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■インターネット・イントラネットによるWeb奉行構成図
Web Server

クライアント

奉行シリーズ

専用線/ダイヤルアップ

LAN

Webクライアント

FireWall

奉行 Server
モバイルWebクライアント
■推奨スペック

IT革命は、
奉行シリーズ

Webサーバー
本体

OS

PentiumII以上
（PentiumII400MHz以上推奨）
メモリ 256MB以上
（512MB以上推奨）
で下記OSが稼動するコンピュータ

※下記OSによって環境が異なります

● Windows NT Server 4.0の場合
【Windows NT Server 4.0 又はWindows NT Server
Enterprise Edition4.0】
・ Option Pack・Service Pack 4以降が必要
・ Internet Information Server 4.0以降が必要
・ Internet Explorer 5.0以降(Service Pack 1以降)が必須。

● Windows 2000 Server の場合
【Windows 2000 Server 又は
Windows 2000 Advanced Server】
・ Internet Information Server 5.0以降が必要（標準装備）

■スタンドアロンをベースにしたWeb奉行構成図
奉行クライアント

HUB等

専用線/ダイヤルアップ

Webクライアント

FireWall

Webクライアント

モバイルWebクライアント

Webクライアント

■推奨スペック
Webサーバー
本体

OS

PentiumII以上
（PentiumII400MHz以上推奨）
メモリ 256MB以上
（512MB以上推奨）
で下記OSが稼動するコンピュータ

● Windows 98の場合
・ Internet Explorer5.0以降
(Service Pack 1以降)が必要
・ Personal Web Server4.0が必要

※下記OSによって環境が異なります

● Windows NT Workstation 4.0の場合
・ Option Pack・Service Pack 4以降が必要
・ Internet Explorer5.0以降
(ServicePack1以降)が必須。
・ Personal Web Server4.0が必要

● Windows 2000 Professionalの場合
・ Internet Information Server 5.0以降
が必要（標準装備）

＜インターネット・イントラネットによるWeb奉行とスタンドアロンをベースにしたWeb奉行の共通注意事項＞
※ 上記ＯＳのソフトウェアは本製品には同梱されていませんので別途ご用意下さい。尚、これらのソフトウェアがインストールされていない場合、本製品のセットアップが正常に行われませんのでご注意ください。
※ Windows NT 4.0上でOption Packを使用する場合、Windows NT 4.0 Service Pack 3がすでにインストールされている必要があります。
※ Option Packを使用する場合、Internet Explorer 4.01がすでにインストールされている必要があります。
※ 快適に御利用いただく為により高スペックのCPU、並びにより多くのメモリを搭載したコンピュータでの運用をお薦めします。
※ 必要メモリ容量、ハードディスク容量は、システム環境により異なる場合がありますのでご注意下さい。詳しくは、弊社までお問い合わせ下さい。
※ 記載された内容及び製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※ Web奉行の印刷環境はアクシスソフトウェア株式会社Biz/PrintServer Ver2.0の要素技術の一部を使用しています。

インターネットWebソリューション パートナー募集中
〈東 京〉〒163-0480
〈札 幌〉〒060-0003
〈仙 台〉〒980-0014
〈高 崎〉〒370-0841
〈大 宮〉〒331-0852
〈横 浜〉〒220-0004
〈静 岡〉〒420-0857
〈金 沢〉〒920-0031
〈名古屋〉〒460-0008
〈大 阪〉〒530-0001
〈神 戸〉〒650-0036
〈岡 山〉〒700-0907
〈広 島〉〒730-0032
〈福 岡〉〒812-0011
〈鹿児島〉〒892-0846

東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル43F私書箱245号
札幌市中央区北三条西3-1 北三条三井ビル8F
仙台市青葉区本町2-2-3 大正生命広業ビル7F
高崎市栄町16-11 高崎イーストタワー13F
大宮市桜木町4-82-1 安田火災埼玉ビル3F
横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル5F
静岡市御幸町11-10 第一生命静岡鉄道ビル5F
金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル4F
名古屋市中区栄2-12-12 白川第二ビル別館2F
大阪市北区梅田2-6-20 スノークリスタルビル9F
神戸市中央区播磨町49 神戸旧居留地平和ビル6F
岡山市下石井2-3-8 木下商工ビル3F
広島市中区立町2-27 大和広島ビル4F
福岡市博多区博多駅前1-4-4 安田生命博多ビル7F
鹿児島市加治屋町15-5 鹿児島SKビル3F

