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豊富豊富豊富豊富ななななメニューメニューメニューメニューでみんなでみんなでみんなでみんな幸幸幸幸せせせせ    
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製造製造製造製造////販売販売販売販売////サポートサポートサポートサポート：：：：    

株式会社株式会社株式会社株式会社フュージョンフュージョンフュージョンフュージョン・・・・アイアイアイアイ    

シ ス テ ム 開 発 ・ 応 研 E R P 取 扱 ( 販 売 / 会 計 / 給 与 ) 

〒901-2101  
沖縄県浦添市西原五丁目２４－１ 
    サンライズビル101 

http://fusioni.jp Email:info@fusioni.jp 
電話  098-894-3204  FAX 098-870-7156 

販売業務(HA)   

(見積)M 見積書作成 

    

  見積一覧表 

(売上)U 売上伝票入力 

  売上単価照会 

  売掛残高照会 

  得意先元帳問合せ 

  売上伝票確認表 

  得意先元帳 

  得意先管理表 

  納品書内訳発行 

    

    

  先日付データリスト 

  出荷済売上未計上確認表 

  得意先ＡＢＣ分析表 

  売上実績表 

  担当者売上実績表 

  遡及対象一覧 

  納品伝票連続発行 

  得意先最終訪問確認表 

  実績データ抽出 

売掛業務(UR)   

(請求)S 請求計算(請求準備) 

  請求締処理 

  請求締取消処理 

  請求問合せ 

  請求一覧表 

  請求書発行 

(売掛)U 売掛残高一覧表 

  売掛金残高確認書 

(回収)K 入金伝票入力 

  入金伝票確認表 

  回収予定表 

  未入金一覧表 

  入金予定表 

買掛業務(KA)   

(支払)S 支払計算(支払準備) 

  支払締処理 

  支払締取消処理 

  支払伝票入力 

  支払伝票確認表 

  支払一覧表 

  支払明細 

  支払予定 

仕入業務(SI)   

(発注)H 発注管理 

  発注一覧表 

  発注書FAX送信 

  自動発注処理 

  発注消込処理 

(仕入)S 仕入伝票入力 

  仕入単価照会 

  買掛残高照会 

  仕入先元帳問合せ 

  仕入伝票確認表 

  仕入先元帳 

  仕入先管理表 

  仕入先ＡＢＣ分析表 

  仕入先別得意先商品仕入表 

在庫業務(ZA)   

(商品)I 倉庫間移動入力 

  在庫問合せ 

  倉庫間移動伝票確認表 

  商品在庫管理表 

  商品在庫元帳 

  切迫品一覧表 

  商品ＡＢＣ分析表 

  入庫予定一覧表 

  商品受払一覧表 

  商品原価確認表 

  商品滞留確認表 

(棚卸)T 棚卸入力 

  棚卸準備処理 

  棚卸確定処理 

  商品棚卸表 

分析業務(BU)   

(分析)B 担当者実績推移照会 

  商品実績推移照会 

  実績推移照会 

  得意先実績推移照会 

  仕入先実績推移照会 

  得意先別商品別売上表 

  商品売上期間集計表 

  商品別得意先別売上表 

  得意先別売上実績表 

  担当者別得意先別売上表 

  特価申請書 

  商品売上比較表 

マスター業務(MA) 

(担当者系)E 担当者マスタ 

  部門マスタ 

  担当者目標マスタ 

  銀行マスタ 

  銀行支店マスタ 

  分類マスタ 

(商品系)I 商品マスタ 

  自動発注点情報マスタ 

  得意先商品マスタ 

  予約データ反映処理 

(倉庫系)L 倉庫マスタ 

(仕入先系)S 仕入先マスタ 

(得意先系)T 得意先マスタ 

  納品先マスタ 

運用業務(UN)   

  月次処理 

  会社情報の設定 

  セキュリティ設定 

  伝票ロック情報変更処理 

 

 

  

『大蔵大臣NX』の入力作業は、手書き感覚で極限 

まで簡略化。さまざまな帳票類や書類を即座に作成し

ます。全くの初心者から上級者まで総てのユーザー様

に満足していただけるよう、使う人の立場に立った機

能性と使いやすさを徹底的に 追求しました。『大蔵

大臣NX』は、これからのオフィスに欠かせない、新

時代の財務会計システムです。 

 

全ての管理帳票データは汎用EXCELデータで出力可能！ 

販売特約店販売特約店販売特約店販売特約店：：：：    

20100901 
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株式会社株式会社株式会社株式会社フュージョンフュージョンフュージョンフュージョン・・・・アイアイアイアイ    

医療機器販売情報管理医療機器販売情報管理医療機器販売情報管理医療機器販売情報管理システムシステムシステムシステム    
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もっともっともっともっと便利便利便利便利をあなたへをあなたへをあなたへをあなたへ    



シームレスシームレスシームレスシームレスななななデータデータデータデータのののの流流流流れがあなたをれがあなたをれがあなたをれがあなたを幸幸幸幸せにするせにするせにするせにする    

