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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ３３３３----１１１１ＡＡＡＡ    在庫管理在庫管理在庫管理在庫管理                                                                                                                             在庫管理では、入庫から出庫までの流れ、店舗や棚、どの場所にどの商品がいくつあるのかをリアルタイムに 管理する事が出来ます。  その他各種ボタンの動作説明は、次項の一覧表をご参照ください。  
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       □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。 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。 伝票検索 伝票を検索します。 各種伝票検索ダイアログボックスが開きますので、条件を選択し検索します。 予定検索 「出庫」→「出庫入力」の画面で、出庫指示伝票を参照したい時に検索します。 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。 画面照会 それぞれの条件に照会されたデータを表示します。 プレビュー 印刷前に、各種伝票や一覧表の印刷レイアウトを表示します。 印 刷 パソコンと接続されたプリンターへ各種伝票や一覧表を印刷します。 バーコード 「登録」された商品コードをバーコードにして数量の枚数をラベル印刷します。 ハンディ取込 ハンディ内やパソコンにバックアップされたデータを取込みます。 ＥＸＣＥＬ 「棚卸」→「在庫一覧表」の画面で、選択されて条件の一覧表を、任意の場所へエクセルのフェイル形式でエクスポートします。 例）在庫一覧表_200705.XLS 更 新 理論在庫数を実棚卸数に変更したデータと置き換えます。 一度更新をかけたデータは元には戻りませんので、ご注意ください。 新規行 エントリー中の情報をクリアにしたい時に使います。 行登録・行削除 エントリー内容を下の一覧へ行登録します。また、既に行登録された中から選択し行削除します。 全選択・全解除 バーコードラベルや帳票を印刷時に、登録されている全ての行を選択できます。また、解除できます。右端の□中のチェックで確認できます。     
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ３３３３----２２２２AAAA    在庫管理在庫管理在庫管理在庫管理        入庫入庫入庫入庫    入庫入力入庫入力入庫入力入庫入力                                                                                              入庫伝票のエントリーを行います。 

   在庫管理 Menu にて、Menu 入庫→Submenu 入庫入力をクリックし、画面を開きます。  入庫伝票情報を入力し、「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。   （※）検索方法は、ＳＴＥＰ５-２Ａを参照してください。  □ 伝票番号  伝票内容をエントリーし、「登録」した後に自動で付番されます。 □ 担当者  「マスタ管理」の「担当者登録」でエントリーされた担当者コードより選択します。（※） □ 入庫日  
デフォルトは、入力日です。日付を変更する場合は、右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 店舗  「マスタ管理」の「店舗登録」でエントリーされた店舗コードより選択します。（※） □ 備考  全角英数文字４０文字、半角英数字８０文字まで入力可能です。 □ コード  
「マスタ管理」の「商品登録」でエントリーされた商品コードより商品名を選択します。（※） □ 数量  数量を入力し、右の▼から単位を選択します。 □ 入区  入庫・返品のどちらかを選択します。       
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ３３３３----２２２２BBBB    在庫管理在庫管理在庫管理在庫管理        入庫入庫入庫入庫    入庫日報入庫日報入庫日報入庫日報                                                                                              指定した入庫日ごとに入荷伝票の一覧表示と印刷を行います。 

    在庫管理 Menu にて、Menu 入庫→Submenu 入庫日報をクリックし、画面を開きます。  「入庫日」を選択した後に、「画面表示」をクリックします。  上下２段に分かれた一覧表の上段の伝票を選択すると、それぞれ詳細が下段に表示されます。       □ 入庫日  
デフォルトは、入力日です。日付を変更する場合は、右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。         
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ３３３３----３３３３AAAA    在庫管理在庫管理在庫管理在庫管理        出庫出庫出庫出庫    出庫指示入力出庫指示入力出庫指示入力出庫指示入力                                                                                  出庫指示伝票のエントリーを行います。 

