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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ５５５５----１１１１AAAA    共通共通共通共通    バーコードバーコードバーコードバーコード印刷印刷印刷印刷                                                        

    商品ごとにバーコードを印刷します。 下記 Menu で使えます。 在庫管理：「入庫入力」「出庫入力」「棚卸入力」「移動入力」 販売管理：「仕入入力」  入庫入力での印刷例）  伝票入力した後に、「登録」し伝票を保存します。 「伝票検索」をクリックし再度、伝票を呼出します。（図①） 

 「バーコード」ボタンをクリックすると、「枚数指定」ダイアログボックス（図②）左が開きます。 「枚数指定」ダイアログボックスでは、枚数の項目は、伝票入力時の「数量」が入力されています。必要な枚数へ修正できます。  枚数が確認後「ＯＫ」をクリックすると、次に「バーコード印刷」ダイアログボックス（図②右）が開きます。 バーコード印刷」ダイアログボックスでは、印刷用紙のラベル印刷開始の位置を「行」と「列」で指定できます。 「印刷ページ数」では、印刷されるラベルシートの枚数が表示されています。   「印刷」前に、「プレビュー」で印刷の様子を確認する事もできます。 印字項目は、商品名、販売単価、商品コード、バーコードです。  バーコードラベルのサンプル  
 ③ 

② 

① 
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ５５５５----１１１１BBBB    共通共通共通共通    ハンディハンディハンディハンディ取込取込取込取込                                                         ハンデイターミナルから情報を受信します。 下記 Menu で使えます。  在庫管理：「入庫入力」「出庫入力」「棚卸入力」  販売管理：「売上入力」「仕入入力」  入庫入力での印刷例）  「入庫入力」開き、「ハンディ取込」ボタンをクリックします。（図①）  

 「ハンディ端末データ取り込み」ダイアログボックス（図②）左が開きます。  取込方法に合わせて選択します。 クレードルから：ハンディターミナルから直接データ受信します。 ファイルから：Spacky で手動取り込みしたデータから取り込みます。 バックアップから：ハンディターミナルから取り込み、一定期間保存されているファイルから取り込みます。  「入庫入力」画面に反映されます。（図③） 

 

① 

③ 

② 
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ５５５５----２２２２AAAA    共通共通共通共通    マスタマスタマスタマスタ検索検索検索検索                                                         マスタ情報を検索します。   「検索」ボタンをクリック、もしくは検索項目を指定してスペースバーを押下すると、検索画面を表示します。  検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックすると、検索結果を表示します。  対象情報を指定し、「OK」ボタンをクリックすると、情報を元の画面に表示します。  各画面の詳細説明は、下記のとおりです。  
商品検索商品検索商品検索商品検索                                                                                                                                         商品情報の検索を行います。          □ 検索文字列  商品名の一部分を入力します。全角・半角、及び大文字・小文字は区別されます。 □ 商品分類  左から準に大分類・中分類・小分類を指定します。   
店舗検索店舗検索店舗検索店舗検索                                                                                                                                         店舗情報の検索、または在庫場所の検索を行います。         
仕入先検索仕入先検索仕入先検索仕入先検索                                                                                                                                     仕入先情報の検索を行います。        □ 検索文字列  商品名の一部分を入力します。全角・半角、及び大文字・小文字は区別されます。 



WebGoodJob マニュアル Ver1.1                                               page062 
 

Copyright  Auto-ID Frontier Inc. 

    

得意先検索得意先検索得意先検索得意先検索                                                                                                                                         得意先情報の検索を行います。 
  □ 検索文字列  商品名の一部分を入力します。全角・半角、及び大文字・小文字は区別されます。   

納品先検索納品先検索納品先検索納品先検索                                                                                                                                     納品先情報の検索を行います。 
   

担当者検索担当者検索担当者検索担当者検索                                                                                                                                 担当者情報の検索を行います。 
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ５５５５----２２２２BBBB    共通共通共通共通    伝票検索伝票検索伝票検索伝票検索                                                         各種伝票の検索を行います。   「伝票検索」・「予定検索」ボタンをクリック、もしくは伝票番号欄を指定してスペースバーを押下すると、検索画面を表示します。  検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックすると、検索結果を表示します。  対象情報を指定し、「OK」ボタンをクリックすると、情報を元の画面に表示します。  各画面の詳細は、下記のとおりです。  
入庫伝票検索入庫伝票検索入庫伝票検索入庫伝票検索                                                                                                                     入庫伝票の検索を行います。 下記のいずれかの条件を指定すること。            
  