薬価改正時薬価改正時薬価改正時薬価改正時、、、、過去過去過去過去にににに遡遡遡遡ってのってのってのっての支払清算支払清算支払清算支払清算、、、、在庫資産更新在庫資産更新在庫資産更新在庫資産更新がががが可能可能可能可能！！！！    

医療機器医療機器医療機器医療機器にににに必要必要必要必要なななな情報情報情報情報((((クラスクラスクラスクラス分類分類分類分類、、、、滅菌期限滅菌期限滅菌期限滅菌期限、、、、償還価格等償還価格等償還価格等償還価格等))))をををを管理管理管理管理！！！！

売上登録時売上登録時売上登録時売上登録時にそのままにそのままにそのままにそのまま発注発注発注発注がががが可能可能可能可能！！！！もちろんもちろんもちろんもちろん発注残管理発注残管理発注残管理発注残管理もももも！！！！    

取引先取引先取引先取引先、、、、商品個別商品個別商品個別商品個別のののの共有情報共有情報共有情報共有情報がががが必要必要必要必要なななな時時時時ににににタイミングタイミングタイミングタイミング良良良良くくくく表示表示表示表示！！！！    

在庫足りない！ 

売上は在庫数を自動確認し

ます。足りない時はそのま

ま発注情報を作成します。 

発注は全ての発注デー

タを集めて一斉にFAX

します(ペーパーレス) 

取引先が表示される各画面で、また商品が表示される各画面で知っておくべき情報がタイミン

グよく表示されます。また、トップメニューには全社的な情報が表示され、これらはいつでも

リアルに変更が可能です。 

数年に一度の薬価改正時は施行のタイミングと販売・仕入のタイミングが大幅にずれ込みます。

そんなときでも過去にさかのぼっての支払清算と適正な在庫資産の更新が可能です。 

医療関連商品の管理に不可欠なクラス分類などはマスタできち

んと管理され各種チェック、照合に使用されます。 

iMC2010    

売上データから必要な情

報を自動連携します。 

個別発注 

自動発注 

先値引先値引先値引先値引、、、、後値引後値引後値引後値引などなどなどなど業界独自業界独自業界独自業界独自のののの値引制度値引制度値引制度値引制度にににに対応対応対応対応！！！！    

！！！！    

発注発注発注発注ははははパソコンパソコンパソコンパソコンからからからから紙紙紙紙をををを出出出出さずにさずにさずにさずに一斉一斉一斉一斉FAXFAXFAXFAX発注発注発注発注がががが可能可能可能可能！！！！    

沖縄県内沖縄県内沖縄県内沖縄県内、、、、大手施設向大手施設向大手施設向大手施設向けけけけ専用納品書専用納品書専用納品書専用納品書をををを標準標準標準標準でででで出力可能出力可能出力可能出力可能！！！！    

EANEANEANEAN----128128128128対応対応対応対応ののののハンディーハンディーハンディーハンディー    

ターミナルターミナルターミナルターミナルででででロットロットロットロット管理管理管理管理をををを簡単簡単簡単簡単にににに！！！！    

見積書(自社) A4縦15行 

見積書(＊大) A4横10行 

見積書(＊立) A4縦14行 

見積書(＊立病院) A4縦15行 

見積書(＊楽園) A4縦21行 

見積書(＊静園) A4縦15行 

見積書(自社)小数点 A4縦15行 

見積書(表紙) A4縦 

納品書(自社) 連帳6行複写 

納品入庫票(正)(＊立) 連帳10行複写 

納品書(＊洲会) 連帳8行複写 

納品書(＊活＊同組合) 連帳7行複写 

納品書(＊大) A4横10行 

納品書(＊立病院) A4縦9行 

納品書(＊楽園随契) A4縦11行 

物品検収及び取得通知書(＊静園) A4縦15行 

修理明細書(＊立病院) A4縦 

請書（＊立） A4縦11行 

請求書(＊立) 連帳10行複写 

請求書(＊大) A4横10行 

請求書(＊立病院) A4縦9行 

請求書(＊楽園随契) A4縦21行 

請求書(＊静園) A4縦15行 

請求書(＊和病院) A4縦18行 

しかもしかもしかもしかもエントリーエントリーエントリーエントリーはははは思思思思うがままにうがままにうがままにうがままに    

発注は受注発注以外にも手動での個別発注や適正在庫を保つための自動発注があり

ます。それらの発注情報はあらかじめ設定された発注条件との照合が自動で行わ

れ、必要な発注分だけが紙を出力することなくパソコンから直接仕入先へ一斉に

FAXされます。 

あらかじめ設定された特価は売上時に参照されます。また販売量に応じて発生す

るリベートも自動で計算されメーカーへ提出する申請書が作成されます。 

管理項目の多い医療関連商品もハンディーターミナルを

使って簡単、正確にデータを取り込むことができます。

またロット単位の細かな棚卸にも対応しています。 
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滅菌期限滅菌期限滅菌期限滅菌期限がががが到来到来到来到来するするするする前前前前にににに対象商品対象商品対象商品対象商品ををををロットロットロットロット

別別別別ににににピックアップピックアップピックアップピックアップ！！！！    


