
　　　　この表はホテル購買システムのパック別、メニュー・処理ボタン・帳票一覧です。

　　　　パックの組合せで商品モデルが構成されます。

●

●

●

Ａパック(購買部門)

システム タブ 処理名 メニュー 処理ボタン ◆帳票◆

2141　見積依頼設定 登録 　

自働送信 　

印刷 ◆見積依頼書◆

E-MAIL結果 　

処理実行 　

印刷 ◆取引先別見積一覧表◆

CSVﾌｧｲﾙへ書込 　

CSVﾌｧｲﾙから読込 　

2156　見積取引先確定 登録 　

見積比較設定 　

処理実行 ◆商品別見積比較表◆

ﾊﾟﾀｰﾝ別見積設定  

ﾊﾟﾀｰﾝ別見積書込

承認データ取込 　

取引先確定 ◆承認書◆

新規 　

訂正 　

2241　手書購入依頼印刷 　 ◆手書購入依頼◆

2011　発注依頼ﾁｪｯｸﾘｽﾄ 　 ◆発注依頼チェック表◆

発注確定一覧 ◆発注確定一覧表◆

取引先指定 ◆発注伝票［受領書］･納品書◆

注文No指定 ◆発注伝票［受領書］･納品書◆

送信実行 ◆発注確定一覧表PDF◆　

印刷実行 ◆発注伝票［受領書］･納品書◆　

E-MAIL結果 　

2031　取引先別納品受入予定一覧表 ◆取引先別納品予定受入一覧表◆

2061　部門別納品受入予定一覧表 ◆部門別納品受入予定一覧表◆

ＭＲＤＢ

 発注
システム

2081　発注自動送信

＊（ＦＡＸ、Ｅ-ｍａｉｌ、ＦＩＭ）

1 見積
処理

2171　見積依頼自動送信

2151　見積ﾏｽﾀ保守　　　　　　　　 

2161　商品別見積比較表

2142　ﾊﾟﾀｰﾝ別見積ﾏｽﾀ作成

2121　Web購入依頼確定

2001　発注依頼入力

4 発注
処理

発注
処理

見積
処理

ホテル購買システム
２０１３．０３．１１　　　

プロフェッショナルモデル　Ａパック(購買部門)＋Ｂパック(現場部門)＋Ｃパック(購買部門)＋Ｄパック(現場部門)＋Ｅパック(現場部門)

スタンダードモデル　Ａパック(購買部門)＋Ｂパック(現場部門)＋Ｃパック(購買部門)

ベーシックモデル　Ａパック(購買部門)

