
謹んで新年のお慶びを申し上げます。旧年中はご高配に預かり、誠にありがとうございました。

さて、最近ではコロナ禍も大分落ちついてまいりましたが、新種が発生するなど未だ予断を許さない状況が続いており、

パートナーの皆様におかれましても大変なご苦労をされておられる事と案じております。

コロナ禍をきっかけとして昨年当社では、お客様へのデモや打ち合わせ、導入指導、またパートナー様との会議や

勉強会などを全てオンラインで行えた事により、遠方の企業様と手軽にコミュニケーションをとれる有用性を強く感じました。

本年も製品の品質・機能性、サービス向上は勿論のこと、オンラインの方式を活用してお客様やパートナー様へ迅速な対応を

行ってまいりたいと考えておりますので、今後とも何卒変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

令和４年元旦 株式会社プラネックス 代表取締役 澤田

【発行責任者】株式会社プラネックス 佐藤
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〝食品メーカー様と豪商旗艦パートナー様を紡ぎ

希望をもたらすかわら版〟
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謹賀新年 今年もお客様やパートナー様のご満足を徹底的に追及してまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

１．豪商旗艦パートナー様向け営業＆技術支援状況（2021年12月現在に進めている案件）

2．「第５回 全国豪商旗艦パートナー・オンライン会議２０２１」 結果報告

■２０２２年３月までにリリースする予定の機能

■２０２２年４月以降にリリースする予定の機能

１．HT出荷対応

1)受注残一覧へのバーコード出力

2)HT側でのバーコード読込による受注消込及び、売上伝票作成

２．在庫ロケーション対応

棚－列－段管理

３．製造計画入力の拡張

1)外部データからの取込

2)受注伝票、売上伝票の取込

3)親からの自動階層展開(親=>仕掛品:多階層対応)

【前提】

1.在庫管理有品目を対象にする。

2.棚(X)、列(Y)、段(Z)のロケーションを管理する。

【目的】 品目毎、ロット毎の管理(何が何処にあるかを把握)

【実現方式】

1.倉庫コードの拡張(見た目は3桁で変わらない)

現3桁を12桁に拡張し、3桁で区切って入力、表示、検索等を実現する。

12桁(〇〇〇□□□×××◎◎◎)に拡張する。

〇〇〇=現在の倉庫コード / □□□=棚(X) / ×××=列(Y) /◎◎◎=段(Z)

