
会場のご案内

株式会社ミロク情報サービス
BP・SI 推進支社 セミナールーム

 7月 2日（木） 13:00 ～ 17:00
 7月 3日（金） 10:00 ～ 17:00

高松商工会議所
2 階　201 会議室

  8 月 27日（木） 13:00 ～ 17:00
  8 月 28日（金） 10:00 ～ 17:00

香川 高松商工会議所
〒760-8515 香川県高松市番町2-2-2

東京 新宿センタービル
〒163-0648 東京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル 48F　/　TEL：03-5326-0392

発送元 ・

お問い合わせ

株式会社 東計電算 展示会事務局
〒211-8550 神奈川県川崎市中原区市ノ坪 150  
TEL：044-738-0153　FAX：044-738-0009
URL：https://www.toukei.co.jp/　　E-mail：yama2804@toukei.co.jp

大阪 清和梅田ビル
〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル14F　/　TEL：06-6311-3690 

株式会社ミロク情報サービス
大阪支社 セミナールーム

 7月    9日（木） 13:00 ～ 17:00
 7月 10日（金） 10:00 ～ 17:00

JR線・小田急線・京王線・
東京メトロ丸ノ内線
「新宿」駅西口より  徒歩約 5分
都営大江戸線
「都庁前」駅より  徒歩約 2分

JR線
「大阪」駅より  徒歩約 5分
地下鉄谷町線
「東梅田」駅より  徒歩約 1分

JR線
「高松」駅より  徒歩約 10分、 タクシー約 3分
高松琴平電気鉄道琴平線
「片原町」駅より  徒歩約 15分
    

東証一部上場  業種別システム50年の経験

● 多店舗マネージメント
● 店舗業務平準化/ 
　現場業務集中
● 自動発注

● シフト半自動作成
● 働き方改革　
● セルフPOS
● モバイルオーダー

● 原価計算
● ロット別管理
● 賞味期限管理
● トレーサビリティ

● 販売管理
● 顧客別販促
● 単品原価
● 取引先EDI

● DC/TCⅠ、TCⅡ型対応
● 物流情報管理(LMS)

● BtoB / BtoC対応 ● 賞味期限/ロット管理 ● 不定貫対応

● ECサイト
● モール連携

● 定期管理
● 送り状発行

● 受注管理
● 出荷管理

● コールセンター
● 勤怠

● 原価管理
● 移動平均

● 単重計算
● ミルシート

● 自動発注
● 加工管理

● JIS丸め
● 配車管理

流通業流通業 飲食・小売・食品卸売・製造・日雑卸売・日配弁当

通販業通販業 通販・倉庫・運送/運輸・医療(勤怠)

金属加工業金属加工業 鋼材業・金属加工業・アルミニウム/ステンレス

物流業物流業 医療機器/医薬品・食品・日用品・アパレル/雑貨・保税倉庫

水

 東京
7/2●3●金木

香川
8/27●28●木 金

大阪
7/9●10●木 金

クラウドシステム展示会のご案内

流通業･物流業･通販業･金属加工業
ITソリューションフェア2020

業種に特化したシステムをご紹介。お客様の課題解決をクラウドサービスでお手伝いします！



流通

 　卸売業400社、製造業50社、飲食・小売業200社/8,000店舗

　・食品系：飲食業、食品小売業、食品スーパー、
 　　　　　卸売業（食材、水産、青果、食肉、飲料）、
 　　　　　加工食品製造、日配食品製造、菓子製造
　・物販系：小売業（日用雑貨、ドラッグストア、専門店等）、
 　　　　　卸売業（日用雑貨、物販、その他卸売全般）

Skymartは、飲食･小売業､卸売業､製造業の業務を一元   管理できるクラウド型基幹システムです

 導入実績

 適用業種

　・ステップ導入対応： サブシステム単位に導入でき、段階的な構築が可能
　・マルチデバイス対応 ： パソコン、タブレット、スマートフォン
　・マルチブラウザ対応 ： Internet Explorer､Google Chrome､Safari

