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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ２２２２----１１１１ＡＡＡＡ    マスタマスタマスタマスタ管理管理管理管理                                                                                                                         マスタ管理では、WebGoodJob をお使いいただくための取引先情報や商品情報などをエントリーします。 

  □各種ボタンの説明一覧表 名 称 動   作 登 録 データベースサーバーに、エントリー内容を書き込みます。 入力作業後入力作業後入力作業後入力作業後にはにはにはには、、、、必必必必ずずずずクリッククリッククリッククリックしてしてしてして登録登録登録登録をををを行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。    「登録します。よろしいですか？」の確認メッセージで「OK」をクリックすると、 「登録しました。」が表示されます。 削 除 データベースサーバーから、エントリー内容を削除します。 一旦削除一旦削除一旦削除一旦削除したしたしたしたデータデータデータデータはははは、、、、元元元元にににに戻戻戻戻りませんのでりませんのでりませんのでりませんので、、、、ごごごご注意注意注意注意くださいくださいくださいください。。。。    「削除します。よろしいですか？」の確認メッセージが表示されます。 尚、既に各管理メニューでご利用の各種コードについては、削除できません。 ハンディ 商品マスタデータを指定のハンディターミナルへ送信します。 クリア 表示された内容または、作業中の内容が全て画面上から消去されます。 登録された時点での内容は、データベースには保存されています。 読 込 登録済みのデータを、データベースサーバーより読込表示します。 前商品 「次商品」をクリックした後に、動作します。 既に登録された「商品コード」を降順表示します。 次商品 既に登録された「商品コード」を昇順に表示します。 前仕入先 「次仕入先」をクリックした後に、動作します。 既に登録された「仕入先コード」を降順表示します。 次仕入先 既に登録された「仕入先コード」を昇順に表示します。 前得意先 「次得意先」をクリックした後に、動作します。 既に登録された「得意先コード」を降順表示します。 次得意先 既に登録された「得意先コード」を昇順に表示します。 CD チェックディジットを自動計算し、JAN コードを作成します。 
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ２２２２----２２２２AAAA    マスタマスタマスタマスタ管理管理管理管理        商品登録商品登録商品登録商品登録                                                                                              商品情報についてのエントリーを行います。 

               マスタ管理 Menu にて商品登録をクリックし、画面を開きます。  商品情報を入力し、最後に「登録」ボタンをクリックします。 ＊全ての操作は、「登録」ボタンでデータベースに保存を行ってから完了となります。   既に入力された商品情報の変更は、新規画面から「次商品」をクリックするか、もしくは商品コードにて検索をかけて行います。（商品コードを入力後、「読込」ボタンをクリック。または、STEP５-２A マスター検索を参照）  □ 商品コード  20 桁の半角英数字を入力します。 □ 大分類  「商品分類登録」でエントリーされた大分類から選択します。 □ 中分類  「商品分類登録」でエントリーされた中分類から選択します。 □ 小分類  「商品分類登録」でエントリーされた小分類から選択します。 □ 商品名  全角英数文字２０文字、半角英数字４０文字まで入力可能です。 □ 単位  「単位登録」でエントリーされた単位から選択します。 □ 入数  4 桁（1～9999）までの数字を入力します。 □ 製品区分  製品・半製品・仕掛品・原材料・その他から選択します。 □ JAN コード  8 桁または、13 桁の半角数字を入力します。最後の一桁はチェックデジットとなります。 □ 原価  7 桁（1,000,000）までの原価を入力します。 □ 販売単価  7 桁（1,000,000）までの販売単価を入力します。 □ 備考  全角英数文字２０文字、半角英数字４０文字まで入力可能です。 □ 適用期間  商品の適用開始日と終了日を選択します。適用期間外に他画面で使用しようとした際、「この商品コードは使用停止中です」とメッセージが表示され、利用できません。 
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ２２２２----３３３３AAAA    マスタマスタマスタマスタ管理管理管理管理        単位登録単位登録単位登録単位登録                                                                                              商品の単位情報についてのエントリーを行います。 