   在庫管理 Menu にて、Menu 出庫→Submenu 出庫指示入力をクリックし、画面を開きます。  出庫指示伝票情報を入力し、「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。   （※）検索方法は、ＳＴＥＰ５-２Ａを参照してください。          バーコードラベルの印刷方法は、STEP５－１A を参照してください。  □ 伝票番号  伝票内容をエントリーし、「登録」した後に自動で付番されます。 □ 担当者  「マスタ管理」の「担当者登録」でエントリーされた担当者コードより選択します。（※） □ 出庫予定日  
デフォルトは、入力日です。日付を変更する場合は、右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 店舗  「マスタ管理」の「店舗登録」でエントリーされた店舗コードより選択します。（※） □ 備考  全角英数文字４０文字、半角英数字８０文字まで入力可能です。 □ コード  
「マスタ管理」の「商品登録」でエントリーされた商品コードより商品名を選択します。（※） □ 数量  数量を入力し、右の▼から単位を選択します。     
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ３３３３----３３３３BBBB    在庫管理在庫管理在庫管理在庫管理        出庫出庫出庫出庫    出庫指示日報出庫指示日報出庫指示日報出庫指示日報                                                                                              指定した出庫日ごとに出庫指示伝票の一覧表示と印刷を行います。 

    在庫管理 Menu にて、Menu 出庫→Submenu 出庫支持日報をクリックし、画面を開きます。  「出荷予定日」を選択した後に、「画面照会」をクリックします。  上下２段に分かれた一覧表の、上段の伝票を選択すると、それぞれ詳細が下段に表示されます。        □ 出庫予定日  
デフォルトは、入力日です。日付を変更する場合は、右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。   
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ３３３３----３３３３CCCC    在庫管理在庫管理在庫管理在庫管理        出庫出庫出庫出庫    ピッキングリストピッキングリストピッキングリストピッキングリスト                                                                                             指定した出庫予定日ごとに、ピッキングリストの印刷を行います。 

    在庫管理 Menu にて、Menu 出庫→Submenuピッキングリストをクリックし、画面を開きます。  「出荷予定日」を選択した後に、「画面照会」をクリックします。  上下２段に分かれた一覧表の上段の伝票を選択すると、それぞれ詳細が下段に表示されます。  □ 出庫予定日  
デフォルトは、入力日です。日付を変更する場合は、右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。   



WebGoodJob マニュアル Ver1.1                                               page025 
 

Copyright  Auto-ID Frontier Inc. 

    

ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ３３３３----３３３３DDDD    在庫管理在庫管理在庫管理在庫管理        出庫出庫出庫出庫    出庫入力出庫入力出庫入力出庫入力                                                                                              「出庫入力」の画面より、出庫伝票のエントリーを行います。 

   在庫管理 Menu にて、Menu 出庫→Submenu 出庫入力をクリックし、画面を開きます。  出庫伝票情報を入力し、「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。   （※）検索方法は、ＳＴＥＰ５-２Ａを参照してください。     バーコードラベルの印刷方法は、STEP５－１A を参照してください。  □ 予定伝番  出庫指示入力でエントリーした伝票を呼出します。 □ 伝票番号  伝票内容をエントリーし、「登録」した後に自動で付番されます。 □ 出庫日  
デフォルトは、入力日です。日付を変更する場合は、右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 担当者  「マスタ管理」の「担当者登録」でエントリーされた担当者コードより選択します。（※） □ 店舗  「マスタ管理」の「店舗登録」でエントリーされた店舗コードより選択します。（※） □ 備考  全角英数文字４０文字、半角英数字８０文字まで入力可能です。 □ コード  
「マスタ管理」の「商品登録」でエントリーされた商品コードより商品名を選択します。（※） □ 数量  数量を入力し、右の▼から単位を選択します。 □ 出区  出庫・返品・代替・修理・廃棄のいずれかを選択します。               
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ３３３３----３３３３EEEE    在庫管理在庫管理在庫管理在庫管理        出庫出庫出庫出庫    出庫日報出庫日報出庫日報出庫日報                                                                                              指定した出庫日ごとに出庫伝票の一覧表示と印刷を行います。 