 特　徴



Skymart-Sales（販売管理）
◆人材不足を解消する豊富な機能
　EDI/EOS 連携、csv 取込、発注情報作成等これからの業務の在り方に柔軟に対応。

◆多種多様な業種、業態に対応
　不定貫、ロット ( 賞味期限 )、荷姿、発注点、リベート等業種によって異なる必要な機能を
　標準装備し、集計など自由な管理機能によりあらゆる業態に対応。

◆トレーサビリティ対応 ( 賞味期限管理可能 )
　ロット管理にてどの商品をどこへ出荷又どこから入荷をしたか簡単に把握可能。

Skymart-Factory（製造管理）
◆受注から製造指示、製造実績登録まで日々の製造管理が可能
　販売管理と製造管理の一元化により受注状況、在庫状況、 製造実績など
　製販に跨る情報共有が可能。

◆半製品、原材料の入出庫受払・在庫情報をロット別に管理
　原材料入庫～製造～完成品入庫までロット単位に紐づけて管理する事が可能。

◆製造原価の把握
　日々の製造実績から製造原価（原材料原価 +概算労務費 +概算経費）の速報値計算、
　予定原価（マスタ原価）との差異分析に対応。

Skymart-Retail（店舗管理）
◆予算・売上・発注・在庫・顧客・ポイント・販促・レシピ原価・損益管理・ FC管理
◆各メーカー POS、iPad 系 POS、券売機と豊富な連携実績
◆多店舗向けチェーンマネージメント機能（エリア別/業態別メニュー及び、仕入先登録）
◆1 商品複数仕入先、商品別店舗別売価設定
◆自動発注機能（基準在庫、発注点方式、POS 出数からのレシピ展開型）
◆選べる在庫評価額計算（移動平均法、売価還元法）
◆オプションの通販システム「EｰASPRO」と連携可能

Skymart-Labor（勤怠管理）
◆豊富なシフト作成支援機能
　・シフト作成の半自動化、スマートフォンによるシフト申請
　・ヘルプ時の複数店舗シフト作成状況一括表示

◆企業毎に異なる就業規則に対応
　・残業､時間まるめ、遅･早ルール､自動休憩など､パラメータ設定で
　　カスタマイズ工数を大幅に削減

◆有給管理機能（有給残・付与設定､未消化状況確認）
◆店舗管理（Retail）と連携することで人時売上を自動集計

Skymart-EDI（取引先受発注管理）
◆受注系 EDI
　・マルチデバイス対応 ( パソコン、タブレット、スマートフォン）
　・豊富な注文入力 ( 販売実績、カタログ、おすすめ、注文履歴 )
　・メール通知機能

◆発注系 EDI
　・流通 BMS 対応 , 出力ファイルマッピング機能 ( 項目 , 並び順 , 拡張子 )
　・発注 , 出荷案内 , 受領 , 支払通知データ交換まで対応
　・メール通知機能

