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買掛情報

計画業務

かんばん管理

受注出荷

受理処理

リターナブル／ワンウェイ

発注入荷

計画
内示

発注
入荷

かん
ばん

受注
出荷

内示データ取込
　TNS取込／内示手入力
生産計画
　生産計画（工程単位）
発注計画
　発注計画／指示部品手配計画

かんばん増減
平準化
流動管理
かんばん発行

直送支給品(有償)

TNS

TNS

発
注
内
示

生
産
計
画

発注業務
●発注入力
かんばん入力(ソータ/手差し/ワンウェイ)
／発注手入力（カレンダ/納期）／指示部
品発注／発注点発注／打切管理

入荷業務
納品書関連(JAMA チケット他)出力／入
荷実績入力／分納管理／出庫/支給入力

進捗
発注状況／計画・発注・入荷対比

受注業務
受注～出荷指示

出荷業務
出荷実績入力／分納管理

eかんばん連携
前工程情報連携

誤品チェック

かんばん
（発注/工程）

入庫管理

受注

集荷

生産指示 生産実績

売上照合

入荷

出庫管理

在庫管理

発注管理

入荷

買掛 検収

買掛実績

生産

集荷

製品置場

部品置場

納品書

入
荷

受注／出荷

かんばん

発
注
内
示

内示

受領

発注

入荷

TNS

受注情報

受領情報

新eかんばん連携

出荷

受
領
書

出
荷

指
示
書

生
産

指
示
書

受領

株式会社中京情報システム
〒456-0023 名古屋市熱田区六野2丁目1番3号
TEL 052-882-9611 E-mail simpr-a@cisweb.co.jp

●本カタログの内容は改良のため，予告なしに変更することがあります。
●本カタログ記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。

SIMPR-A 稼働環境
稼動O/S Microsoft® Windows Server 2003 SP2／Windows Server 2008／Windows® XP Professional SP3／Windows Vista® Business SP"／Windows® 7 Professional

Microsoft® SQL Server® 2008
Microsoft® Visual Basic 2008
インテル® Xeon®プロセッサー5503（2GHz）以上
4GB以上
50GB以上の空き領域
インテル® Core™ i3 540以上
2GB以上
5GB以上
1024×768以上

データベース
開発言語

CPU
メモリ
ハードディスク
CPU
メモリ
ハードディスク
画像解像度

サーバ（推奨）

クライアント（推奨）

SIMPR-Aは『5ナンバーサイズ』

かんばん
（発注）

かんばん
（発注）

かんばん
（工程）

TNS

自動車部品製造業向け
生産物流業務支援パッケージ

System on Information Management of Product  for Automobile-maker

『かんばん』に特化したコンパクトな生産物流パッケージ

納品書
かんばん
（発注）

納品書

受領書



SIMPR-Aは『かんばん方式』に準拠した生産物流パッケージです。

自動車部品製造業向け生産物流業務支援パッケージ

SIMPR-A導入4つのメリット

●自動車部品製造業特化型の生産/物流パッケージ
《かんばんを中心にムダな機能を省いたすっきり5ナンバーサイズパッケージ》

●かんばん／電子データ（新ｅかんばん／TNS）／専用周辺機器等の対応
●QRコード入力（JAMA伝票等）による実績処理の工数低減・ポカよけ
●様々な進捗状況の確認が可能な照会画面（印刷／データ出力機能あり）
●ご要望に対応するオプション群（必要な時、必要な機能だけの導入）
●カスタマイズ可能なパッケージ（有償）
●Windws対応パッケージ：1台でもLAN環境でも稼動可能
●導入後もリモートメンテナンスなど安心保守（有償）

自動車部品製造業に特化した生産物流支援パッケージ
かんばん方式に準じる生産支援/物流管理

●かんばんは、ワンウェイ〔オプション〕／リターナブル方式のどちらにも
対応（併用／途中切り替えも可能）。
●かんばんシンボルは、QRコードを採用。⇒レイアウトはカスタマイズ
可能（ワンウェイタイプの前工程エリアもカスタマイズ可能）。
●かんばん管理が可能（回転枚数／増減管理　流動／発行管理）。

各種データ連携が可能
トヨタ自動車様及び関連各社様の独自システムとの連携〔オプションを準備〕

●TNS-Sデータの取込（3ヵ月内示/買掛金情報など）。
●新eかんばんシステムからの受注／出荷実績情報の取込、
SIMPR-Aマスタ情報からの前工程情報アップロード。

●代行納入実績データの作成（標準フォーマット：BG0）。
●直送支給入荷実績データの作成（標準フォーマット：R07など）。

日本自動車工業会（JAMA）標準伝票に準拠
支給品システム〔別途ご導入要〕との連携によりJAMA伝票の発行

●JAMA納品書/支給書/受領書。
●かんばんチケット。
●標準システムである支給品パッケージとの連携で伝票変更等の
発生時におけるコスト低減。⇒支給品パッケージのバージョンアップ
費用及び弊社作業費＋αで変更対応が可能！

他社事例導入を含むカスタマイズ対応可能
コスト低減を意識した柔軟なカスタマイズが可能

●ユーザ事例からのカスタマイズも可能。
　⇒ユーザ様の多くがトヨタ自動車様関連の自動車部品製造業。
●トヨタ関連各社様の独自システムとの連携は各種オプションにて
対応。

●導入後の新規他社事例はご要望に準じ、随時機能改善として
導入が可能。

1 3

2 4

外部データ連係
新eかんばん・TNSデータ取込

受注出荷業務
受注・出荷・検収管理

売上管理
売上実績・得意先買掛金データ照合

発注入荷
発注・入荷・かんばん管理

直送支給（受給）・仕入先支給管理

買掛管理
買掛実績管理

生産指示／実績
生産指示・実績管理

内示計画業務
内示・売上予想管理・所要量展開処理・発注計画
かんばん増減管理・生産予定管理

受注･出荷
●受注情報の取込[かんばん／
新ｅかんばん／TNSなど]

●出荷実績管理[分納・未納]

●出荷実績ベースでの売上管理

発注･入荷
●得意先内示情報からの生産/発注
計画[所要量展開(在庫考慮)]

●発注処理[かんばん・指示・支給品]

●発注管理[かんばん平準化／増減／
流動・打切]

●入荷管理[分納・未納]

買掛管理

生産実績

直送支給

ワンウェイ

材料発注

新eかんばん
連携

売上予想

誤品チェック

売掛照合

買掛管理・生産実績・直送支給・ワンウェイ・材料発注の
各項目はオプションとなります。

新eかんばん・売上予想・誤品チェック・売掛照合・の
各項目はオプションとなります。
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