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■受注入力
受注受付入力 (KAMJ200.EXE)
受 注 入 力(KAMJ100.EXE)
受注変更(項目変更)(KAMJ110.EXE)
■発注
発 注 入 力(KAME070.EXE)
仕 入 入 力(KAME030.EXE)
■加工
断 裁 入 力(KAME040.EXE)
加 工 入 力(KAME050.EXE)
■商品
商 品 入 力(KAME060.EXE)
■受発注
受注・発注番号取得(KAME360.EXE)
付入力
商品在庫問合せ(KAMQ100.EXE)
商品出入問合せ(KAMQ050.EXE)
棚在庫問い合わせ(KAMQ200.EXE)
商品別在庫一覧表(KAML110.EXE)
倉庫別在庫一覧表(KAML120.EXE)
全在庫一覧表(KAMJ400.EXE)
■受注
受注一覧表(KAMJ130.EXE)
得意先元帳問合せ(KAML330.EXE)
受注受付問合せ(KAMQ020.EXE)
受注確定問合せ(KAMQ030.EXE)
受注進捗問合せ(KAMQ140.EXE)
売上明細一覧表(KAMJ050URIDAN.EXE)
■仕入
仕入先元帳問合せ(KAML350.EXE)
発注残問合せ(KAMQ070.EXE)
仕入データ照会(KAMQ080.EXE)
請求・仕入履歴照会(KAMQ120.EXE)
引取先別一覧表(KAMJ050HAT.EXE)
発注リスト(KAML010.EXE)
在庫下限切れ一覧表(KAML130.EXE)
■マスター照会
得意先・仕入先マスター照会(マスター照会.mdb
■配送
配 送 問 合 せ(KAMQ060.EXE)
配送重量一覧表(配送日別配送重量一覧表.xls
未配送一覧表(未配送一覧表_重量+件数 Version2.xls
■確 認 帳 票
商品別在庫一覧表(KAML110.EXE)
倉庫別在庫一覧表(KAML120.EXE)
在庫下限切れ一覧表(KAML130.EXE)
在庫アンマッチリスト(KAML140.EXE)
預り受託残高報告書(KAMR110.EXE)
発注リスト(KAML010.EXE)
■棚 卸 作 業
マスタデータ作成(ZAIFP002.EXE)
棚卸差異表(ZAIFP001.EXE)
■入金・支払・手形入力
入 出 金 入 力(KAME200.EXE)
入金一覧表(KAMJ050
入出金入力確認表(KAML050.EXE)
手形追加入力(KAME130.EXE)
手形割引依頼書(KAMR200.EXE)
手形データメンテ(KAME150.EXE)３マスター照会.mdb
■手形問合せ
手形 問 合 せ(KAMQ110.EXE)
受取手形期日別集計表(KAML240.EXE)
受取手形銀行別合計表(KAML250.EXE)
月別受取手形一覧表(KAML260.EXE)
支払手形期日別集計表(KAML270.EXE)
支払手形銀行別合計表(KAML280.EXE)
月別支払手形一覧表(KAML290.EXE)
与信管理一覧表(KAML610.EXE)
手形資料作成(手形資料作成.mdb
■仕入データ照合
ＥＤＩ仕切データ生成(KAMB050.EXE)
ＥＤＩ仕入データ照合(KAMB020.EXE)
ＥＤＩ強制照合処理(KAMB040.EXE)
仕入データ照合手入力(KAMB030.EXE)
データアンマッチリスト(KAML720.EXE)
仕入差額表(KAML620.EXE)
■日時更新前確認リスト
伝票未確認リスト(KAML160.EXE)
加工未確認リスト(KAML170.EXE)
単価未処理リスト(KAML180.EXE)
■日 次 更 新
売上日次更新(KAME250.EXE)
仕入日次更新(KAME270.EXE)
配送日次更新(KAME230.EXE)
担当者別日計月計表(KAML190.EXE)
品種別日計月計表(KAML200.EXE)
担当者得意先別日計月計表(KAML530.EXE)
売上明細一覧表(KAMJ050URIDAN.EXE)
■財務関係
売上仕入日計表（財務）(売上仕入日計表（財務）.xls