◆日配弁当業向け販売管理
　配送コース毎に注文入力、配送表、入金入力まで対応

◆インターネット予約注文機能 ( オプション )
　基幹システムと連動したWEB 注文機能で電話・FAX 等の受注業務を軽減します 

◆CTI 連携機能 ( オプション )
　CTI 連携で業務中の入力業務の効率化を目指します。

◆加工先管理と在庫低減
　加工先の支給母材、残材、半製品、完成品を捉え、無駄な材料仕入・外注加工を
　削除し在庫低減を実現します。

◆ミルシート管理
　ミルシートの保管から発行を自動化し、人的作業の削減及び、
　得意先に対してミルシート発行サービスを提供します。

◆発注手法の標準化
　発注管理の標準化をテーマに基準情報と過去実績より受注予測を立案し
　発注情報として連携します。

発注先
倉庫 置場 商品コード

品種 材質 商品中分類 商品分類

選択材質 商品名称 長さ 補充本 平均数 月数 回率 必要量 在庫数 在庫重量 未入荷数 結束数 倉庫 置場 商品中分類 商品分類 品種 商品コード
☑ SS400 [ 6×65×125 11,000 120 194 4 3.38 898 378 2,832 277 1 本社倉 倉庫1 Ｃ形・軽溝 Ｃ形鋼 Ｃ形 10000010
☑ SS400 [ 6.5×75×150 12,000 58 177 4 3.67 590 205 4,495 205 1 本社倉 倉庫1 Ｃ形・軽溝 Ｃ形鋼 Ｃ形 10000011
□ SS400 L 5×30 5,500 -45 36 4 5.26 -533 11 131 176 5 本社倉 倉庫1 山形鋼 不等辺 不Ｌ 10000012
□ SS400 L 5×40 5,500 120 194 4 3.38 898 378 2,832.00 277 10 本社倉 倉庫1 山形鋼 不等辺 不Ｌ 10000013
□ SS400 L 3×30 5,500 58 177 4 3.67 590 205 4,495 205 1 本社倉 倉庫1 山形鋼 不等辺 不Ｌ 10000014
□ SS400 L 3×30 8,000 -45 36 4 5.26 -533 11 131 176 10 本社倉 倉庫1 山形鋼 不等辺 不Ｌ 10000015
□ SS400 L 3×30 8,000 120 194 4 3.38 898 378 2,832.00 277 1 本社倉 倉庫1 山形鋼 不等辺 不Ｌ 10000016
□ SS400 L 3×30 8,000 58 177 4 3.67 590 205 4,495 205 1 本社倉 倉庫1 山形鋼 不等辺 不Ｌ 10000017
□ SS400 L 3×30 5,500 -45 36 4 5.26 -533 11 131 176 5 本社倉 倉庫1 山形鋼 不等辺 不Ｌ 10000018
□ SS400 L 3×30 5,500 58 177 4 3.67 590 205 4,495 205 1 本社倉 倉庫1 山形鋼 不等辺 不Ｌ 10000019
□ SS400 L 3×30 5,500 -45 36 4 5.26 -533 11 131 176 1 本社倉 倉庫1 山形鋼 不等辺 不Ｌ 10000020
□
□
□
□
□
□

補充発注照会

発注入力

検索 クリア

ログアウト

結束数設定 基準月数設定

日配弁当業向け販売管理システム日配弁当業向け販売管理システム

鋼.NET

LunchTime

金属材料系販売管理システム

飲食・小売業・卸売業・製造業向け基幹システム



物流向けソリューション『AWMS』

東計電算の物流ソリューション
東計電算は物流ソリューションベンダーとして、物流現場が抱えている様々な“課題”に対してITの側面から
課題解決に向けてアプローチします。
全国200のセンター導入実績から、3PL事業者様のみならず小売や量販・専門店等あらゆる業種・業態における、
固有のニーズに対してシステムの企画・ご提案を行なっております。
さらに、システムの企画から設計・構築、運用までワンストップソリューションでのご提供を行なっております。

分析型WMSパッケージ 『 AWMS 』
『 AWMS 』は、倉庫管理機能と物流統合管理機能の２つの機能で構成されたクラウド型の
物流向けソリューションシステムです。
クラウド型なのでインターネット環境があればすぐに利用できます。

商材・業種別ソリューション機能

商材別ソリューション
医療機器・医薬品向け： 貸出・返却、製造、GS1対応、在庫区分管理、トレース管理
食品・生鮮向け： 温度帯、不定貫、日付管理、トレース管理
日用品・雑貨向け： ロット管理、日付管理の有無

業種別ソリューション
メーカー様向け：パレット管理、入荷即出荷、トータルピック、仕掛品管理、製品検査
小売・量販店様向け：DC／TC、部門別納品、複数荷姿、返品
卸様向け：入出荷のロット割れ制御、欠品コントロール、企業別対応(流通BMS、納品書)
3PL事業者様向け：複数センター、複数荷主、ルート別出荷作業
EC事業者様向け：マルチピック、送り状発行、返品

お客様に合った最適なソリューションの組み合わせが可能

業種特化型の物流システムをクラウドソリューションとしてご提供物流物流
倉庫管理システム（WMS）

物流統合管理機能（LMS）

様々な業種や商材に対応したWMSとなっており、お客様の運用に合わせた最適な組み合わせで
「業務効率改善」・「品質の向上」・「コストの削減」をご提供いたします。

　業務の効率化
物流現場での作業をシステム化することにより、ミスの削減、作業の簡易化・平準化を実現し、
業務の効率化が行えます。

　品質の向上
常に最新の入出荷予定や在庫状況、作業進捗をリアルタイムに把握することにより、
物流現場の生きた情報を有効活用できるようになり、
より精度の高い倉庫管理が行えます。

