
ＩＴとネットワークで 仕事が変わる。明日が変わる。

株式会社栃木シンコー

当社は、プライバシーマーク及び
ISMSの取得企業です。

2022.04

ご提案できるシステム開発
栃木シンコーが

お問い合わせ先

独自仕様の小規模システム

基幹系・情報系システム Webシステム（モバイル対応）

超スピード開発

200台以上の大規模システム

インターネット経由で利用できる

サービスやシステムをご提案いたします。

PCやスマートフォン、タブレットといった

Webブラウザが搭載されている機器で

利用可能で、Windows・Mac・

Android・iOSなどのOSを

問いません。

インターネット環境さ

えあれば、どこから

でもシステムを利用

できます。

顧客管理・営業支援・生産管理・

購買管理・販売管理・在庫管理・人事管理・

給与管理・勤怠管理・財務会計といった基幹

系システムから業務効率化のための情報系シ

ステムまでご提案いたします。

障害などによるシステム停止

に備え、機器の冗長構成に

留まらない、システムと

一体化した最良の可用

性ソリューションを

ご提案いたします。
複数拠点で利用するような巨大な業務シス

テムやインフラ構成をご提案いたします。

JA購買システムの開発や自治体の庁内ネッ

トワークの構築実績があり、運用保守サポー

トも請け負っています。

また 弊社は日本電気株式会社（NEC）と

販売特約店契約を結んでおり、NEC

の協力体制も整っておりますの

で、ご安心ください。

簡易開発ツールを

使った短納期で安価

なシステム開発をご提

案いたします。

開発途中のシステム画面を

見ながら打合せをすることが

可能なため、理想的なシステムに

仕上げられます。

簡易開発ツールのため多少の仕様制限はあり

ますが、ExcelやAccessシステムからのリプ

レースとしても最適です。

お客様が育て上げ

てきた他社との優

位性のある業務運用

をフル活用できるシス

テム提案をいたします。

PC1台で使用するような

小規模のシステムも対応します。

「システムを一新したいな」「今の運

用は手間が掛かるな」「もう少し○○できな

いかな」などのシステム課題がありましたら、

とにかく一度、ご相談ください！

本 社
T E L
F A X
U R L

：〒328-0011 栃木県栃木市大宮町2628-7
：(0282)27-7738
：(0282)27-6273
：https://www.t-shinko.jp/



当社は、プライバシーマーク及び
ISMSの取得企業です。

2022.04

入

力

補

助

ご提案できるシステム機能①
栃木シンコーが

お問い合わせ先

Excelのような一覧形
式で入力できます。

一覧形式入力

既に登録されているデー
タをコピーして一部だけ
を修正してデータ登録で
きます。

参照コピー

参照元
明細入力時に前の行を
そのままコピーできます。

前行コピー

株式会社栃木シンコー
本 社
T E L
F A X
U R L

：〒328-0011 栃木県栃木市大宮町2628-7
：(0282)27-7738
：(0282)27-6273
：https://www.t-shinko.jp/

ＩＴとネットワークで 仕事が変わる。明日が変わる。

出荷後に商品単価を
入力する運用にも対応
します。

出荷後単価入力

¥1,000

期間別に商品単価を
管理できます。

期間単価設定

¥900 ¥850

21日 22日
得意先別に商品単価
を管理できます。納品
先別による管理も可能
です。

得意先別単価設定

¥900 ¥850

A B

過去に登録済の同じ組
合せパターンのデータ内
容をコピーし、初期値と
して表示できます。

初期値表示

あいうえお

10000

表示画面から１クリック
で関連データにドリルダ
ウン・ドリルアップすること
ができます。

明細ジャンプ

売上と商品仕入を同時
入力できます。更に運
賃(仕入)の同時入力
なども可能です。

売上仕入同時入力

共通

売上 仕入

直前に登録した伝票よ
り、項目単位および全
項目をコピーします。
（リピート機能）

直前伝票コピー

直前伝票

新規

直前に登録し発行した
伝票を、ワンクリックで再
発行します。
（用紙ジャム対応）

直前伝票ワンクリック再発行

直前伝票

印刷

直前に登録した伝票を、
ワンクリックで修正モード
により呼び出します。

直前伝票ワンクリック修正呼出

直前伝票

修正

備考・摘要などの手打
ち項目は、Google検
索のようなｵｰﾄｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ
機能を実装します。

オートコンプリート

とちｇ

栃木シンコー

Coming Soon...