＜管 理 メ ニュ ー＞
PapiＮet(印刷会社ＥＤＩ)
ＰＡＮ００１(PAN001.EXE)
ＰＡＮ１０１(PAN101.EXE)
ＰＡＮ２０１(PAN201.EXE)
ＰＡＮ４０１(PAN401.EXE)
伝票自動発行
伝票自動印刷(KAME400.EXE)
マスター参照(得意先、納品先)
得意先マスター(KAMM011.EXE)
納品先マスター(KAMM061.EXE)
■商品在庫関係
商品出入帳(KAML510.EXE)
商品棚卸表(KAML520.EXE)
商品棚卸表(単価別)(KAML800.EXE)
倉庫別商品出入帳(KAML370.EXE)
倉庫別商品棚卸表(KAML380.EXE)
預り商品出入帳(KAML390.EXE)
預り商品棚卸表(KAML400.EXE)
預け商品出入帳(KAML410.EXE)
預け商品棚卸表(KAML420.EXE)
加工残高棚卸表(KAML430.EXE)
預り受託残高報告書(KAMR110.EXE)
在庫アンマッチリスト(KAML140.EXE)
3 棚卸表(KAMTN100.EXE)
■管 理 帳 票
得意先元帳(KAMQ040.EXE)
仕入先元帳(KAMQ090.EXE)
売掛金残高一覧表(KAML310.EXE)
買掛金残高一覧表(KAML340.EXE)
担当者別入金管理表(KAML320.EXE)
売掛請求残高差異リスト(KAML300.EXE)
買掛支払残高差異リスト(KAML810.EXE)
統計資料(KAML360.EXE)
＊資 料 作 成(資料作成.mdb
＜月次更新処理＞
売上月次締更新(KAME260.EXE)
仕入月次締更新(KAME280.EXE)
在庫月次締更新(KAME290.EXE)
受託在庫月次締更新(KAME330.EXE)
配送月次締更新(KAME240.EXE)
＜締日関連メニュー＞
●請求関連作業
請 求 書 発 行(KAMR130.EXE)
担当者別請求書一覧(KAML220.EXE)
集 金 指 示 書(KAMR140.EXE)
配送料金請求書(KAMR150.EXE)
請 求 締 更 新(KAME300.EXE)
集 金 指 示 書(集金指示書.mdb
●支払い関連作業
支 払 一 覧 表(KAML230.EXE)
支 払 締 更 新(KAME320.EXE)
■商品関係
商品（銘柄）マスター(KAMM020.EXE)
商品（明細）マスター(KAMM030.EXE)
在庫発注管理数量(KAMM260.EXE)
寸法マスター(KAMM210.EXE)
表示連量マスター(KAMM090.EXE)
品種マスター(KAMM200.EXE)
商品大分類マスター(KAMM160.EXE)
商品中分類マスター(KAMM170.EXE)
商品小分類マスター(KAMM180.EXE)
メーカマスター(KAMM150.EXE)
商品マスタ一覧(商品マスタ一覧.mdb
自動単価分類(自動単価分類.mdb
引当品一覧表(引当品一覧表.mdb
単価設定
単価グループマスター(KAMM330.EXE)
断裁単価マスター(KAMM070.EXE)
一般紙標準単価マスター(KAMM040.EXE)
特殊紙辞典兼単価マスター(KAMM230.EXE)
得・仕別特殊紙単価マスター(KAMM240.EXE)
配送料金単価マスター(KAMM250.EXE)
■得意先関係
得意先マスター(KAMM010.EXE)
得意先別目標額設定(KAMM500.EXE)
納入先マスター(KAMM060.EXE)
得意先鏡欄変更(KAMM470.EXE)
業種マスター(KAMM100.EXE)
業種明細マスター(KAMM110.EXE)
配送地区マスター(KAMM140.EXE)
作業条件マスター(KAMM490.EXE)
摘要・連絡文マスター(KAMM280.EXE)
担当者変更(kamj500.EXE)
■仕入先関係
仕入先マスター(KAMM050.EXE)
引取先マスター(KAMM060.EXE)
仕入先鏡欄変更(KAMM480.EXE)
摘要・連絡文マスター(KAMM280.EXE)