　充実した標準機能
「データマッピング機能」で柔軟なデータ連携が可能。
「業務フローマスタ」では各機能にパラメータを設け、
お客様自身で機能の詳細設定を変更できます。

マルチデバイス対応

DC( 自社 )
WMS

DC( 預託 )
WMS

TC-Ⅰ
WMS

TC-Ⅱ
WMS

追加センター
他社WMS

TMS
( 輸配送管理システム)

統合在庫管理

マスタ管理

上位 EDI

基幹システム

下位 EDI

収支管理

ベンダー公開

分析・KPI統合 DB

基幹DB 各取引先

LMS

AWMS

WMS

請求管理

各拠点の物流情報を一元管理することにより物流全体の情報を効率的に管理します。
また、WMSやTMSなど各種システムが持つ情報を一括管理することで、ロジスティクス全体の状況を即座に認識可能になります。

　情報の見える化
複数センターの在庫数や入出荷数、作業状況などあらゆる情報をセンター別、荷主別で閲覧できるようになり、
物流情報の統合管理が行えます。

　プッシュ型システム
蓄積された情報に予め閾値を設けることで、利用者様に自動通知を行います。
管理者のチェック作業の軽減をサポートいたします。

　情報公開
インターネットから請求情報、受発注データなど様々な情報を取引先へ提供します。
メールやFAXの連絡が不要となり、作業の効率化が図れます。

倉庫管理機能
WMS

● 入庫業務  ● 出庫業務  ● 在庫管理
● 補充業務  ● 棚卸業務

物流統合管理機能
LM S

● 統合在庫管理  ● 入出荷情報  ● 請求管理
● 収入管理 　　 ● 分析・KPI 
● ベンダー公開    ● 上位・下位 EDI 機能



通販通販 ーその他ー通販 食品業界向けに業種特化した販売管理システムと
WEB-EDIサービス通販通販 通販業者様、新たに通販事業を立ち上げる企業様へ

受注～在庫～出荷までトータルにご提供可能なクラウド型通販ソリューション

クラウド型出荷システム『Biz-Logi WEB』

Biz-LogiWEBは、産地直送、通販、ギフト、代行出荷、
通常発送業務など出荷管理機能が充実しているので
様々なニーズをサポートします。

・出荷指示入力
・出荷指示アップロード
・アップロードデータ削除
・出荷指示調整
・出荷指示確定
・出荷データ検索

出荷管理出荷管理
・未印刷送り状一覧
・印刷済一覧（印刷単位）
・印刷済一覧（明細単位）
・出荷実績確定
・荷物受渡書印刷

出力管理
・届先情報からの検索
・配達状況からの検索

発送照会
・商品マスタ　　　　　・出荷CSVレイアウトマスタ
・届先マスタ　　　　　・商品CSVレイアウトマスタ
・依頼主マスタ　　　　・届先CSVレイアウトマスタ
・出荷場マスタ　　　　・出荷CSV値変換マスタ
・出荷指示調整マスタ　・明細CSVレイアウトマスタ
・初期値マスタ　　　　・実績CSVレイアウトマスタ
・ユーザーマスタ            ・印刷設定マスタ
・パスワード管理　　　
　　　　　　　　　

マスタ管理

クラウド型フルフィルメント通販システム『E-ASPRO』

E-ASPROは、通販サイトの運営・管理に必要な機能をすべて
備えたフルフィルメント通販システムです。従来のビジネスや新
規ビジネス、また既存システムとの柔軟な連携を実現します。

イーアスプロ

勤怠管理勤怠管理 医療・福祉・介護事業専用システム

充実のシフト作成機能で、毎日のシフトも楽々完成 !