1 システムメニュー　一覧表



システム タブ 処理名 メニュー 処理ボタン ◆帳票◆

注文No入力

照会 　

1006 FIM納品ﾃﾞｰﾀ取込 　  　＊ 処理実行

1081　Web全伝票ﾃﾞｰﾀ取込    ＊　 　 　

1071　未納入ﾘｽﾄ 　 ◆未納入リスト◆

新規 　

訂正 　

チェックリスト　 ◆納品伝票チェックリスト（部門別）◆

新規 　

訂正 　

チェックリスト ◆振替伝票チェックリスト◆

新規 　

訂正

チェックリスト　 ◆出庫伝票チェックリスト◆

入力

チェックリスト ◆売上データチェックリスト◆

1031　日次更新前ﾁｪｯｸﾘｽﾄ 　 ◆日次更新前チェックリスト◆

処理実行 　

エラーチェックリスト 　

日計表 ◆日計表◆・◆日計表（科目集計）◆

飲食比率 ◆部門別経費　飲食比率管理表（日計表）◆

売上原価一覧表 ◆売上原価一覧表◆

◆部門別受入一覧表（全て）◆

◆部門別受入一覧表（直納）◆

◆部門別受入一覧表（振替）◆

◆部門別受入一覧表（出庫）◆

◆部門別受入一覧表（倉庫仕入）◆

◆部門別受入一覧表（返品）◆

◆部門別受入一覧表（商品集計）◆

◆商品別仕入一覧表（明細）◆

◆商品別仕入一覧表（商品集計）◆

◆取引先別 仕入一覧表明細
（商品明細－伝票計有）◆

◆取引先別 仕入一覧表明細
（商品明細－伝票計無）◆

◆取引先別 仕入一覧表明細
（伝票集計）◆

◆取引先別 仕入一覧表明細
（商品集計－部門計有）◆

◆取引先別 仕入一覧表明細
（商品集計－部門計無）◆

◆科目別仕入一覧表（明細）◆

◆科目別仕入一覧表（商品集計）◆

部門別 ◆部門別振替一覧表◆

商品別 ◆商品別振替一覧表◆

商品検索 　

処理実行 　

商品明細　 ◆実績照会（商品明細）◆

商品集計 ◆実績照会（商品集計）◆

取引先集計 ◆実績照会（取引先集計）◆

部門集計　 ◆実績照会（部門集計）◆

部門・仕入 ◆実績照会（部門・取引先集計）◆

ＭＲＤＢ

仕入
システム

1197　実績照会

1021　日次更新

1043　仕入日報

1161　部門別受入一覧表
 （直納･入庫･出庫･振替）

日次
処理

処理実行

1171　商品別仕入一覧表 処理実行

10 部門間
振替処理

13 倉庫
処理

1091　出庫伝票

1101　振替伝票

7 仕入
管理

1121　売上ﾃﾞｰﾀ入力

処理実行

1201　科目別仕入一覧表 処理実行

1211　部門別振替一覧表

1191　商品履歴

1181　取引先別仕入一覧表

7 仕入
管理

1061　納品･発注ﾃﾞｰﾀ確定　 ＊　

1011　納品伝票

随時
処理



システム タブ 処理名 メニュー 処理ボタン ◆帳票◆

1223　倉庫棚卸表（記入用）印刷 処理実行 ◆倉庫棚卸表（記入用）◆

1281　Web倉庫棚卸ﾃﾞｰﾀ取込 処理実行 　

1231　倉庫棚卸表入力 処理実行 　

処理実行 ◆倉庫別在庫一覧表◆

ファイル書込 　

1394　倉庫入出庫一覧 処理実行 ◆倉庫入出庫一覧表◆

1253　部門棚卸表（記入用）印刷 処理実行 ◆部門棚卸表（記入用）◆

1291 Web部門棚卸ﾃﾞｰﾀ取込 処理実行 　

1261　部門棚卸表入力 処理実行 　

印刷実行 ◆部門別在庫一覧表◆

ファイル書込 　

1311　取引先別買掛金一覧表 処理実行 ◆取引先別買掛金一覧表◆

集計表 ◆取引先支払集計表◆

科目別 ◆取引先別支払集計科目別一覧表（消費税抜き）◆

PDFファイル保存
◆お支払い通知書◆
◆伝票明細書◆

送信実行 　

E-MAIL結果 　

前年同月比 ◆取引先別納入金額実績表 （前年対比）◆

年間実績 ◆取引先別納入金額月別実績表（年間実績）◆

1341　商品別年間実績表 処理実行 ◆商品別年間納入実績表◆