    在庫管理 Menu にて、Menu 出庫→Submenu 出庫日報をクリックし、画面を開きます。  「出庫日」を選択した後に、「画面照会」をクリックします。  上下２段に分かれた一覧表の上段の伝票を選択すると、それぞれ詳細が下段に表示されます。  □ 出庫日  
デフォルトは、入力日です。日付を変更する場合は、右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ３３３３----３３３３FFFF    在庫管理在庫管理在庫管理在庫管理        出庫出庫出庫出庫    差異一覧表差異一覧表差異一覧表差異一覧表                                                                                              指定した出庫予定日ごとに予定数と出庫数の差異一覧表示と印刷を行います。 

    在庫管理 Menu にて、Menu 出庫→Submenu差異一覧表をクリックし、画面を開きます。  「出庫予定日」「検索対象」を選択した後に、「画面照会」ボタンをクリックします。 その他に、「倉庫」を指定することもできます。       □ 出庫予定日  
デフォルトは、入力日です。日付を変更する場合は、右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 検索対象 

 

以下の３つから選択します。 「予定と異なるすべての出庫」：出庫指示入力でエントリーした出庫予定伝票を基に、出庫入力された数量との差異と予定にない出庫すべてを表示します。 「数量が異なる出庫のみ」：出庫指示入力でエントリーした出庫数を基に、出庫入力された出庫数量との差異を表示します。 「予定にない出庫のみ」：出庫指示入力のエントリー無しに、出庫入力でエントリーされた出庫数量を表示します。 □ 倉庫  「マスタ管理」の「店舗登録」でエントリーされた店舗コードより選択します。   
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ３３３３----３３３３GGGG    在庫管理在庫管理在庫管理在庫管理        出庫出庫出庫出庫    未出庫一覧表未出庫一覧表未出庫一覧表未出庫一覧表                                                                                          指定した出庫予定日ごとの未出庫一覧表示と印刷を行います。 

    在庫管理 Menu にて、Menu 出庫→Submenu未出庫一覧表をクリックし、画面を開きます。  「出庫予定日」を選択した後に、「画面照会」ボタンをクリックします。 その他に、「倉庫」を指定することもできます。        □ 出庫予定日  
デフォルトは、入力日です。日付を変更する場合は、右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 倉庫  「マスタ管理」の「店舗登録」でエントリーされた店舗コードより選択します。  
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ３３３３----４４４４AAAA    在庫管理在庫管理在庫管理在庫管理        棚卸棚卸棚卸棚卸    棚卸入力棚卸入力棚卸入力棚卸入力                                                                                  棚卸伝票のエントリーを行います。 

    在庫管理 Menu にて、Menu 棚卸→Submenu 棚卸入力をクリックし、画面を開きます。  棚卸伝票情報を入力し、「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。   （※）検索方法は、STEP５－２A を参照してください。  □ 伝票番号  伝票内容をエントリーし、「登録」した後に自動で付番されます。 □ 棚卸日  
デフォルトは、入力日です。日付を変更する場合は、右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 棚卸月度  デフォルトは、入力月です。月を変更する場合は、右の▼▲から選択します。 □ 担当者  「マスタ管理」の「担当者登録」でエントリーされた担当者コードより選択されます。（※） □ 備考  全角英数文字４０文字、半角英数字８０文字まで入力可能です。 □ コード  
「マスタ管理」の「商品登録」でエントリーされた商品コードより商品名を選択します。（※） □ 数量  数量を入力し、右の▼から単位を選択します。 □ 在庫場所  
「マスタ管理」の「店舗登録」でエントリーされた店舗コードより店舗名を選択します。（※）    
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ３３３３----４４４４BBBB    在庫管理在庫管理在庫管理在庫管理        棚卸棚卸棚卸棚卸    棚卸日報棚卸日報棚卸日報棚卸日報                                                                                  指定した棚卸日ごとに棚卸伝票の一覧表示と印刷を行います。 