   マスタ管理 Menu にて単位登録をクリックし、画面を開きます。  始めに、「読込」ボタンをクリックし、既にエントリーされている単位コード・単位名の一覧を表示します。（エントリー欄の右側に、「読込済」と表示されます。）  エントリー欄に単位情報を入力し、最後に「登録」ボタンをクリックします。 ＊全ての操作は、「登録」ボタンでデータベースに保存を行ってから完了となります。  変更する場合 変更する行を選択し、エントリー欄に反映された内容を書換え、「行登録」ボタンをクリックします。 その後、新たに単位登録を行う場合は、「新規行」ボタンでエントリー欄をクリアにし、情報入力後に「行登録」をクリックします。  削除する場合 削除する行を選択し、エントリー欄に反映された内容を確認し、「行削除」をクリックします。 既に各帳票などで使用されている場合は、「○○データに登録済みです」のエラーメッセージが表示され削除はできませんので、ご注意ください。  ＊変更・削除をすると、エントリー欄右側の「読込済」が、「更新済」に変わります。  
     

□ コード  4 桁（1～9999）までの半角英数字を入力します。 □ 単位名  全角英数文字５文字、半角英数字１０文字まで入力可能です。 □ 適用期間  単位コードの適用開始日と終了日を選択します。適用期間外に他画面で使用しようとした際、「この単位コードは使用停止中です」とメッセージが表示され、利用できません。 
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ２２２２----４４４４AAAA    マスタマスタマスタマスタ管理管理管理管理        商品分類登録商品分類登録商品分類登録商品分類登録                                                                                              商品の３つ（大・中・小）の分類情報についてのエントリーを行います。 

   マスタ管理 Menu にて商品分類登録をクリックし、画面を開きます。  始めに、「読込」ボタンをクリックし、既にエントリーされている大分類・中分類・小分類の一覧を表示します。（エントリー欄の右側に、「読込済」と表示されます。）  エントリー欄に商品分類情報を入力し、それぞれ「大登録」「中登録」「小登録」ボタンをクリックします。        変更する場合 変更する行を選択し、エントリー欄に反映された内容を書換え、それぞれ「大登録」「中登録」「小登録」ボタンをクリックします。 その後、新たに分類の登録を行う場合は、「入力クリア」ボタンでエントリー欄をクリアにし、情報入力しそれぞれ「大登録」「中登録」「小登録」ボタンをクリックします。  削除する場合 削除する行を選択し、エントリー欄に反映された内容を確認し、それぞれ「大削除」「中削除」「小削除」ボタンをクリックします  ＊変更・削除をすると、エントリー欄右側の「読込済」が、「更新済」に変わります。  
    

□ コード  大分類 3 桁（1～999）、中分類 2 桁（1～99）、小分類 2 桁（1～99）までの半角英数字を入力します。 □ 名称  全角英数文字２０文字、半角英数字４０文字まで入力可能です。 □ 略称  名称の入力と同時にエントリーされます。書換え可能です。 
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ２２２２----５５５５AAAA    マスタマスタマスタマスタ管理管理管理管理        店舗登録店舗登録店舗登録店舗登録                                                                                                                             店舗の名称変更と棚・行・列の管理場所についてのエントリーを行います。  店舗追加はできません。追加したい場合は、当社までご連絡いただきますようお願いたします。 

   マスタ管理 Menu で店舗登録をクリックし、画面を開きます。  始めに、「読込」ボタンをクリックし、既にエントリーされている店舗・棚・行・列の一覧を表示します。（エントリー欄の右側に、「読込済」と表示されます。）  エントリー欄に場所情報を入力し、それぞれ「棚登録」「行登録」「列登録」ボタンをクリックします。  変更する場合 変更する行を選択し、エントリー欄に反映された内容を書換え、それぞれ「店舗登録」「棚登録」「行登録」「列登録」ボタンをクリックします。 その後、新たな場所の登録を行う場合は、「入力クリア」ボタンでエントリー欄をクリアにし、情報入力しそれぞれ「棚登録」「行登録」「列登録」ボタンをクリックします。  削除する場合 削除する行を選択し、エントリー欄に反映された内容を確認し、それぞれ「棚削除」「行削除」「列削除」ボタンをクリックします。  ＊ 変更・削除をすると、エントリー欄右側の「読込済」が、「更新済」に変わります。  □ コード  4 桁（1～9999）までの半角英数字を入力します。 □ 名称  全角英数文字２０文字、半角英数字４０文字まで入力可能です。 □ 略称  名称の入力と同時にエントリーされます。書換え可能です。全角英数文字 5 文字まで。 □ 適用期間  店舗の適用開始日と終了日を選択します。適用期間外に他画面で使用しようとした際、「この店舗コードは使用停止中です」とメッセージが表示され、利用できません。   
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ２２２２----６６６６AAAA    マスタマスタマスタマスタ管理管理管理管理        仕入先登録仕入先登録仕入先登録仕入先登録                                                                                                  仕入先の名前や住所、取引条件などのエントリーを行います。 