出庫指示伝票検索出庫指示伝票検索出庫指示伝票検索出庫指示伝票検索                                                                                                             出庫指示伝票の検索を行います。 下記のいずれかの条件を指定すること。         

□ 入力日  入力日を入力します。右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 入庫日  入庫日を入力します。右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 担当者  担当者コードを入力します。 □ 店舗  店舗を選択します。右の▼から選択します。 
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出庫伝票検索出庫伝票検索出庫伝票検索出庫伝票検索                                                                                                                         出庫伝票の検索を行います。 下記のいずれかの条件を指定すること。           
  
棚卸伝票検索棚卸伝票検索棚卸伝票検索棚卸伝票検索                                                                                                                                                 棚卸伝票の検索を行います。 以下のいずれかの条件を指定すること。        

□ 入力日  入力日を入力します。右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 出庫予定日  出庫予定日を入力します。右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 担当者  担当者コードを入力します。 □ 店舗  店舗を選択します。右の▼から選択します。 

□ 入力日  入力日を入力します。右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 出庫日  出庫日を入力します。右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 担当者  担当者コードを入力します。 □ 店舗  店舗を選択します。右の▼から選択します。 
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 □ 入力日  入力日を入力します。右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 出庫日  出庫日を入力します。右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 担当者  担当者コードを入力します。   
移動伝票検索移動伝票検索移動伝票検索移動伝票検索                                                                                                                             移動伝票の検索を行います。 下記のいずれかの条件を指定すること。 

 □ 入力日  入力日を入力します。右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 移動日  移動日を入力します。右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 担当者  担当者コードを入力します。 □ 店舗  店舗を選択します。右の▼から選択します。   
受注伝票検索受注伝票検索受注伝票検索受注伝票検索                                                                                                                             受注伝票の検索を行います。 下記のいずれかの条件を指定すること。 

 □ 入力日  入力日を入力します。右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 受注日  受注日を入力します。右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 担当者  担当者コードを入力します。 □ 得意先  得意先コードを入力します。  
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売上伝票検索売上伝票検索売上伝票検索売上伝票検索                                                                                                                 売上伝票の検索を行います。 下記のいずれかの条件を指定すること。 

 □ 入力日  入力日を入力します。右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 売上日  売上日を入力します。右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 担当者  担当者コードを入力します。 □ 得意先  得意先コードを入力します。 □ 店舗  店舗を入力します。右の▼から選択します。   
入金伝票検索入金伝票検索入金伝票検索入金伝票検索                                                                                                                     入金伝票の検索を行います。 下記のいずれかの条件を指定すること。 

 □ 入力日  入力日を入力します。右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 入金日  入金日を入力します。右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 担当者  担当者コードを入力します。 □ 得意先  得意先コードを入力します。     
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仕入伝票検索仕入伝票検索仕入伝票検索仕入伝票検索                                                                                                                         仕入伝票の検索を行います。 以下のいずれかの条件を指定すること。 
 □ 入力日  入力日を入力します。右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 仕入日  仕入日を入力します。右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 担当者  担当者コードを入力します。 □ 仕入先  仕入先コードを入力します。 □ 店舗  店舗を選択する。右の▼から選択します。   

支払伝票検索支払伝票検索支払伝票検索支払伝票検索                                                                                                                 支払伝票の検索を行います。 下記のいずれかの条件を指定すること。 
   □ 入力日  入力日を入力します。右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 支払日  支払日を入力します。右の▼から、カレンダーが開くので、選択します。 □ 担当者  担当者コードを入力します。 □ 仕入先  仕入先コードを入力します。   
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ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ６６６６----１１１１ＡＡＡＡ        困困困困ったときはったときはったときはったときは                                                                                                                                  ＡＳＰソリューション「ＷｅｂＧｏｏｄＪｏｂ」の動作に対するご質問は、下記までお問合せください。       Ａｕｔｏ－ＩＤフロンティア株式会社 システムサポート担当 まで  
    おおおお問合問合問合問合せせせせ電話番号電話番号電話番号電話番号    ：：：：    ０７７０７７０７７０７７－－－－５２５５２５５２５５２５－－－－６５７５６５７５６５７５６５７５        までまでまでまで           システムのトラブル等、緊急を要する時は   平日   ９：００～１８：００  上記のシステムサポート担当まで   夜間・土・日・祝日   いつでも  下記の携帯電話までご連絡ください。  
    おおおお問合問合問合問合せせせせ携帯番号携帯番号携帯番号携帯番号    ：：：：    ０９００９００９００９０－－－－１４４０１４４０１４４０１４４０－－－－２５０５２５０５２５０５２５０５        までまでまでまで         