■技術（カスタマイズ）支援状況

この度は「第５回 豪商旗艦パートナー・オンライン会議2021」にご参加頂きまして、誠に有難う御座いました。

今回は創研情報㈱ 様による貴重なクラウド環境での提供事例のご紹介や、特別参加のヤマトシステム開発㈱様

による製品や食品業などへの導入事例のご紹介、またご参加のパートナー様からも盛んにご質問などを戴き、

大変有意義な会議となりましたこと、心より感謝申し上げます。

これからも皆さまとの情報共有の場を設けられるような企画を続けてまいりますので、今後とも何卒よろしく

お願い申し上げます。 （プラネックス 澤田）

「第５回豪商旗艦パートナー・オンライン会議2021」 は１２月１０日(金)開催、全国の豪商旗艦パートナー８社（その他

１社）・１４名の方にご参加頂きました。 議題は次の通りです。

■議題１ クラウド環境での豪商導入ポイント ご説明・・・・・・＜紹介者＞創研情報㈱ 様

■議題２ ヤマトシステム開発㈱様による製品ご紹介・・・・・・・＜紹介者＞ヤマトシステム開発㈱ 様

■議題３ 【豪商】豪商V10リリース予定のご案内・・・・・・・・・＜紹介者＞㈱プラネックス

■議題４ 【豪商】ノウハウDB化計画のご紹介・・・・・・・・・・・・＜紹介者＞㈱プラネックス

以上についてのご説明と貴重なご意見及びご質問を頂きました。

第５回 全国豪商旗艦パートナー・オンライン会議２０２１を開催いたしました！！

【第5回 パートナー・オンライン会議 満足度評価】

【第5回 パートナー・オンライン会議アンケート・コメント一覧】

■営業支援状況

3．【豪商V10】 新機能リリース予定情報

No. パートナー名 顧客業種 エリア 実施日 手段 支援区分 概要

11/04

コンサル会社からRFPの提示あり、ほぼシステム

未導入に近い。要望機能等が多く、実現方法

と費用対効果を検討する必要がある。

11/10

カスタマイズを最小限に抑え、豪商側にあわ

せた運用を提案中。補助金での導入が条件。

2 創研情報(株) 調味料製造販売 東京都 11/24 オンライン デモ

アラジンの旧バージョンを使用中。バージョン

アップすると新規購入と変わらない費用。

安価で違うパッケージ検討中。

3 (株)フェアウィンド 惣菜製造販売 静岡県 11/29 オンライン デモ

OBC奉行を使用中。UI及び操作性を重視

されている。現行バージョンでは厳しいので、

V11を視野に入れて継続フォロー。

4 創研情報(株) 種苗製造販売 千葉県 12/06 オンライン 打ち合わせ

コンサル会社からのRFPあり。

導入実績のない業種。この業種のパッケージが

存在しないとのことで、近い業種（食品製造）

のパッケージをコアにカスタマイズで提案予定。

5 (株)アルスノヴァ 洋菓子製造販売 兵庫県 12/07 オンライン デモ

以前パッケージを使用していたが、オリジナルに

変更して2年ぐらい使用中。業務に合わない

部分が多い。ECサイトからの取込が多いが、

現行システムでは取り込みできず手入力。

打ち合わせ1 創研情報(株) 洋菓子製造販売 東京都 オンライン

No. パートナー名 顧客業種 エリア 支援区分 概要

1 NECソリューションイノベータ(株) 洋菓子製造販売 東京都 カスタマイズ

 【本稼働中】

 　追加分　設計、製造、Web打ち合わせ対応

 【主要機能】

 　１．所要量一覧の改造

 　２．棚卸データ出力・取込

2 (株)日情秋田システムズ パン・菓子製造 青森県 カスタマイズ

 【平行稼働中】

 　最終分　設計、製造、Web打合せ対応

 【主要機能】

 　１．売上伝票入力単価設定

 　２．請求データ出力

3 (株)日情秋田システムズ 米穀類加工販売 秋田県 カスタマイズ

 【平行稼働直前】

 　設計、製造、Web打ち合わせ対応

 【主要機能】

 　１．出荷データ作成/自動メール送信

 　２．自動仕訳(TKC)/独自仕様

4 (株)日情秋田システムズ 調味料製造販売 青森県 カスタマイズ

 【本稼働中】

 　追加分　設計、製造、Web打ち合わせ対応

 【主要機能】

 　１．定期購入対応(売上伝票自動作成)

 　２．売上伝票振替(台帳自動作成)

5 (株)テクニカルパートナー 家具販売・修理 長野県 カスタマイズ

 【平行稼働直前】

 　最終分　設計、製造対応

 【主要機能】

 　１．仕入元帳(独自形式)

 　２．伝票入力画面表示項目対応



　

