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ソリューション全体図
基幹システムと柔軟に連携し、受注から出荷までをカバーするソリューション全体図

名人シリーズは、当社が長年蓄積してきた受発注や物流業務のノウハウをパッケージにしたソフトウェアです。
取引先ごとの対応が必要な業務のシステム化が迅速行え、基幹システムとも柔軟に連携いたします。



手書き用
伝票人が手書きで作成

取引先
指定帳票

2

企業における様々な帳票発行

企業においては様々な伝票や帳票などを発行していますが、全てコンピュータ処理されているとは限りません。
利用頻度が少ないためプログラム開発するとコストが合わない場合や手書き用に設計されている伝票など、
人手のかかる帳票も多く存在します。こうした様々な伝票や帳票の発行業務を支援するのが「伝発名人」です。

管理帳票

基幹システム（ERP）
あらかじめプログラムされた帳票
・自社の伝票や管理帳票

ERP

PCで人が作成
PC EXCELやACCESSで作成した帳票

・得意先の指定伝票、業界統一伝票
・プログラム開発にコストがかかる帳票 など

コンピュータ用に設計されていない伝票
・得意先の指定伝票や配送の送り状 など手書き

売上伝票

伝発名人がカバー

送り状

各種
申請書
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伝発名人とは

特 長

様々なレイアウトの伝票や帳票を印刷できます。

プログラムレスで帳票の設計ができます。

基幹システムとのデータ連携が柔軟におこなえます。

伝発名人は1986年に発売以来、25,000本を超える導入実績があり、
長年にわたり多くの企業にご利用いただいています。 2020年4月現在

導入事績
25,000

本超
実 績

導入企業
コンビ、スウォッチグループジャパン、日本農産工業、不二製油、
リーガルコーポレーション、モトックス、エスエスケイ、
セイコークロック、全農パールライス、パトライト、ダッドウェイ ほか
（順不同、敬称略）
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伝発名人クラウドの概要
伝票発行システムのベストセラー「伝発名人」のクラウドサービスとしてリリースいたしました。

発行用データアップロード
（利用者端末からの指示）

基幹システム／ファイルサーバ 管理者端末 利用者端末

●伝票や帳票発行に必要な
データを準備します
（固定長またはCSV）

●納品書や請求書発行用など
複数のデータを扱えます。

●利用者のアカウント管理や発行
状況を把握できます

●管理者用ライセンスは各プラン
に1つ利用できます

●利用者端末としても利用可能

●発行用データのアップロードを指示
します

●伝票や帳票を発行します
（利用台数の制限はありません）

●帳票フォーマット設定なども
利用者端末からおこなえます

アカウント管理
その他各種管理

伝票・帳票発行 伝票・帳票発行
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伝発名人クラウドの特長
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伝発名人クラウドの特長①

クラウドサービスなので、サーバの購入やシステム構築など、大きな初期投資の必要はありません。
発行枚数が年間24,000枚以内のLiteプランであれば、サービスご利用料金は月々わずか10,000円。

Standardをご利用の場合
年間60,000枚までご利用いただけます。
月換算の5,000枚を超える月があっても
月額利用料は変動しません。

5,000

4月 5月 6月 7月

…

3月

発行枚数
追加料金は
発生しません

…

（1）年間の発行枚数に応じたプランをお選びいただけます

Lite
ライト

Standard
スタンダード

Enterprise
エンタープライズ

年間 24,000枚まで 年間 60,000枚まで 年間 120,000枚まで

月額 10,000円 月額 20,000円 月額 30,000円

（2）月々の発行枚数に変動があっても、月々の料金は一定です
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伝発名人クラウドの特長②

従来のパッケージ導入型は利用する端末ごとにライセンス費用が必要でしたが、伝発名人クラウドは利用台数の
制限はありません。いつでも利用者のアカウントを追加でき、何台でも同時にご利用いただけます。

端末台数に応じた
ライセンス体系

同時利用台数に応じた
ライセンス体系

利用台数に関係ない
ライセンス体系

従来の伝発名人 一般的な
クラウドサービス 伝発名人クラウド

発行部署や利用端末が
限定できる場合に向い
ているが、利用端末が
特定できない場合や、
利用頻度が少ない場合
は割高になる。

同時利用の設定次第で
はライセンス費用を抑
えられるが、繁忙期な
ど契約した同時利用数
を超えた利用はできな
い。

利用端末台数の制限が
ないため、利用者アカ
ウントさえ登録すれば、
どの端末からでも利用
できる。
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伝発名人クラウドの特長③

基幹システムから伝票や帳票の発行データを受け取り、あらかじめレイアウト登録した帳票に印刷いたします。
基幹システムのデータレイアウトに合わせた設定が、いくつでも行えます。