シフト作成・管理＞勤怠管理・集計＞給与計算

一連の流れをシームレスに︕

従業員 事業所 社労士
・

委託会社

申請

承認

給与計算依頼

明細書発行

アウトソーシング

クラウド型勤怠給与計算一体型『OLude』

OLude クラウド勤怠給与計算の一体型！！給与計算業務の時間を
大幅カット！医療・福祉施設向け勤怠管理・給与計算統合
システムです。

勤怠管理・明細発行のクラウド化
これからは紙からタブレットへ入力、クラウドで勤怠管理、

明細もクラウド。従業員と事業所の間でも勤怠情報の共有も

オンライン。打刻は、IC カード・QRコードに対応。
顔認証も近日追加予定。

簡単操作・導入即稼働・安心のサポート体制

病医院・福祉に特化した各種専用入力画面

1．入力機器はタブレットで　2. 一日複数回勤務へ対応

3. 変形労働時間制にも対応

E-ASPRO（受注機能）

出荷管理 発送照会 出力管理 送り状印刷

E-ASPRO（出荷機能）

購
入
者

購入窓口

ECサイト（E-ASPRO）

自社 ECサイト

メール・電話・FAX

はがき・カタログ

モール（Yahoo!・楽天市場・Amazon）

定期・頒布会

決済連携

標準機能

受注管理 出荷管理 在庫管理

ECサイト管理 商品管理 入荷管理

返品管理 発送照会

顧客管理CSV管理

発注管理

マスタ管理

オプション機能

定期（頒布会） コールセンター管理

売上管理 売掛・入金管理

ポイント管理 キャンペーン管理

カスタマイズ対応オプション追加パッケージ導入
大小を問わず全ての要望を
実現・システム化します

様々なオプション機能を
ご用意しております

ミニマムスタートに最適です

■ 東計ERPソリューションの提案 / オムニチャネル
店舗ギフト、アナログ受注業務との一元管理を実現します。

店舗販売管理システム『Skymart』、倉庫管理システム
『AWMS』、会計システム『オーダー会計』との連携に
より、ERPソリューションの導入も可能です。

■ 既存販売管理システムや店舗システムとの連携
卸売事業や小売事業を展開されている企業様が、新たに通販
事業へ進出する際に、既存システムとの商品マスタ連携や顧客
マスタ、在庫データの連携も可能です。

豊富な導入実績から、最適なシステム連携をご提案させて
頂きます。

■ BtoB (Business to Business)

■ CRM (Customer Relationship Management)
1人1人それぞれのお客様に応じたきめ細かい対応が可能
となり、顧客満足度を向上させるスキームを構築します。

各企業向けECと受注業務を一括提供します。

■ 業務効率化 / コールセンター業務のアウトソース
各社オリジナル業務プロセスを反映することが可能です。
業務基準での効率化と自社のこだわりを保った業務構築が
可能です。

弊社所有のコールセンター部門の利用でシステムの一元化、
さらに季節変動による受注業務、顧客対応業務のアウトソース
も可能です。

処理実績ベースでの費用提案も可能です。



外食店舗向けシステム

セルフ会計POSシステム
新商品

• 繁忙時間帯のお客様の会計待ち時間を短縮したい。
• 従業員の会計業務負担を軽減し、工数を有効活用したい。
• 従業員が現金に触れる機会を減らし衛生面を確保したい。

店舗会計シーンの以下のお悩みを解決します︕

LAN

POS

Free WiFi

TWINPOS9000

LAN

システム構成イメージ  - レストランなどの後会計業態でのシステム構成例導入効果

従業員による、“通常会計 ”から、“フルセルフ会計 ”、
“ セミセルフ（対面）会計 ”、“ 前会計 ” など様々な
シーンで、スタッフの会計業務負担を軽減︕

現金に触れない会計業務を実現し、店舗のQSCの
向上に貢献します︕　　　　　　　　　　

導入後

飲食店向けオーダーソリューション

お客様満足度向上を目指すモバイルオーダー

店舗運営の省人化

来店客のスマホで完結

参考
出展

注文 会計 呼出

来店客リピート率向上

来店客の分析で
効果的な販促

イートイン・
テイクアウトに対応 多言語対応

入退管理「SecureFrontia X」＋ 顔認証システム連携

ICカード顔認証

セキュリティ強化

ＩＣカード＋顔認証の２要素認証

利便性の向上

顔認証だけのハンズフリー入場

多くのシステムで利用可能なICカードと、本人認証度
が高く利便性に優れた顔認証システムとの連携に
より、汎用性の高い入退管理システムを提案します。

東計電算
基幹業務システム

業務ソリューション共同提案のご案内

東計電算ではMJS社と業務ソリューションの共同提案を行っております。
業務システム・財務システムのお悩み・ご用命はぜひ東計電算にお問い合わせください！！

経営管理システムに
連携の力を！！

最新の法制度への
対応

安心の
サポート体制

広島会場のみ出展株式会社ミロク情報サービス (MJS)



