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はじめにはじめにはじめにはじめに     この度は、ＡＳＰソリューション「ＷｅｂGoodJob」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 本書は、基幹業務のプロセスである、「在庫管理・販売管理」のシステムを ASP サービスでご提供する ための、ガイドブックです。この取扱説明書は、いつでもご使用いただけるように大切に保管してください。   
使用上使用上使用上使用上のののの注意注意注意注意     ご使用いただく前に下記の点にご注意ください。    ＊ 当システムは、インターネットに接続されている環境のパソコンで稼動する前提で制作しています。 （Web に接続できる ADSL およびこれに順ずる速度をもった常時接続可能な通信環境。）  ＊ 当システムは十分な注意をもって制作しておりますが、ご使用になられた結果につきましては、 Auto－ID フロンティア株式会社は、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。  ＊ 動作環境  対応 OS Windows 2000/XP/Vista CPU PentiumⅢ 700MHz 以上 メモリ 256MB 以上  ハードディスク 100MB 以上の空き容量（インストール時）１GB 以上推奨 モニタ 1024×768 の解像度で色深度 16Bit High Color 以上の表示をサポートしている環境 プリンタ A4 用紙に印刷可能なレーザーもしくはインクジェットプリンタ （レーザープリンタ推奨） 推奨ブラウザ Windows: Microsoft Internet Explorer（インターネットエクスプローラ）6.0 以上 ご利用頂く際には上記のブラウザを推奨しております。  JavaScript と Cookie を有効にしてご利用ください。   ＊ オプションの付属スキャナーについて          パソコンの USB ポートに接続してお使いください。  ＊ プログラムコントロールについて ご契約時にお客様がお選び頂きました機能の追加や変更、また会社情報などは、導入前に当社にて、 登録させて頂いております。 尚、変更・追加等の修正は当社まで、ご連絡いただきますようお願いいたします。  （ 連絡先 ＴＥＬ077-525-6575 ）    
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MENU     STEP０  はじめに  ・・・・・・・・・・・ Page０１   MENU  ・・・・・・・・・・・ Page０２       STEP１ -１A ログイン  ・・・・・・・・・・・ Page０４  -２A ActiveX コントロール インストール方法 ・・・・・・・・・・・ Page０５  -３A 画面構成  ・・・・・・・・・・・ Page０７       STEP２ -１A マスタ管理  ・・・・・・・・・・・ Page０８  -２A 商品登録  ・・・・・・・・・・・ Page０９  -３A 単位登録  ・・・・・・・・・・・ Page０１０  -４A 商品分類登録  ・・・・・・・・・・・ Page０１１  -５A 店舗登録  ・・・・・・・・・・・ Page０１２  -６A 仕入先登録  ・・・・・・・・・・・ Page０１３  -７A 得意先登録  ・・・・・・・・・・・ Page０１４  -８A 納品先登録  ・・・・・・・・・・・ Page０１５  -９A 担当者登録  ・・・・・・・・・・・ Page０１６  -10A 環境設定  ・・・・・・・・・・・ Page０１７       STEP３ -１A 在庫管理  ・・・・・・・・・・・ Page０１８  -２A 入庫 入庫入力 ・・・・・・・・・・・ Page０２０  -２B  入庫日報 ・・・・・・・・・・・ Page０２１  -３A 出庫 出庫指示入力 ・・・・・・・・・・・ Page０２２  -３B  出庫指示日報 ・・・・・・・・・・・ Page０２３  -３C  ピッキングリスト ・・・・・・・・・・・ Page０２４  -３D  出庫入力 ・・・・・・・・・・・ Page０２５  -３E  出庫日報 ・・・・・・・・・・・ Page０２６  -３F  差異一覧表 ・・・・・・・・・・・ Page０２７  -３G  未出庫一覧表 ・・・・・・・・・・・ Page０２８  -４A 棚卸 棚卸入力 ・・・・・・・・・・・ Page０２９  -４B  棚卸日報 ・・・・・・・・・・・ Page０３０  -４C  棚卸更新 ・・・・・・・・・・・ Page０３１  -４D  在庫一覧表 ・・・・・・・・・・・ Page０３２  -５A その他 移動入力 ・・・・・・・・・・・ Page０３３  -５B  移動日報 ・・・・・・・・・・・ Page０３４              
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 STEP４ -１A 販売管理  ・・・・・・・・・・・ Page０３５  -２A 販売 受注入力 ・・・・・・・・・・・ Page０３７  -２B  受注日報 ・・・・・・・・・・・ Page０３８  -２C  売上入力 ・・・・・・・・・・・ Page０３９  -２D  売上日報 ・・・・・・・・・・・ Page０４１  -２E  入金入力 ・・・・・・・・・・・ Page０４２  -２F  入金日報 ・・・・・・・・・・・ Page０４３  -２G  納品書発行 ・・・・・・・・・・・ Page０４４  -２H  合計請求書発行 ・・・・・・・・・・・ Page０４５  -２I  売上日計表 ・・・・・・・・・・・ Page０４６  -２J  得意先別売上集計 ・・・・・・・・・・・ Page０４７  -２K  商品別売上集計 ・・・・・・・・・・・ Page０４８  -２L  得意先元帳 ・・・・・・・・・・・ Page０４９  -２M  入金予定表 ・・・・・・・・・・・ Page０５０  -３A 仕入 仕入入力 ・・・・・・・・・・・ Page０５１  -３B  仕入日報 ・・・・・・・・・・・ Page０５２  -３C  支払入力 ・・・・・・・・・・・ Page０５３  -３D  支払日報 ・・・・・・・・・・・ Page０５４  -３E  仕入先別仕入集計 ・・・・・・・・・・・ Page０５５  -３F  商品仕入集計 ・・・・・・・・・・・ Page０５６  -３G  仕入先元帳 ・・・・・・・・・・・ Page０５７  -３H  支払予定表 ・・・・・・・・・・・ Page０５８ STEP５ -１A 共通 バーコードラベル印刷 ・・・・・・・・・・・ Page０５９  -１B  ハンディ取込 ・・・・・・・・・・・ Page０６０  -２A  マスタ検索 ・・・・・・・・・・・ Page０６１  -２B  伝票検索 ・・・・・・・・・・・ Page０６３ STEP６ -１A 困ったときは  ・・・・・・・・・・・ Page０６８ 
 

 

 