   マスタ管理 Menu にて仕入先登録をクリックし、画面を開きます。  仕入先情報を入力し、「登録」ボタンをクリックします。 ＊全ての操作は、「登録」ボタンでデータベースに保存を行ってから完了となります。  変更する場合  新規画面にて「次仕入先」をクリックするか、もしくは仕入先コードで検索をかけて行います。（仕入先コードを入力後、「読込」ボタンをクリック。または、STEP５-２A マスター検索を参照）  □ 仕入先コード  半角数字 13 桁まで入力可能です。 □ 仕入先名  全角英数文字２０文字、半角英数字４０文字まで入力可能です。 □ 仕入先名略称  
仕入先名を入力時に自動でエントリーされます。 全角英数文字５文字、半角英数字１０文字まで入力可能です。 □ 郵便番号  「‐」なしで入力します。例）520-0806→5200806 □ 住所  ３行とも全角英数文字２０文字、半角英数字４０文字まで入力可能です。 □ 電話番号  「‐」を入れて入力します。例）077-525-6575 □ FAX 番号  「‐」を入れて入力します。例）077-525-6579 □ 締日  仕入先の締日を入力します。＊締日、支払日が、末日の場合 31 を入力します。 □ 支払月  当月、翌月、翌々月、３ヶ月、４ヶ月、５ヶ月、６ヶ月から選択します。 □ 支払日  仕入先への支払日を入力します。＊締日、支払日が、末日の場合 31 を入力します。 □ 仕入端数区分  切り上げ、四捨五入、切り捨てから選択します。 □ 消費税端数区分  切り上げ、四捨五入、切り捨てから選択します。 □ 消費税区分  外税、内税、非課税、免税から選択します。 □ 適用期間  仕入先コードの適用開始日と終了日を選択します。適用期間外に他画面で使用しようとした際、「この仕入先コードは使用停止中です」とメッセージが表示され、利用できません。  
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ２２２２----７７７７AAAA    マスタマスタマスタマスタ管理管理管理管理        得意先登録得意先登録得意先登録得意先登録                                                                                                  得意先の名前や住所、取引条件などのエントリーを行います。 

   マスタ管理 Menu にて得意先登録をクリックし、画面を開きます。  得意先情報を入力し、「登録」ボタンをクリックします。 ＊全ての操作は、「登録」ボタンでデータベースに保存を行ってから完了となります。  変更する場合 新規画面にて「次得意先」をクリックするか、もしくは得意先コードで検索をかけて行います。（得意先コードを入力後、「読込」ボタンをクリック。または、STEP５-２A マスター検索を参照） □ 得意先コード  半角数字 13 桁まで入力可能です。 □ 得意先名  全角英数文字２０文字、半角英数字４０文字まで入力可能です。 □ 得意先名略称  
得意先名を入力時に自動でエントリーされます。 全角英数文字５文字、半角英数字１０文字まで入力可能です。 □ 郵便番号  「‐」なしで入力します。例）520-0806→5200806 □ 住所  ３行とも全角英数文字２０文字、半角英数字４０文字まで入力可能です。 □ 電話番号  「‐」を入れて入力します。例）077-525-6575 □ FAX 番号  「‐」を入れて入力します。例）077-525-6579 □ 締日  得意先の締日を入力します。＊締日、回収日が、末日の場合 31 を入力します。 □ 回収月  当月、翌月、翌々月、３ヶ月、４ヶ月、５ヶ月、６ヶ月から選択します。 □ 回収日  得意先への支払日を入力します。＊締日、回収日が、末日の場合 31 を入力します。 □ 仕入端数区分  切り上げ、四捨五入、切り捨てから選択します。 □ 消費税端数区分  切り上げ、四捨五入、切り捨てから選択します。 □ 消費税区分  外税、内税、非課税、免税から選択します。 □ 売上伝票フォーム  お使いの規格用紙番号を選択します。 □ 請求書フォーム  お使いの規格用紙番号を選択します。 □ 適用期間  得意先コードの適用開始日と終了日を選択します。適用期間外に他画面で使用しようとした際、「この得意先コードは使用停止中です」とメッセージが表示され、利用できません。 
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ２２２２----８８８８AAAA    マスタマスタマスタマスタ管理管理管理管理        納品先登録納品先登録納品先登録納品先登録                                                                                                  得意先ごとに納品先名のエントリーを行います。 