Coming Soon...

当社は、プライバシーマーク及び
ISMSの取得企業です。
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ご提案できるシステム機能②
栃木シンコーが

印

刷

・

Ｆ

Ａ

Ｘ

テプラ印刷用のCSVファ
イルを出力します。

テプラ用CSVファイル出力

Excelで作ったレイアウト
をそのまま帳票印刷に
利用できます。レイアウ
ト修正も容易です。

Excelテンプレート対応

市販の台帳用紙に合
わせて印刷できます。

市販台帳用紙対応

コクヨ

お問い合わせ先

分割された用紙に対し
て、列・行で出力開始
位置を指定できます。

印刷開始位置指定

ラベルプリンターで印刷
できます。

ラベル発行

株式会社栃木シンコー
本 社
T E L
F A X
U R L

：〒328-0011 栃木県栃木市大宮町2628-7
：(0282)27-7738
：(0282)27-6273
：https://www.t-shinko.jp/

ＩＴとネットワークで 仕事が変わる。明日が変わる。

両面印刷/片面印刷の
設定を、ユーザ別・帳票
別に行うことができます。

ユーザ別・帳票別 両面印刷

裏表

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線を通して
システムよりFAX送受
信を行います。通信コス
トダウンが見込めます。

インターネットFAX

受信したFAX画像がそのまま入力画面になります。
FAX内容を印刷しないで済むため、用紙節約・送信者の送信
待ち解消・用紙紛失リスク解消・FAX情報の見える化に効果
があります。

FAX画像 入力画面化

FAX 入力画面

伝票 伝票

印刷前に印刷物をプレ
ビューできます。

帳票プレビュー

印刷物がそのままPDF
ファイルとして出力します。

PDF帳票出力

検索結果をそのまま
Excel出力できます。
罫線・色・ソート順など
も指定可能です。

Excel帳票出力



Coming Soon...

当社は、プライバシーマーク及び
ISMSの取得企業です。
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ご提案できるシステム機能③
栃木シンコーが

お問い合わせ先

株式会社栃木シンコー
本 社
T E L
F A X
U R L

：〒328-0011 栃木県栃木市大宮町2628-7
：(0282)27-7738
：(0282)27-6273
：https://www.t-shinko.jp/

ＩＴとネットワークで 仕事が変わる。明日が変わる。

デ
ー
タ

入

出

力

・

変

換

Ｐ

Ｊ

お

知

ら

せ

・

通

知

システムのほぼ全ての情
報をExcel・CSV出力
することが可能です。

Excel・CSV出力

Excel
CSV

Excel・CSVデータを一
括でインポート。
マスタなどのデータ取り
込みに便利です。

Excel・CSV一括インポート

Excel
CSV

商品のトン(t)・立米
(㎥)、箱数・キログラム
などの単位変換に対応
します。

商品単位変換

t㎥

TXT形式やCSV形式
などのテキストデータを取
込・分析・整形して
Excel出力します。

テキスト to Excel変換

Excel

TXT TXT形式やCSV形式
などのテキストデータを取
込・分析・整形してPDF
出力します。

テキスト to PDF変換

PDF

TXT

データ出力⇒データ取
込をタスク化することで
処理の自動化を実現し
ます。

データ入出力自動化

「個別受注生産」「新
製品開発」「部門内
ToDo管理」など、自由
な発想で使えます。

プロジェクト管理統合UI

担当者のタスクを一覧
化します。作業割り振り
や優先度の決定などの
作業に最適です。

担当別作業一覧

プロジェクトのタスク一覧
表を印刷することができ
ます。

プロジェクト管理表

特定条件に合致する
データが発生した場合
に、登録端末に一斉通
知を行います。

端末一斉通知

合成音声によってシステ
ム内の情報を読み上げ
ることができます。

音声読み上げ

システムよりメール送信
が行えます。ファイルの
添付も可能です。

メール送信

パトライトを点灯させら
れます。トラブルや騒音
内での指示の気付きな
どに利用できます。

パトライト通知

ログイン直後にユーザに
関係するお知らせを表
示します。表示条件設
定が可能です。

メニューお知らせ

定時バッチ処理結果を
自動的に印刷します。
定時のシステム稼動状
況確認などに便利です。

バッチ処理結果印刷

システムのほぼ全ての情
報をPDF出力することが
可能です。

PDF出力

異なるシステム間の顧
客マスタ等の基本情報
を自動で連動します。

システム間マスタ連携



Coming Soon...