TEL.03（3342）1880（代）
TEL.011（221）8850（代）
TEL.022（215）7550（代）
TEL.027（327）8266（代）
TEL.048（657）3426（代）
TEL.045（322）0922（代）
TEL.054（254）5966（代）
TEL.076（265）5411（代）
TEL.052（204）3350（代）
TEL.06（6347）7736（代）
TEL.078（393）3399（代）
TEL.086（225）7891（代）
TEL.082（544）2430（代）
TEL.092（413）1271（代）
TEL.099（227）2210（代）

FAX.03（3342）1874
FAX.011（221）7310
FAX.022（215）7558
FAX.027（324）6596
FAX.048（645）2424
FAX.045（322）3648
FAX.054（254）5933
FAX.076（265）7068
FAX.052（204）3354
FAX.06（6347）7731
FAX.078（326）7655
FAX.086（225）7897
FAX.082（541）2431
FAX.092（413）1266
FAX.099（227）2236

※カタログに記載された内容および製品の仕様は改良のため、
予告なく変更することがあります。
※Microsoft、
Windowsは米国Microsoft Corporat ionの米国及び
その他の国における登録商標です。
※記載されている会社名、
製品名は各社の商標または登録商標です。
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支店・営業所
外出先

物流・工場部門

お客様との商談中、仕入業者との打ち合わせ中に「得意先の情報」や「在庫がいくら
あるのか」などをその場で参照できたら「ビジネスチャンスが生まれたかも」と思っ
たことはありませんか?
奉行シリーズ「インターネットWebソリューション」は、外部からインターネットに
接続できる環境があれば、気軽に伝票入力や帳票参照が可能。営業マンが日々活用
する業務情報、経営者が知りたい最新の経営情報など、さまざまな業務の効率化を
強力にサポートします。

仕入先

インターネットWebソリューションは
企業のIT化を強力にバックアップ！！
OBCは、お客様のIT武装をトータルサポートします。

顧

客

企業
【Sales Force Automation】

【Customer Relationship Management】

インターネットの情報通信技術を駆

詳細な顧客データベースを元に、商
品の売買から保守サービス、問い合
わせやクレームへの対応など、個々
の顧客とのすべてのやり取りを一貫
して管理することを実現します。顧
客のニーズにきめ細かく対応するこ
とで、顧客の利便性と満足度を高め、
顧客を常連客として囲い込んで収益
率の極大化を可能にします。

使して企業の営業部門を効率化する
情報システムの構築が可能です。営
業報告書から製品情報まで営業部門
に必要不可欠な情報をリアルタイム
に表示可能になります。

インターネット
イントラネット

EB
エレクトロニック
バンキング
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【Electronic Commerce】

【Supply Chain Management】

インターネットで電子的に決済情報を

取引先との間の受発注、資材の調達から

交換して行う商取引が簡単に構築でき

在庫管理、製品の配送までをインターネ

ます。ビジネスチャンスを模索してい

ットを使って総合的に管理することで余

る中小企業向けにWebサイトなどで

分な在庫などを削減し、コストを引き下

消費者にものを販売する電子商店が短

げることが可能になります。正確な原価

期間・低コストで実現できます。

削減に役立つシステムを構築できます。

■銀行
■証券
■保険

奉行シリーズ

消費者

本

社
2
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売上日報参照Webシステム

奉行インターネットWebソリューション

日々の売上が気になる経営者・各部門の責任者が日々確認したい経営管
理資料を参照することができます。

在庫参照
在庫確認Webシステム
外出先や遠隔地の拠点で本社の在庫情報を確認することが出来ます。在庫
金額を表示する参照システムと表示しない確認システムをご用意しました。

仕入・発注入力Webシステム

売上･受注･見積伝票入力Webシステム
遠隔地の拠点より、日々発生する見積・受注・売上の処理をブラウザ上
で入力できます。

仕入先への仕入伝票業務にかんする発注・仕入業務をブラウザ上で入力
できます。出荷管理や在庫調整等のために出荷伝票もご用意しました。

出荷一覧表Webシステム
本社と倉庫・工場間を結ぶシステムです。本社からの出荷指示分を倉庫・工
場から参照することが出来ます。工場側の作業時にあわせて商品別得意先
別、得意先別商品別の2種をご用意しました。

商品別得意先別
価格参照Webシステム
得意先別商品別
得意先への価格提示は、得意先別商品別単価表、ある商品の各得意先単
価の確認は商品別得意先別単価表を参照できます。

伝票認証機能
伝票入力担当者の起伝した各種伝票を承認者の確認の上、奉行データベースに書きこみ本社一括管理ができるようになりました。承認者はＷｅｂ管理画
面で管理者登録されている方で、その管理者が管轄しているグループで起伝している伝票のみをピックアップし、管理者が承認−送信することで、承認
済みデータができます。グループ内・拠点内1階層の正確な処理工程を実現！！

