お申込みの流れ

Step

１

Step

２

販売管理９

要件を伺い、販売管理９の機能をご紹介させていただきます。。

御社に訪問し、操作説明を⾏います。※訪問回数２回

御社に訪問し、環境構築を⾏います。

お⾒積り提出させていただきます。
２

お⾒積り内容（販売管理９価格+環境構築費+DBソフト費用+ｶｽﾀﾏｲｽﾞ費用+
データ移⾏費⽤）等

サーバー・クライアントのインストール設定を⾏います。

販売管理９の操作⽅法をご案内させていただきます。

※訪問回数の追加が必要な場合、追加のお⾒積りを提出させていただきます。。

必要な場合、旧システムよりデータ移⾏を⾏います。

①で、要件を伺い、必要な場合お⾒積りさせていただきます。

Step

３３

Step

４４

Step

５５



販売管理販売管理９９

お気軽にお問合せくださいませ。

TEL ：03-5304-9995
Mail：info@qnt.jp

担当 ：伊藤 、佐藤