044-738-0009参加 FAX 申込書参加 FAX 申込書 FAX

来場予定時間
（　　　　時）頃

【    東京会場    】
□ 7月    9 日 (木 )  13 時～17時　　 □ 7月 10日 (金 )  10時～17時
□ 7月    2 日 (木 )  13 時～17時　　 □ 7月   3 日 (金 )  10時～17時

□ 8月 27日 (木 )  13 時～17時　      □ 8 月 28日 (金 )  10時～17時
【    大阪会場    】
【      香川会場      】 

開催日時★ ※□の欄にはチェックを、 (　) 欄にはご記入をお願い致します

貴社名

ご住所

E-mail

TEL FAX

お名前 ご来場人数

お問い合わせ 〒211-8550 神奈川県川崎市中原区市ノ坪 150
株式会社 東計電算 展示会事務局

TEL ： 044-738-0153　FAX ： 044-738-0009

URL
E-mail

https://www.toukei.co.jp/
yama2804@toukei.co.jp

株式会社東計電算ではお客様の個人情報保護に最大限の注意を払っております。
個人情報保護に関する方針として関連する法令ならびに弊社個人情報保護方針に基づき、個人情報保護の取扱いを致します。
○ご記入頂いた個人情報は本セミナーに関するご連絡、及び今後開催する予定の展示会やセミナーの案内を目的として使用致します。
○ご記入頂いた個人情報は弊社のみが取扱い、その他第三者には一切提供致しません。
○お客様ご自身の個人情報に関する問合わせや、訂正、追加または削除については、お客様ご本人から連絡頂いた後、すみやかに対応させて頂きます。
○当社へ個人情報をご提供頂くかどうかは、お客様の任意です。個人情報をご提供頂けない場合は、当セミナーに出席できない場合とセミナーに関する
　情報を取得できない場合があります。
○個人情報に関する問合せ部署名及び連絡先
　㈱東計電算　管理者：流通システム営業部　部長　繁田
　　　　　　　連絡先：流通システム営業部　山内　（月曜日から金曜日までの 9:00 ～ 18:00　TEL：044-738-0153）

※ 下記個人情報取扱について同意しますか？　　　　　　□ 同意する　　　□ 同意しない

ご登録頂いた住所や E-mail アドレスなどに、ご連絡のほか各種ご案内（刊行物、展示会、セミナー等）やアンケート、
広告主等の製品やサービスのご案内をさせて頂く場合がございます。ご案内が必要でない場合は・希望しないにチェックを
入れて下さい。チェックが無い場合はご承諾したものとしご案内させて頂く場合がございます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  □ 希望しない
【ご案内】

流通業･物流業･通販業･金属加工業 ITソリューションフェア2020流通業･物流業･通販業･金属加工業 ITソリューションフェア2020

★展示内容 ( Solutionメニュー ) ※興味のある商品 / 企業名の□の欄に、 チェックをお願い致します

 
□ ㈱ミロク情報サービス

□ NECプラットフォームズ㈱  

＜ 東計電算 ＞ ＜ 出展企業 ＞  
□ 店舗 (POS･基幹 )
□ 外食
□ 卸売･製造
□ 日配弁当

 
□ 金属材料系販売管理
□ 物流
□ 通販
□ 勤怠管理

※広島会場のみ出展/その他会場の場合は資料のみのご提供となります

コロナウイルス感染症の影響により、出展内容が変更となる場合がございます。
開催中止の場合は、弊社ホームページでお知らせいたします　東計電算HP　https://www.toukei.co.jp/　