入力者

まず承認画面は日にち指定までの入力伝票を
一覧表で表現することで全体を把握

管理者
安価で持ち運びの便利な携帯電話を利用して、受注伝票の入力・得意先情報の参照や在庫情報を参照・入力することができます。携帯電話としての電話
機能やE-mail機能と合わせて営業マンの大幅な効率アップができます。

Web奉行 for J-スカイ

iちゃんの端末
岡山コンピューターサービス 株式会社

基本は承認。否決する場合はチェックをつ
けます。否決削除する場合もチェック。ま
た、認証済みと未認証を色分けして表現。

営業マンが出先から携帯端末（J-PHONE）を
利用して在庫状況の確認・受注データの登録が
可能になります。在庫状況・受注データは商奉
行2000新ERP・蔵奉行2000新ERPと連動
させることが出来ますので、
リアルタイムに在庫状況を参
照し、即受注データの登録が
できます。

本

パートナー

ソリューション

PDA（携帯端末）やモバイルパソコン等を必要
とせず、安価なiモード携帯電話を利用し、Eメ
ールや携帯電話としても活用できますので営業
マンとのコンタクトが大幅に改善します。

社
一覧表から詳細伝票を参照する場合は
「表示」ポタンをクリック

3

4
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仕

訳

伝

票

仕訳伝票［個別原価管理編］入力Webシステム
遠隔地の拠点からブラウザ上で仕訳伝票を入力するだけで、
本社にて一括
管理ができます。

出納帳入力Webシステム
経理の不慣れな方が貸方・借方を気にせずに入力できる出納帳形式の入力
画面です。
現金出納帳・預金出納帳の2タイプをご用意しました。

ECサイト構築に
必要なノウハウを凝縮、
専門知識なしで自社独自の
サイト構築が簡単にできます！ ●店舗版･････480,000円

＊ホスティングサービスもご用意いたしております。
(平成12年11月開始予定)

簡単に、しかも本格的なインターネットショップが構築できる「ＥＣ奉行」が
インターネットビジネスの扉を開きます。
ＢtoCはもちろん、BtoBの効率化まで、
総合的な全てのビジネスを、
「ＥＣ奉行」で実現いたします。

元

帳

試
算
表
キャッシュ・フロー計算書

参照Webシステム

会計業務の参照帳票をブラウザ上で参照することができます。日々の元帳と
P/L・B/Sの試算表および、
現金の流れを示すキャッシュ・フロー計算書です。

出面入力Webシステム
工事現場において各作業員の出勤時間、残業時間の勤怠管理をブラウザ上
で入力することができます。1人の管理者が複数現場を担当していれば、現
場を切り替えるだけで即入力。

[インターネットショップ機能]
機能分類

総合振込データWeb作成システム
エレクトロニック
バンキング

商品検索

おすすめ商品

請求書・領収書を参照しながら、データを入力していただくと、振込みデー
タを全銀協フォーマットで作成し、OFFICE BANK2000と連動。同時に
振替伝票を作成し勘定奉行と連動します。

新着情報
表示価格
会員登録
バーゲン対応
会員情報更新
配達希望日指定
決済方法確認
注文処理
受注確認メール

■ SANLINE Xtra …………三和銀行

購入履歴確認

■ パソコンバンク・ナビ・ジュニア…住友銀行・さくら銀行
■ DKB 2000 ………………第一勧業銀行

代金決済

■ 大和パソコンサービス……大和銀行
■ 東海パソコンサービス……東海銀行
■ せるふバンク………………東京三菱銀行
(50音順)
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送付先指定
送付先履歴
送付先の確認・変更
販売規定
在庫確認

[ショップ管理機能]
内 容

機能分類

商品名のキーワード一部一致検索
商品区分カテゴリー内の検索
価格範囲設定による商品検索
登録した商品の中でおすすめの商品をトップページに表示
法人会員ごとにトップページの商品販売プロモーションの表示
新しい商品情報やお知らせをトップページに表示
会員ログインによる会員価格の表示
サイト上での会員登録
指定期間内の値引き価格の登録
顧客側からの会員情報の変更、更新
配達希望日時を指定可能
TOPページにて利用できる決済情報の確認が可能
アイコンクリック型ショッピングカート

会員制度設定

数量オーダー処理、再計算機能、明細削除機能
受注確認メールをお客様に自動配信
顧客側からの購入履歴一覧照会
出荷状況確認
郵便振替・銀行振込・代金引換・現金書留・コンビニ決
済・FAX送付・請求書(法人登録のみ)
クレジット決済* BuySmartWeb (サイバーキャッシュ)
コンビニ決済* セブンイレブン・ローソン・ファミリー
マート等 10社 （ウエルネット)
送付先複数指定が可能
過去送付先情報履歴
顧客側からの送付先の確認・変更・編集
訪問販売法8条に基づく公示表示
商品ごとに入荷待ち・売り切れ表示等の設定