    在庫管理 Menu にて、Menu 棚卸→Submenu 棚卸日報をクリックし、画面を開きます。  「棚卸日」を選択した後に、「画面表示」をクリックします。  上下２段に分かれた一覧表の上段の伝票を選択すると、それぞれ詳細が下段に表示されます。      □ 棚卸日  
デフォルトは、入力月です。日付を変更する場合は、右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。  
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ３３３３----４４４４CCCC    在庫管理在庫管理在庫管理在庫管理        棚卸棚卸棚卸棚卸    棚卸更新棚卸更新棚卸更新棚卸更新                                                                                  指定した月度と店舗ごとに、商品の理論在庫数を一覧表示と印刷を行います。 

   在庫管理 Menu にて、Menu 棚卸→Submenu 棚卸更新をクリックし、画面を開きます、  「月度」を選択した後に、「画面照会」ボタンをクリックします。  商品名と理論在庫数が表示されますので、実際に棚卸された数を「棚卸数」の欄に入力して、「行登録」ボタンをクリックしてください。  「更新」ボタンをクリックすると、データベースサーバーの情報が更新保存されます。  □ 月度  デフォルトは、入力月です。月度を変更する場合は、右の▼▲にて選択します。 □ 棚卸数  実際の棚卸数を入力します。   
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ３３３３----４４４４DDDD    在庫管理在庫管理在庫管理在庫管理        棚卸棚卸棚卸棚卸    在庫一覧表在庫一覧表在庫一覧表在庫一覧表                                                                                      指定した在庫年月と店舗ごとに、商品の在庫数を一覧表示と印刷を行います。      また、EXCEL ファイルでのエクスポートが可能です。 

    在庫管理 Menu にて、Menu 棚卸→Submenu 在庫一覧表をクリックし、画面を開きます。  「在庫年月」を選択した後に、「画面照会」ボタンをクリックします。 その他に、「店舗」を指定することもできます。  □ 在庫年月  デフォルトは、入力月です。月度を変更する場合は、右の▼▲にて選択します。 □ 店舗  「マスタ管理」の「店舗登録」でエントリーされた店舗コードより選択します。 
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ３３３３----５５５５AAAA    在庫管理在庫管理在庫管理在庫管理        そのそのそのその他他他他    移動入力移動入力移動入力移動入力                                                                                              移動伝票のエントリーを行います。                     在庫管理 Menu にて、Menu その他→Submenu移動入力をクリックし、画面を開きます。  移動情報を入力し、「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。   （※）検索方法は、ＳＴＥＰ５-２Ａを参照してください。     バーコードラベルの印刷方法は、STEP５－１A を参照してください。  □ 伝票番号  伝票内容をエントリーし、「登録」した後に自動で付番されます。 □ 移動日  
デフォルトは、入力日です。日付を変更する場合は、右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 担当者  「マスタ管理」の「担当者登録」でエントリーされた担当者コードより選択します。（※） □ 店舗  「マスタ管理」の「店舗登録」でエントリーされた店舗コードより選択します。（※） □ 備考  全角英数文字４０文字、半角英数字８０文字まで入力可能です。 □ コード  
「マスタ管理」の「商品登録」でエントリーされた商品コードより商品名を選択します。（※） □ 数量  数量を入力し、右の▼から単位を選択します。 □ 移動元  移動先と同時に設定します。 □ 移動先  検索ボタンから、移動元と移動先の店舗を選択します。          
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ３３３３----５５５５BBBB    在庫管理在庫管理在庫管理在庫管理        そのそのそのその他他他他    移動日報移動日報移動日報移動日報                                                                                              指定した移動日ごとに移動伝票の一覧表示と印刷を行います。 

   在庫管理 Menu にて、Menu その他→Submenu移動日報をクリックし、画面を開きます。  「移動日」を選択した後に、「画面照会」ボタンをクリックします。  上下２段に分かれた一覧表の上段の伝票を選択すると、それぞれ詳細が下段に表示されます。        □ 移動日  
デフォルトは、入力日です。日付を変更する場合は、右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。   