   マスタ管理 Menu にて納品先登録をクリックし、画面を開きます。  「得意先コード」を入力し「得意先名」を表示させた上で、「読込」ボタンをクリックします。 （既にエントリーされている納品先があれば一覧が表示されます。）  エントリー欄に納品先情報を入力し、「行登録」ボタンをクリックします。 ＊全ての操作は、「登録」ボタンでデータベースに保存を行ってから完了となります。  変更する場合 変更する行を選択し、エントリー欄に反映された内容を書換え、それぞれ「登録」ボタンをクリックします。 その後、新たな納品先登録を行う場合は、「クリア」ボタンでエントリー欄をクリアにし、文字入力して「登録」ボタンをクリックします。  削除する場合 削除する行を選択し、エントリー欄に反映された内容を確認し、「削除」ボタンをクリックします。  □ 得意先  4 桁（1～9999）までの半角英数字を入力します。 □ コード  4 桁（1～9999）までの半角英数字を入力します。 □ 納品先名  全角英数文字２０文字、半角英数字４０文字まで入力可能です。 □ 適用期間  納品先の適用開始日と終了日を選択します。適用期間外に他画面で使用しようとした際、「この納品先コードは使用停止中です」とメッセージが表示され、利用できません。  
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ２２２２----９９９９AAAA    マスタマスタマスタマスタ管理管理管理管理        担当担当担当担当者登録者登録者登録者登録                                                                                                  エントリー担当者名のエントリーを行います。 

   マスタ管理 Menu にて担当者登録をクリックし、画面を開きます。  「読込」ボタンをクリックし、既にエントリーされている担当者コード・担当者名（姓・名）の一覧を表示します。（エントリー欄の下側に、「読込済」と表示されます。）  エントリー欄に担当者情報を入力し、「行登録」ボタンをクリックします。 ＊全ての操作は、「登録」ボタンでデータベースに保存を行ってから完了となります。        変更する場合 変更する行を選択し、エントリー欄に反映された内容を書換え、「行登録」ボタンをクリックします。 その後、新たに担当者の登録を行う場合は、「新規行」ボタンでエントリー欄をクリアにし、文字入力し「行登録」ボタンをクリックします。  削除する場合 削除する行を選択し、エントリー欄に反映された内容を確認し、「行削除」ボタンをクリックします。 既に各帳票などで使用されている場合は、「○○データに登録済みです」のエラーメッセージが表示され削除はできませんので、ご注意ください。  ＊ 変更・削除をすると、エントリー欄右側の「読込済」が、「更新済」に変わります。  □ コード  4 桁（1～9999）までの半角英数字を入力します。 □ 担当者名（姓・名）  全角英数文字１０文字、半角英数字２０文字まで入力可能です。 □ 適用期間  担当者の適用開始日と終了日を選択します。適用期間外に他画面で使用しようとした際、「この担当者コードは使用停止中です」とメッセージが表示され、利用できません。  
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ２２２２----10A10A10A10A    マスタマスタマスタマスタ管理管理管理管理    環境設定環境設定環境設定環境設定                                                                                                   会社情報や PC 設定情報（ハンディターミナルのデータ送受信の接続設定画面）を確認できます。                                  マスタ管理 Menu にて環境設定をクリックし、画面を開きます。 「サーバーからデータを取得中」と表示されますので、しばらくお待ちください。   表示された内容は、導入前に当社にて入力した状態となっております。 会社情報などの変更・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 ＴＥＬ：077-525-6575  