基幹システム

各種発行データ

伝票・帳票発行

帳票フォーマット登録

帳票フォーマットなど
各種設定情報

・売上伝票用データ
・請求書発行用データ

：
種類の違う発行用データを
いくつでも利用できます。

売上伝票

請求書

：
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伝発名人クラウドご利用の流れ

開 設 設 定 運 用 管 理

利用申し込み

サービス開設

アカウント設定

システム設定

データソース設定

帳票フォーマット設定

発行用データ
アップロード指示

発行条件設定

伝票・帳票発行

各プロセスの主要な内容を表記しています。

アカウント管理

発行管理

契約管理
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伝発名人クラウドご利用の流れ：開 設

サービス利用の契約後、申し込み企業様専用のサイトを開設いたします。
契約日の翌月末までは無料でご利用になれます。

ますは管理者用ダッシュボードにて
ユーザー設定をおこないます。

ユーザーごとに利用権限が設定できます。

権限の設定例

権限コード 権限名 利用権限の内容
1 一般利用 発行のみ
2 管理者 帳票フォーマット登録、発行
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伝発名人クラウドご利用の流れ：設 定 1

①元データソースにある項目を利用する
②集計した項目を利用する（伝票合計等に利用）
③演算項目を利用する（消費税を印字するなどに利用）

設定１．システム設定
基幹システムから受け取るデータレイアウト１つに対して、
１つのシステム（指定伝票、送り状、請求書などのタイプ）を定義します。

対象となるシステムで使用する項目は、次のような
便利な機能によりカンタンに設定できます。

伝発名人クラウドではシステムのテンプレートをご用意しています。
こちらを利用すれば迅速にシステム構築が可能です。
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伝発名人クラウドご利用の流れ：設 定 2

設定2．データソース設定
ホスト（基幹システム）から受け取るデータレイアウトを定義します。
●データソースとしてファイル（固定長、CSV）が利用できます。
●データソースファイルの文字コードは、SJIS、Unicode などが利用できます。

ホストからのデータのインターフェースの決まりはありません。
データソース設定で１レコードのレイアウトを定義します。

またインターフェースが変更になった場合も、帳票フォーマット設定を変更する
必要はなく、データソース設定を変更するだけで対応可能です。

ホスト

伝発名人
クラウド

指定伝票
送り状、荷札

指定請求書

発生一覧表
（明細型）

データ
ソース

データ
ソース

TEXT

データソース
設定

印字データ

帳票フォーマット
設定

発行システム

発生一覧表
（集計型）

伝発名人

伝発名人
クラウド
利用端末
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伝発名人クラウドご利用の流れ：設 定 3

設定3．帳票フォーマット設定
印刷する帳票のレイアウトを定義します。
●登録できる種類の制限はありません。
●連続帳票の設計、印刷も可能です。

帳票のイメージはスキャンしたデータを取り込むことができます

明細行は1行だけの設定でOKです

バーコード、QRコードの
印刷もできます
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伝発名人クラウドご利用の流れ：運 用

伝票・帳票を発行します
発行できるアカウント数（端末）に制限はありません。
●発行用データ（データソース）を伝発名人クラウドにアップロードします。
●（必要であれば）条件を設定して帳票を発行します。
●事前に登録されたプリンタから印刷されますが、発行時にプリンタの変更も可能です。

発行条件を指定したい項目は、
設定画面で変更できます。

発行画面を表示せず、
パラメタで自動発行することも可能です。

プレビュー
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伝発名人クラウドご利用の流れ：管 理

管理者用のダッシュボードで各種管理を行います。
管理者ライセンスのアカウントは、ご契約につき1つ提供されます。
●アカウントの登録、発行枚数の確認、契約内容の確認ができます。

発行枚数はグラフで表示され、月次・累計、アカウント
ごとの発行状況の把握に役立ちます。
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ご利用料金

Lite
ライト

Standard
スタンダード

Enterprise
エンタープライズ

初期登録料 100,000円

発行枚数 年間 24,000枚まで 年間 60,000枚まで 年間 120,000枚まで

管理者端末 1アカウント

利用者端末 アカウント数の制限なし

ご利用料金 月額 10,000円 月額 20,000円 月額 30,000円

税別

①各プランは年間の発行枚数を目安にお選びください。毎月の発行枚数に増減があっても、月額サービス料金が変動する
ことはありません。前年の発行枚数に基づき翌年のプランを更新いただきます。
ただし、次年度までに発行枚数が大幅に超過している場合は、更新前にご契約を変更いただく場合があります。

②ご契約月の翌々月1日からご利用料金が発生します。それまでは試用期間としてご利用いただけます。

③サービスは24時間365日（メンテナンス時間は除く）、問い合わせの受付は平日の9:00から17:00となっております。

④年間120,000枚以上のご利用については、別途ご相談ください。



2月 3月 4月 ・・・ 3月 4月 5月1月
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ご契約について

契約の翌々月1日からご利用料金が発生します
2月に契約した場合、翌々月の4月1日よりサービスご利用料金が発生します。
更新は翌年の3月末まで1年間のご利用枚数に応じて翌年のプランが確定します。

Standard

翌年

試用期間

Standard

★
Standard

を契約 Lite年間の発行枚数が24,000枚以内の場合

年間の発行枚数が60,000枚以内の場合

Enterprise年間の発行枚数が60,000枚超過の場合
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動作環境

※記載の情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は当社Webサイトをご覧ください。

動作OS Windows 10 Pro/Enterprise（32bit/64bit）
Windows 8.1 Pro/Enterprise（32bit/64bit）

ブラウザ Internet Explorer11/10
Edge, Chrome※, FireFox※ ※アドイン必要

プリンタ
上記OSに対応したプリンタ
複写用紙の場合は複写紙用ドットインパクトプリンタが
必要です。（水平給紙／排出プリンタ推奨）
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