1351　商品別年間平均単価実績表　 処理実行 ◆商品別年間平均単価表◆

部門別科目集計 ◆部門別科目集計表◆

科目別部門集計 ◆科目別部門集計表◆

1371　部門別科目別ﾏﾄﾘｯｸｽ表 処理実行 ◆部門別科目別マトリックス表◆

科目別処理実行　 ◆部門別原価一覧表（科目別）◆

科目別ファイル書込 　

部門別処理実行　 ◆部門別原価一覧表（部門別）◆

部門別ファイル書込 　

26 経理
ｼｽﾃﾑ連携

1381　経理ﾃﾞｰﾀ変換 処理実行

19 倉庫
在庫管理

1391　倉庫ﾃﾞｯﾄﾞｽﾄｯｸ一覧表　＊　 処理実行 ◆デッドストック一覧表◆

部門計 ◆部門別仕入集計表（部門）◆

合計　 ◆部門別仕入集計表（合計）◆

部門計+合計
◆部門別仕入集計表（部門）◆
◆部門別仕入集計表（合計）◆

部門別 ◆商品別仕入集計表（部門）◆

合計 ◆商品別仕入集計表（合計）◆

部門別+合計
◆商品別仕入集計表（部門）◆
◆商品別仕入集計表（合計）◆

部門計 ◆取引先別仕入集計表（部門）◆

合計 ◆取引先別仕入集計表（合計）◆

部門計+合計
◆取引先別仕入集計表（部門）◆
◆取引先別仕入集計表（合計）◆

部門計 ◆科目別仕入集計表（部門）◆

合計　 ◆科目別仕入集計表（合計）◆

部門計+合計
◆科目別仕入集計表（部門）◆
◆科目別仕入集計表（合計）◆

1552　ﾃﾞｰﾀﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 処理実行

1541　月次更新 処理実行

1241　倉庫別在庫一覧表

19 倉庫
在庫管理

棚卸
処理

1271　部門別在庫一覧表

16 部門
在庫処理

ＭＲＤＢ

仕入
システム

月次
処理

21 買掛金
（発生）

7 仕入
管理

更新処理

年次
処理

1321　取引先別支払集計表

1331　取引先別納入実績表

1455　支払通知書自動送信

1361　部門別科目別集計表

1401　部門別原価表

1501　部門別仕入集計表

23 部門
原価管理

1511　商品別仕入集計表

1521　取引先別仕入集計表

1531　科目別仕入集計表

7 仕入
管理



システム タブ 処理名 メニュー 処理ボタン ◆帳票◆

新規 　
訂正 　
印刷 ◆取引先マスタ一覧表◆
Web登録 　
CSV登録 　
入力 　
シート作成 　
シート取込 　
印刷 ◆取引先別休日一覧表◆
Web登録 　
新規 　
訂正 　
印刷 ◆商品ﾏｽﾀｰ一覧表商品ｺｰﾄﾞ表◆
Web登録 　
CSV登録 　
検索をしてから訂正 　
入力 　
印刷 ◆商品分類マスタ◆
Web登録 　
CSV登録 　
入力 　
印刷 ◆倉庫商品マスタ一覧表◆
入力 　
印刷 ◆科目マスタ◆
Web登録 　
CSV登録 　
入力 　
印刷 ◆部門科目マスタ◆
入力 　
印刷 ◆単位マスタ◆
Web登録 　
CSV登録 　
入力 　
印刷 ◆施設マスタ◆
Web登録 　
入力 　
印刷 ◆部門マスタ◆
Web登録 　
CSV登録 　
入力 　
印刷 ◆担当者マスタ◆
Web登録 　
CSV登録 　
入力 　
印刷 ◆部門商品マスタ一覧表◆
入力 　
印刷 ◆メーカーマスタ一覧◆
入力 　
印刷 ◆産地マスタ一覧◆
入力 　
印刷 ◆コメントマスタ一覧◆
入力 　
印刷 ◆棚番マスタ一覧◆

1671　消費税設定 登録終了 　
1681　商品コード設定 登録終了 　
1691　期首期末設定 登録終了 　
1701　貸方科目設定 登録終了 　

見積NO
依頼NO
注文NO 　

1721　いつものマスタ日付設定 ＊ 登録終了 　
1706　ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ設定 登録終了 　