■担当者関係
担当者マスター(KAMM080.EXE)
ＯＰ・営業担当関連マスター(KAMM270.EXE)
担当者設定マスター(KAMM290.EXE)
■ラック関係
棚番マスター(KAMM300.EXE)
ラック状態メンテナンス(KAME510.EXE)
名称マスター(KAMM220.EXE)
■その他マスター
名称マスター(KAMM220.EXE)
銀行マスター(KAMM120.EXE)
銀行支店マスター(KAMM130.EXE)
■コントロール
コントロールマスター(KAMM900.EXE)
リアル在庫データ登録(KAME110.EXE)
バーコード発行(KAMIBARCODE.EXE)
全テーブル作成(KAME999.EXE)
■訂正関連
原価確定解除(KAME800.EXE)
預り出入修正(UPDZAZ.EXE)
一般出入修正(DELSZT.EXE)
抹消処理(KAMJ300.EXE)
■商品マスタ分類・自動単価設定
商品マスタ分類・自動単価設定(自動単価分類.mdb
■伝票発行
納品書(仕切書)発行(KAMR080.EXE)
納品書未出力明細一覧表
注 文 書(KAMR060.EXE)
断裁ラベル(KAMR300.EXE)
入庫ラベル(手入力)(KAMR530TP.EXE)
売上入力関連伝票発行(KAMR070.EXE)
仕入入力関連伝票発行(KAMR030.EXE)
＊専 用 伝 票 発 行(専用伝票発行.mdb
伝票発行(再)
入庫伝票(再)(KAMR530.EXE)
出庫伝票(再)(KAMR500.EXE)
受 取 書(再)(KAMR010.EXE)
断裁伝票(再)(KAMR510.EXE)
加工伝票発行(KAMR050.EXE)
■確認帳票(1）
入荷･入庫確認待ち一覧表(KAML150.EXE)
加工完了未済リスト(KAML170.EXE)
売上一覧表(商品･断裁)
売上一覧表(商品)(KAMJ050URI.EXE)
売上一覧表(断裁)(KAMJ050DAN.EXE)
■確認帳票(2)
倉庫移動リスト(倉庫移動リスト.xls
伝票入力件数(1 日)
伝票入力件数(日付指定)
■進捗管理入力
進 捗 入 力(KAME160.EXE)
配 車 入 力(KAME180.EXE)
入荷･入庫確認待ち一覧表(KAML150.EXE)
入荷処理画面(KAME210.EXE)
入庫処理画面(KAME350.EXE)
進捗確認一覧表(KAML630.EXE)
■配送料金管理
配 車 日 報(KAMR090.EXE)
配送料金入力(KAME190.EXE)
(配送料金計算書)(KAMR100.EXE)
配 送 集 計 表(KAML210.EXE)
配送料金記入表(KAML080.EXE)
☆配送集計表(KAML090.EXE)
配送料金確認表(KAML100.EXE)
■単価入力(売上関連)
売上単価入力(KAME120.EXE)
売上単価入力（４行）(KAME620.EXE)
売上原価入力(KAME120.EXE) /LEVEL=1
売上単価承認Ⅰ(KAME120.EXE) /LEVEL=3
売上単価承認Ⅱ(KAME120.EXE) /LEVEL=4
売上単価入力確認表(KAML030.EXE)
売上単価入力済み問合せ(KAMQ130.EXE)
■単価入力(仕入関連)
仕入単価入力(KAME340.EXE)
仕入単価承認Ⅰ(KAME340.EXE) /LEVEL=2
仕入単価承認Ⅱ(KAME340.EXE) /LEVEL=3
仕入単価入力確認表(KAML040.EXE)
■単価入力(その他)
断裁単価入力(KAME140.EXE)
■単価確認取消処理
単価確認取消入力(KAME800.EXE)

株式会社 JSPIRITS
〒113-0033
東京都文京区本郷 1-33-12-904
tel 03-4570-8717
fax 03-6801-8908
http://jspirits.co.jp/F1.htm
(２００９年３月３０日)

紙卸商様向け ERP

KamiSapiens のご紹介

システム設計・開発
コンサルティング
セールス
サポート

株式会社 JSPIRITS

KamiSapiens の特徴
紙 卸商 様向け E R P
1.

2.

3.

受注入力はマウスを使わずキーボード操
作のみでおこなえますので、電話注文の
多い紙卸商様の受付業務に最適です。
商品コードが分からなくても、略称を入力
することにより商品候補が表示されますの
で、商品の入力がスピーディーにおこなえ
ます。
銘柄別に重量単価、厚物薄物格差を登
録することにより、重量単価を自動計算し
ます。ランク（得意先、得意先カテゴリー
別）単価や得意先別個別単価設定また
単価適用開始日を設定できます。

4.

いつでも利用者がデータを取り出し、再加
工できます。（EXCEL,ACCESS）

システム機器・ソフトウエア構成
受 注入力 画面

5.

紙卸商様の業務に必要なアプリケーショ
ンはすべて標準装備しています。

6.

PrintSapiens ユーザとの EDI による受発
注処理が可能です。

・サーバー環境
Windows Server 2003
Microsoft SQL-Server 2005
or 2008
Memory 2G 以上
HDD 40G 以上

7.