当社は、プライバシーマーク及び
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ご提案できるシステム機能④
栃木シンコーが

シ

ス

テ

ム

連

携

金融機関、信販会社からの様々なデータ連動による「決済・売掛」管理を自動化します。
・コンビニ収納サービスからの入金
・金融機関の「入金照合サービス」を使った売掛金の自動消込処理
・電気・ガス・水道などの「クレジット決済」データを受信した入金管理 など

決済・売掛管理自動化

企業・銀行相互間の口
座振替等のオンライン
データ作成・通信が可
能です。

全銀協標準プロトコル通信

他社パッケージ製品との
連携で業務効率を上げ
ることが可能です。
※弊社対応可能なパッケージに
限ります

他社パッケージ連携

NEC地図情報システム
との連携（ルート検索、
運賃基準単価算出、
持込先の可視化）

地図データ連携 ※検討中

自動車番認識（NEC
画像認識AI技術の採
用）

自動車番認識 ※検討中

みちびき（準天頂衛星
システム：QZSS）の
データを利用したシステ
ム開発

衛星測位情報連携 ※検討中

お問い合わせ先

株式会社栃木シンコー
本 社
T E L
F A X
U R L

：〒328-0011 栃木県栃木市大宮町2628-7
：(0282)27-7738
：(0282)27-6273
：https://www.t-shinko.jp/

ＩＴとネットワークで 仕事が変わる。明日が変わる。

ICカードによる自動出
車・伝票発行

ICカード連携 ※検討中

デジタルIOインターフェイ
スによる各種機器の連
動制御

各種機器（デジタルIOインターフェイス）

ソケット通信制御による
RemoteApp業務画
面とローカル機器のシー
ムレスな連携

RemoteApp画面とローカル機器連携

台貫秤との連携により、その場で伝票を発行し、再入力なしで
請求書まで連動します。
エー・アンド・デイ社やクボタ社など、各種指示計メーカーとの
接続実績があります。

台貫連携

シリアルインターフェイス
による検査機器からの
データ収集など

各種機器（シリアルインターフェイス）

12-34



Coming Soon...

当社は、プライバシーマーク及び
ISMSの取得企業です。
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ご提案できるシステム機能⑤
栃木シンコーが

お問い合わせ先

株式会社栃木シンコー
本 社
T E L
F A X
U R L

：〒328-0011 栃木県栃木市大宮町2628-7
：(0282)27-7738
：(0282)27-6273
：https://www.t-shinko.jp/

ＩＴとネットワークで 仕事が変わる。明日が変わる。

シ

ス

テ

ム

管

理

ユーザの処理内容や
バッチの実行ログなどの
管理が可能です。

処理・実行ログ検索

データのトレサビリティー
管理（更新履歴管
理）が可能です。

更新履歴検索

オペレータ毎に画面・機
能・操作等の各種権限
設定が可能です。

データベースを最適化
（再構成）し、快適に
システム利用できるよう
になります。

データ最適化

定期バックアップします。
有事の際にデータ復旧
（リストア）することが
可能です。

バックアップ・リストア

高機密レベルの該当項
目を暗号化し、当シス
テムを介さずに解読でき
ないようにします。

データベース暗号化

権限設定

利

用

環

境

どこからでもシステム操
作が可能です。自宅か
ら作業することも可能で
す。

クラウド対応

事務所から別端末・別
計器の遠隔操作が可
能です。

遠隔操作対応

複数拠点でシステム利
用するためのシステム設
定やネットワークを構築
します。

Webブラウザで操作可能なシステムを構築します。
PCだけでなくスマートフォン・タブレットからでも利用可能です。
登録処理はもちろん検索や印刷なども行うことが可能です。

Webシステム

NECオフコン「A-VX」の
Open COBOLによるマ
イグレーション

オフコンCOBOLマイグレーション

タブレット・スマートフォン
などのマルチデバイスに
対応します。

モバイル対応

複数拠点対応

システム情報をWebブ
ラウザで表示できる
Webページとして出力
することが可能です。

Webページ出力（HTML出力）

タッチパネルのインタ
フェースに対応します。

タッチパネル対応

ハンディターミナルを利用
した製造実績登録、
ピッキング登録、実棚登
録が可能です。

ハンディターミナル