 FAX設定： 　
 発注用、見積用、 　
 請求書用、支払通知用 　
E-MAIL設定：
 発注用、見積用、 　
 請求書用、支払通知用 　

1714　ｸﾗｲｱﾝﾄ管理 登録終了 　
1715　日次更新日付管理 登録終了 　

ＭＲＤＢ

マスタ
メンテナンス

1646　ﾒｰｶｰﾏｽﾀ保守

1645　産地ﾏｽﾀ保守

1647　ｺﾒﾝﾄﾏｽﾀ保守　　＊

1662　棚番ﾏｽﾀ保守　　＊

1725　FAX/E-MAIL送信設定 ＊

1711　管理番号設定

ﾏｽﾀ
設定１

29 ﾏｽﾀ
入力管理

ﾏｽﾀ
設定２

32 ｼｽﾃﾑ
設定管理

ｼｽﾃﾑ
設定

1641　担当者ﾏｽﾀ保守

1643　部門商品ﾏｽﾀ保守

1661　倉庫商品ﾏｽﾀ保守　　＊　　

1571　商品ﾏｽﾀ保守

1561　取引先ﾏｽﾀ保守

1651　取引先別休日ﾏｽﾀ保守

1631　部門ﾏｽﾀ保守

1581　商品分類ﾏｽﾀ保守

1591　科目ﾏｽﾀ保守

1601　部門科目ﾏｽﾀ保守

1611　単位ﾏｽﾀ保守

1621　施設ﾏｽﾀ保守



Ｂパック(現場部門)
システム タブ 処理名 メニュー 処理ボタン ◆帳票◆

入力ＯＫ 　

↓買い物かごに入れる 　

　↓買い物かごを見る 　

　　承認ＢＯＸに入れる 　

印刷（発注） ◆承認BOXデータ◆

印刷（出庫） ◆出庫依頼データ◆

3021　承認する（購入依頼）　　　　 登録 　

追加 　

登録 　

3144 ﾛｸﾞｲﾝﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ変更 登録

3061　納品予定を見る 印刷 ◆納品予定◆

3071　納品済を見る 印刷 ◆納品済み◆

3863　納品状況を見る 印刷 ◆納品状況を見る◆

3772　出庫予定を見る 印刷 ◆出庫予定◆

3773　出庫済を見る 印刷 ◆出庫済み◆

3873　出庫状況を見る 検索表示 　

3441　承認BOXを見る（受入） 印刷 ◆振替受入部門データ◆

3442　承認する（受入） 登録 　

3443　振替ﾃﾞｰﾀ確認（受入） 印刷 ◆振替受入部門データ◆

3411　振替払出入力（払出） 承認BOXに入れる 　

3421　承認BOXを見る（払出） 印刷 ◆振替払出部門データ◆

3431　承認する（払出） 登録 　

3461　振替ﾃﾞｰﾀ確認（払出） 印刷 ◆振替払出部門データ◆

3463　部門別振替一覧（払出） PDFファイル名 ◆部門別振替一覧◆

3414　振替ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ管理（払出） 登録 　

3171　部門別受入集計表 PDFファイル名 ◆部門別受入集計表◆

3172　部門別受入一覧表 PDFファイル名 ◆部門別受入一覧表◆

3072　商品別見積比較表 PDFファイル名 ◆商品別見積比較表◆

3025　部門別科目別仕入一覧表 PDFファイル名 ◆部門別科目別仕入一覧表◆

3444　部門別振替一覧 PDFファイル名 ◆部門別振替一覧◆

3341　部門別棚卸表（記入用）　 PDFファイル名 ◆部門棚卸表（記入用）◆

3351　部門棚卸入力 登録 　

3361　承認BOXを見る（部門棚卸） 印刷 ◆部門棚卸承認BOXデータ◆

3371　承認する（部門棚卸） 登録 　

3392　部門棚卸確認 印刷 ◆部門棚卸承認BOXデータ◆

3131　休日ﾏｽﾀ参照・印刷 PDFファイル名 ◆取引先別休日一覧表◆

3081　商品ﾏｽﾀ参照・印刷 印刷 ◆商品マスタ一覧表◆

3091　商品分類ﾏｽﾀ参照・印刷 印刷 ◆分類マスタ一覧表◆

3101　取引先ﾏｽﾀ参照・印刷 印刷 ◆取引先マスタ一覧表◆

3111　部門ﾏｽﾀ参照・印刷 印刷 ◆部門マスタ一覧表◆

3121　科目ﾏｽﾀ参照・印刷 印刷 ◆科目マスタ一覧表◆

3001　購入依頼入力

3011　承認ＢＯＸを見る（購入依頼）

3056　購入依頼テンプレート　　　 　　

購入
依頼

51 購入
依頼 入力

Ｗｅｂ

現場
部門

マスタ
参照

75 ﾏｽﾀ
参照

部門
棚卸

66 部門
棚卸入力

帳票
参照

72 帳票
参照

振替
払出
部門

52 納品
出庫状況

発注済
ﾃﾞｰﾀ

振替
受入
部門



Ｃパック(購買部門)
システム タブ 処理名 メニュー 処理ボタン ◆帳票◆

入力ＯＫ

↓買い物かごに入れる 　

　↓買い物かごを見る 　

　　承認ＢＯＸに入れる 　

3021　承認する（購入依頼）　　　　 登録 　

印刷（発注） ◆承認BOXデータ◆

印刷（出庫） ◆出庫依頼データ◆

追加 　

登録 　

Up Lord 　

削除 　