クライアント・サーバ型(C/S 型)のオープン
システムですので、メーカーや機種に限定
される事なく、WindowsPC や Windows 対
応プリンターを利用可能です。DB は
Microsoft の SQL-SERVER を使用してい
ます。

・クライアント環境
Windows 2000,XP,Vista
Microsoft Office
(Access,Excel)
Memory 1G 以上
HDD 1G 以上

会 社紹 介
代表の地代所伸治は 2008 年夏まで株式
会社オリーブに 11 年間在籍し、開発部門
の責任者として、印刷業向け基幹業務パッ
ケージシステム“PRINTSAPIENS”の企画から
設計、開発を担当いたしました。近年は
CIP4/JDF を実装するとともに用紙 EDI 発注
処理についても実現いたしました。現在は
“KAMISAPIENS” の開発や販売、またオリー
ブの協力会社として PRINTSAPIENS のアドオ
ンシステム開発や紙卸商様、印刷業様向け
専用プログラムの受託開発および今年 3 月
からは IT ソリューションのコンサルティング等
にも積極的に取り組んでいます。

設計思想(抜粋)

紙 卸商 様向けに総 合的な ソリ ュ ーションを提 供する
シ ステ ム設計・ 開発 、コンサル ティング サービス

1.入力時に商品マスター・得意先マスター・仕入先マスター・断裁マスタ
ー・納入先マスターの検索を容易にするため、マスターに検索用カナコード
を設けた。
＊三菱 金菱
ｷﾝﾋﾞｼ （親マスター）
三菱 金菱 4/6 45 ｷﾝﾋﾞｼ L45 （枝マスター)
丸楽紙業株式会社
ﾏﾙﾗｸ
国際紙パルプ商事株式会社
KPP
半裁 02 半裁天地化粧 21 半裁４方化粧 22

発 注入力 画面

６.得意先マスターは得意先略称を使用する。
→社内帳票等の表示が長くならないため、得意先の正式名称とは別に略
称を使用する。得意先ごとの要望を配慮し、コントロールを設けた。
７．商品マスターに請求商品名を登録する。
→請求商品名と、管理商品名を変えることが出来る。 請求商品名がな
いときは、商品名を使用する。

2.商品マスターにおける商品コードを親コード＋枝コードの二段構造とした。

お問い合わせ先

親コード ７桁
枝コード ３桁

株式会社 JSPIRITS 営業部
e-mail：info@jspirits.co.jp
tel：03-4570-8717

＊商品名
商品コード
ｶﾅｺｰﾄﾞ
比較時コード ２６桁
ｎpi コート 1231230-000
NPI ｺｰﾄ
ｎpi コート ４／６ ７３ T 1231230-001 NPI ｺｰﾄ L73 12312300010788010910073000
ｎpi コート ４／６ ９０ Y 1231230-002 NPI ｺｰﾄ L90 12312300021091007880090000

８．トランザクションデータより前回売り上げ
単価を検索し、売上単価とする。

商品ごとに付ける（規格は考慮しない）
親コードの規格別に付ける

９．一般紙の標準単価の適用は、前回単
価使用のとき“ＮＯ”、特殊紙、特殊紙の原
価は無条件で適用する。

→親コード＋寸法＋連量の入力で、枝コードを利用した入力と同じ商品になる。
ｎpi コート
788 1091
73 73

1231230-000
078801091
12312300010788010910073000

１０.一般紙の単価登録は、得意先ごとの
単価ＣＤまたは商品ＣＤの親・枝に対して
設定する。優先順位は 商品枝＞商品親
＞単価ＣＤ＞標準単価の順

→親コード・枝コードを利用することにより、特殊紙辞典の利用が可能になる。
＊親コード 3031340-000 レザック６６
色グループ A （色グループにより、規格・単価がことなる）
色コード 12
古染
色別在庫管理（親コードに設定）
する
3031340A12
しない
3031340000

３．商品マスター登録の左半分は入力コントロール、右半分はコントロール
の内容とした。
→コントロールを付けることにより、会社・商品の特性を表現する、また、得意先
の要望も考慮し、入力時に変更が可能とした。
＊寸法表示区分デフォルト値 Ａ社 1
Ｂ社 0

４／６判
788×1091

４．商品名手打ち区分は、その他商品などほとんど取引のない商品に使用
し、入力時に手打ち入力が可能とした。
５．斤量格差以外に、銘柄格差を設けると自動単価で「上質」というよ
うにグループ化できるようにした。

１１．仕入の単価登録は、仕入先ごとの単
価ＣＤまたは商品ＣＤの親・枝に対して設
定でき、得意先との組み合わせも可能とした。優先順位は 組み合わせ＞商品枝＞
商品親＞単価ＣＤ＞標準単価の順
１２．ノーカーボン紙等は、標準単価で指数 100 の価格を登録し、対比指数を登録出
来るようにした。

入 庫伝票