６．【豪商Ｖ１１】 リリース・スケジュール（予定）

【 リリース・スケジュール（予定）】

※弊社にて優先順（主に機能の需要度）を付けて開発・リリースしていきます。

※スケジュール表には帳票系は含まれておりません。帳票開発には、パートナー様側でも新たな ツールが必要に

なる関係で画面系の最終リリース（2023年4月）のタイミングにまとめてご提供いたします。（マニュアルも同様）

弊社が携わった多くのカスタマイズ実績から、様々な事例をご紹介していきます。

実績のあるカスタマイズは、新規と比べ低コスト・早期に導入可能ですので、同様のご希望がある企業様がおりましたらお気軽にご相談ください。

【対象ユーザ情報】

●業種： 水産加工販売

●年商： 約8億

●エリア： 近畿地区

●導入規模： C/S型 6ユーザ版

【お客様 ご要件】

在庫管理における管理基準に、倉庫、ロット、さらにはロケーションの

情報が必要。

・一倉庫当たり3要素(X/Y/Z)までとし、任意指定可能とする。

・平置き(倉庫前でロケーションに属さない在庫)指定を可能とする。

・ロケーション毎に最大積載量と現在積載量の把握を可能とする。

・ロケーション毎に品目の確認を可能とする。

【 バージョン別の今後予定】

※V11の都度リリースはパートナー様に事前に慣れていただく事やご意見・ご要望を出していただきシステムに反映

する事を主たる目的としております。豪商V11の完成（2023年4月予定）までは、豪商V10の導入を推奨いたします。

※豪商V8は2023年中にサポートを終了する予定です。

また豪商V10に関しましても、V11リリース後は新規販売の終了を考えております。（サポートは継続致します。）

【豪商バージョン別 今後のスケジュール（予定）】

4．【豪商V10】 カスタマイズ事例のご紹介

1）保管倉庫情報： ロケーション管理の有無、管理方式、最大積載重量の定義。

2） ロケーションステータス台帳： ステータスの情報として定義。

4）在庫予約

・単独で在庫予約(引当)が可能

・ロケーションイメージ画面から呼出しが可能

3） ロケーションイメージ画面

・3次元情報を指定色で表現可能

・特定ロケーション指定により、在庫情報が参照可能

・各種在庫関連伝票(売上伝票等)からの呼出しが可能

【実装内容】

謹んで新年のお慶びを申し上げます。世界中が一喜一憂した２年越しのコロナ禍がオミクロン株に置き変わり、まだまだ予断の許されない状況で新年を迎えました。

豪商旗艦パートナー様やお客様とはオンライン形式での情報交換が定着して仕事への支障はあまり感じられませんが、本来の膝を交えたコミュニケーションにより苦労を共に

して何とか現状を打開しようという情熱や感動がどこかに置き忘れてきたような気がしてなりません。

最強のワクチンが開発されて、本当にコロナの終息宣言が出されることを切に願いつつ全国の食品メーカーにお役に立てる最強のシステム開発に打ち込んでまいります。

昨今、東日本大震災の復興道路として三陸自動車道が全面開通しました。美しい三陸海岸を眺めながらゆっくりと走りたいものです。今年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

右写真はトラ年（寅年）とは関係ありませんが、のんびり気持ち良さそうなので載せました。 今年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 （プラネックス 佐藤）

＜編集だより＞

５．【豪商Ｖ１１】 開発中 画面イメージ

【マスタ 登録処理・メンテナンス性の向上（例：品目台帳）】

豪商V11は品質や操作性・機能性を向上させる事を目的とした大型バージョンアップです。こちらでは開発中の画面イメージをご紹介します。

1）豪商V11では、左側に固定で検索メニューが用意されてある為、別画面を呼び出さずとも即座に検索する事や

連続して修正する事が可能となり、メンテナンス操作が効率的になりました。

※現行Ver.にもあった別画面（品目コードをダブルクリック）での検索も可能です。別画面では、検索項目が

豊富になったと共に複数の検索条件の追加（削除）が可能になり自由度が向上しています。

2）台帳削除が「使用不可」チェックボックスのON・OFFで簡単に切り替える事が可能になり自由度が向上しました。

3）必須項目の欄は赤、現在カーソルがある箇所は黄色になるなど、視覚的に分かり易くなりました。

4）桁数の拡張。（例：品目名：60バイト、取引先名１・２：各６０バイト、住所：４０バイト・・など ）

※上記では主に品目台帳を例として説明していますが、他の台帳（取引先台帳など）も同様のイメージになります。

【伝票 登録処理・メンテナンス性の向上（例：売上伝票）】

1）豪商V11では、左側に検索メニュー（表示・非表示切替可能）が用意されてある為、別画面を呼び出さずとも

即座に検索する事や連続して修正する事が可能となり、メンテナンス操作が効率的になりました。

※現行Ver.にもあった別画面（伝票番号をダブルクリック）での検索も可能です。別画面では、検索項目が

豊富になったと共に複数の検索条件の追加（削除）が可能になり自由度が向上しています。

２）直送伝票の登録で作成された仕入伝票や、現金取引で登録して作成された入金伝票など、参照先の伝票が

あれば、伝票番号をクリックするだけで対象伝票にジャンプできるようになりました。

３）カテゴリごとに項目を整理、また入力順も優先度の高い項目順に画面調整しました。

※その他、現行Ver.で使われていない項目の排除や省略可など、全体的に整理しています。

※豪商の使用者ごとに、カーソル制御（使わない項目は飛ばす）の設定が可能になりました。

４）豪商V11では別画面（倉庫情報）が無くなり、表の画面で倉庫やロットが指定可能になりました。

※上記では主に売上伝票を例として説明していますが、他の伝票（仕入伝票など）も同様のイメージになります。

【製造マスタ 登録処理・メンテナンス性の向上（例：製品管理台帳）】

1）左側に検索メニューを表示。

2）製品情報と構成情報（レシピ）を一画面で表現。（現行Ver.では構成情報は別画面）

1）左側に検索メニューを表示。

2）製品や原材料の情報を、明細部に直接入力可能。（現行Ver.は表示場所と入力場所が分かれていた。）

【製造伝票 登録処理・メンテナンス性の向上（例：製造日報入力）】