内 容
完全会員制・購入のみ会員制・会員制なしから選択

配送料設定

無料・一律・商品ごと・購入金額別・地域別の中から選択
可能。地域別設定は、全国14ブロックそれぞれに設定可能。

決済方法設定

郵便振替・銀行振込・現金書留・代金引換・クレジット決
済・コンビニ決済・FAXフォーム・請求書の中から選択。

商品表示情報設定
リンク設定

商品カテゴリ

商品リストに表示される期間、件数/ページ
ナビゲーター部分にリンクを登録
同じショップを複数管理の際、管理者アカウントを複数登録
管理者毎にショップマネージャーの各メニュー毎の権限設定
カテゴリ層は無制限設定が可能

商品登録

画像データを個別・一括にてアップロード可能。一括の場
合はzip形式

ショップ管理者設定

法人別商品別価格を設定
会員管理
受注確認管理
在庫管理
ダウンロード機能

個人会員・法人会員の2パターンの登録が可能。法人会員
登録はショップ管理機能側のみ登録可能
受注一覧、受注明細検索
在庫管理対象商品は現在在庫数・危険在庫数の管理が可能
限定商品に関して在庫数を管理
商品マスタ、会員マスタ、受注データのＣＳＶ・TSV形式
でのファイル出力

広告管理
デザイン管理

バナー広告の広告主、広告画像の設定、管理
背景から文字色、ボタンデザインなどショップデザインの選択

テンプレート

ショップテンプレートの利用によりショップの基本レイア
ウトの設定

＊クレジット決済およびコンビニ決済につきましては別途ご契約が必要になります。
＊必要環境につきましては弊社事業所までご相談願います。
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パートナー

ソリューション

勤怠入力Webシステム
会社への出勤・退社をブラウザ上で打刻することができます。タイムレ
コーダー感覚で入力し、自分のPCでの確認、管理者は訂正後、本社へ一
括で転送できます

アイキューブ原価管理（Webオプション）

給与・賞与入力Webシステム

ナレッジビルダーfor商・蔵奉行
株式会社富士通大分ソフトウェアラボラトリ

株式会社 アイキューブ

給与・賞与の入力を各拠点の担当者で入力し、所得税等の計算もその場
でできますので、確認も即座にできます。

建設会社の現場監督が
現場での作業員の管理を
日報形式で入力できる
Webシステムです。会社
と同じ使いやすさを出先
で実現。

商奉行・蔵奉行で出力される管理資料をブラウザの画面に表現し経営戦
略立案を強力にサポートします。

OFFICE.Com
株式会社ベータ・ネット

支給控除項目
勤
怠一覧表参照Webシステム

給与・賞与明細参照Webシステム
各社員が、当月までの給与・賞与の参照をすることができます。PCで参照
できれば明細書の印刷コスト集計表も押さえられます。

グラフィカルなインターフ
ェースで、勤怠データの
入力 、 承認 、 集計
を行えます。さらに、履歴
機能・権限機能が、データ
の信頼性を向上させます。

本社での給与処理終了後、各拠点の担当者が集計表としてブラウザ上で
参照することができます。

WaveSquare
サプライチェーン
マネジメント

MyOFFICE

奉行をご利用の企業間または本社と店舗など
で、電子化した伝票を自動変換し、送受信を
おこなうシステムです。

for勘定奉行
富士通 株式会社

人事/総務関連伝票の申
請、承認をWebブラウザ
から行えるワークフロー
システムです。経理業務
の理想的な一貫処理シス
テムを構築します。

e-Akinai
株式会社レイズコンサルティング

ワークフロー
Sales Force
Automation

eAkinaiは、営業プロセス（スケジュール、
日報、アクセス、商談状況）を対顧客接触履
歴として処理し、分析を可能にする統合型
SFA営業支援システムです。

注文窓口
サプライチェーン
マネジメント

岡山コンピューターサービス 株式会社

お客様注文箱Webシステム

お客様からの電話問い合
わせを受けると画面上で
状況を参照し、取引履歴
から選択するだけで売上
入力が可能。対応履歴も
充実。

商奉行・蔵奉行をお持ちのお客様で、得意先様との受注管理をインターネット上で
おこなうことができるシステムです。お客様からの注文はFAXや電話ではなく、イン
ターネットでおこなうことができます。

Computer
Telephony
Integration
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