3883　出庫要求集計 更新実行 　

ﾋﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄ印刷 ◆出庫伝票（ピッキングリスト）◆

出庫確定 　

3253　更新済在庫一覧 印刷 ◆在庫一覧◆

3884　出庫ﾁｪｯｸﾘｽﾄ 印刷 ◆出庫確認リスト◆

登録 　

発注書 ◆発注伝票（受領書）・納品書◆

登録 　

発注書 ◆発注伝票（受領書）・納品書◆

3214　新規納品入力 登録 　

3862　納品ﾁｪｯｸﾘｽﾄ 印刷 ◆購入確認リスト◆

3061　納品予定を見る 印刷 ◆納品予定◆

3071　納品済みを見る 印刷 ◆納品済み◆

3863　納品状況を見る 印刷 ◆納品状況を見る◆

3772　出庫予定を見る 印刷 ◆出庫予定◆

3773　出庫済みを見る 印刷 ◆出庫済み◆

3873　出庫状況を見る 検索表示 　

3441　承認BOXを見る（受入） 印刷 ◆振替受入部門データ◆

3442　承認する（受入） 登録 　

3443　振替ﾃﾞｰﾀ確認（受入） 印刷 ◆振替受入部門データ◆

3411　振替払出入力（払出） 承認BOXに入れる 　

3421　承認BOXを見る（払出） 印刷 ◆振替払出部門データ◆

3431　承認する（払出） 登録 　

3461　振替ﾃﾞｰﾀ確認（払出） 印刷 ◆振替払出部門データ◆

3414　振替ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ管理（払出） 登録 　

3341　部門別棚卸表（記入用）　 PDFファイル名 ◆部門棚卸表（記入用）◆

3351　部門棚卸入力 登録 　

3361　承認BOXを見る（部門棚卸） 印刷 ◆部門棚卸承認BOXデータ◆

3371　承認する（部門棚卸） 登録 　

3392　部門棚卸確認 印刷 ◆部門棚卸承認BOXデータ◆

3211　倉庫棚卸表（記入用） PDFファイル名 ◆倉庫棚卸表（記入用）◆

3221　倉庫棚卸入力 登録 　

3271　倉庫棚卸確認 印刷 ◆部門棚卸承認BOXデータ◆

3841　ﾃﾞｰﾀ送信確認

3821　購入依頼テンプレート　　　 　　

3147　商品画像ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ

発注
処理

51　発注
依頼入力
（現場部門
の購入依頼

入力）

3811　発注依頼入力

69 倉庫
棚卸入力

発注
ﾃﾞｰﾀ

52　発注
ﾃﾞｰﾀ（現場
部門の納品
出庫状況）

3243 未納品一覧（納品確定入力）

3244　納品済一覧(訂正入力)

振替
受入
部門

3874　出庫依頼確定63 倉庫
出庫入力

出庫
処理

納品
処理

54 納品
入力

Ｗｅｂ

購買
部門

振替
払出
部門

57 部門間
振替入力
（現場部門
の部門間
振替入力）

66 部門
棚卸入力
（現場部門

の部門
棚卸入力）

部門
棚卸

倉庫
棚卸



Ｄパック(現場部門)
システム タブ 処理名 メニュー 処理ボタン ◆帳票◆

3601　ﾚｼﾋﾟ入力 登録

3602　加工品入力(ﾚｼﾋﾟ型)　　　　　　　 登録

3611　加工品入力(減量型)　　　　　　　登録

3631　ｺｰｽ料理入力 登録

3632　ﾚｼﾋﾟ属性ﾏｽﾀ保守 登録

　

Ｅパック(現場部門)
システム タブ 処理名 メニュー 処理ボタン ◆帳票◆

3641 ｲﾍﾞﾝﾄ入力(新規･修正) データ登録 　

3643 ｲﾍﾞﾝﾄ利益表 印刷 ◆イベント利益表◆　

3645 ｶﾃｺﾞﾘｰ別ｲﾍﾞﾝﾄ利益一覧表 印刷 ◆カテゴリー別イベント一覧表◆

3647 ｲﾍﾞﾝﾄ利益明細CSV ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ ◆イベント利益データ◆

3653 管理 登録

3649 ｲﾍﾞﾝﾄ属性ﾏｽﾀ保守 登録 　

3651　ｶﾃｺﾞﾘｰﾏｽﾀ保守 登録 　

ＯＰ オプション(現場部門)
システム タブ 処理名 メニュー 処理ボタン ◆帳票◆

1461　取引先別振込表 振込一覧印刷 ◆銀行振込一覧表◆

1471　振込データ作成（全銀協） 処理実行

1481 取引銀行保守 一覧表印刷 ◆取引銀行マスタ◆

1491 銀行マスタ保守 一覧表印刷 ◆銀行マスタ◆

ＭＲＤＢ
　

仕入
システム

ﾌｧｰﾑ
ﾊﾞﾝｸ

OPﾌｧｰﾑ
ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ

Ｗｅｂ
　

現場
部門

ﾚｼﾋﾟ
入力

111 レシピ
入力

Ｗｅｂ
　

現場
部門

イベント
利益

134イベント
利益計算


