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ソリューション全体図
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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。



受発注形態と当社製品の位置づけ
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様々な受注形態に対応する名人シリーズ
取引先の状況に応じ、様々な形態が存在する受注業務は１つのシステムで対応するのは困難です。
名人シリーズには取引先の様々な要望に対応するソリューションがあり、ｉ名人は自社Webサイトの
構築を支援します。FAXや電話受注などの効率化に、取引先への商品情報の提供にも役立ちます。
受注業務のシステム化により、受注時の入力・手配ミスを大幅に削減できます。

取引先環境の違いによる
受発注形態

業界標準

専用システム

ＥＸＣＥＬ

手作業

対応インフラ

業界標準ＥＤＩ

専用ＥＤＩ

Ｅメール

ＦＡＸ

相手Ｗｅｂ

自社Ｗｅｂ

ＴＥＬ

対応するソリューション



便利でシンプルな BtoB Ｗｅｂ受発注

ｉ名人の特徴
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BtoBシステムでは、会社組織・担当者・掛売といった要件への対応はもちろん、業務に必要な機能を
満たし・シンプルで使い易い事が求められます。
ｉ名人（受注システム）は、各種商品検索や在庫情報はもちろん、注文受付や履歴管理、出荷報告などを、
ｉ名人（調達システム）は、見積依頼・回答・内示から、発注・納期回答・出荷報告・検収確認機能など
を標準で備えています。
色・サイズ別管理やブランド・カテゴリによる検索機能が充実した色サイズ拡張版もご用意しています。

商品確認 注文 在庫確認

得意先

見積 受注管理 納品

仕入先

受注システム
調達システム

基幹システム

色サイズ拡張版

取
引
先担

当
者 納

入
先

各種条件設定



スマートフォン・タブレットに標準対応

ｉ名人の特徴
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レスポンシブWebデザインを採用。

インターネットでやり取りする受発注業務の充実した機能を
スマートフォン、タブレットでもそのまま利用できます。

ｉ名人は受発注業務に必要な機能を標準でパッケージ化しております。
商品画像の表示方法や項目名の変更などは、パラメタの設定ですぐ変更できます。

さらに自社特有の処理や画面デザインなど、必要に応じカスタマイズも可能です。

標準
利用

設定
変更

カスタ
マイズ

カスタマイズにも対応



受注システムの概要と機能一覧
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ログイン 商品検索機能

・商品検索
・おすすめ商品
・売れ筋商品
・マイカタログ

一括発注機能

・一括入力
・発注データ

アップロード

カート

注文履歴

受注管理

ホスト連携

得意先機能 自社機能受注システム

受注
データ

基幹システム

納期回答入力

出荷日入力

出荷日
データ

納期回答
データ

機能一覧(得意先側)

商品検索 ご注文履歴

お勧め商品 一括発注入力

マイカタログ データDL(商品情報･注文履歴)

売れ筋商品 データUL(発注情報)

機能一覧(自社側) ★管理者のみ

受注管理 環境設定★(ユーザーID管理)

ログ参照

マスタセットアップ



受注システム 基幹連携インターフェース
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受注データ
納期回答データ
出荷日データ

基幹システムと連携するインターフェースを標準でご提供

基幹システム
受注システム

マスタ一覧

商品 得意先別商品別単価 大分類

単価 得意先担当者 中分類

在庫 自社担当者 小分類

得意先 商品補足 分類A

得意先別納品先 単位 分類B

得意先別商品 倉庫

データ一覧

受注

納期回答

出荷日

各種マスタ

※「色サイズ拡張版」はカラー、サイズ、商品別カラーサイズマスタあり



ｉ名人受注システム 画面イメージ
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商品検索 条件入力画面(得意先画面)

キーワード・分類による検索が可能です。

商品検索 一覧画面(得意先画面)

商品画像・在庫数(数量or曖昧表示)・
販売単価(得意先毎)表示機能がございます。

気に入った商品やよく注文する商品は
マイカタログとして保存することも可能です。



ｉ名人受注システム 画面イメージ
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一括発注入力画面※(得意先画面)

注文商品の一括入力機能および
CSVアップロードによる一括発注が可能です。

ご注文履歴画面(得意先画面)

ご注文状況の納期や出荷確定日の
状況照会確認ができます。

また再度同じ注文をすることも可能です。

※注)「色サイズ拡張版」にはありません



ｉ名人受注システム色サイズ拡張版 画面イメージ
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カテゴリ検索画面(得意先画面)

ブランド・カテゴリから検索して選択可能です。

商品検索 選択画面※(得意先画面)

商品一覧画面より商品選択後、
色・サイズごとに注文数量を選択可能です。

※注)単価・在庫管理区分が「品番・単価区分・カラー・サイズ単位」
の場合のみ



基幹システム

調達システムの概要と機能一覧
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ログイン 内示一覧

内示入力

見積一覧

見積依頼入力

受発注一覧

発注入力

検収入力

納品検収一覧

内示
データ

見積依頼
データ

発注
データ

検収
データ

見積回答

納期回答

納品入力

ホスト連携

仕入先機能 自社機能調達システム

機能一覧(仕入先側)

内示一覧 データDL(発注情報･検収情報)

見積回答・見積一覧 データUL(納品情報)

納期回答・受注一覧

納品入力・納品検収一覧

機能一覧(自社側) ★管理者のみ

内示入力・内示一覧 ログ参照

見積入力・見積一覧 マスタセットアップ

発注入力・発注一覧 環境設定★(ユーザーID管理)

検収入力・納品検収一覧



調達システム 基幹連携インターフェース
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基幹システムと連携するインターフェースを標準でご提供

各種マスタ
内示データ

見積依頼データ

発注データ

検収データ

内示データ

見積回答データ

納期回答データ
納品データ

調達システム
基幹システム

マスタ一覧

商品 大分類 単位

単価 中分類

仕入先 小分類

納品先 分類A

自社担当者 分類B

仕入先担当者 商品補足

データ一覧

内示

見積依頼(見積回答)

発注(納期回答)

検収(納品)



ｉ名人調達システム 画面イメージ
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内示一覧画面(仕入先画面)

大口注文など仕入先側へ生産依頼予定として
事前に内示情報の共有が可能です。

見積回答一覧画面(仕入先画面)

仕入先への見積依頼と仕入先からの依頼に対する
見積回答を一覧にて確認可能です。



i名人調達システム 画面イメージ
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受注一覧画面(仕入先画面)

仕入先側で受注内容の確認及び
受注データCSVのダウンロードができます。

納品検収一覧画面(仕入先画面)

納品データ一括アップロード機能から
検収確認までしていただけます。

仕入先側では検収結果の
CSVダウンロードも可能です。



メール送信機能
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得意先、仕入先、自社担当者へメールでお知らせする機能が用意されています。
大切な情報を逃すことなく、必要に応じて迅速な対応がおこなえます。

注文確認（→得意先）
注文確認（→自社担当者）
納期回答
納期回答変更
納期回答削除

見積依頼／見積依頼取消（→仕入先）
見積回答／見積回答拒否／見積回答取消（→自社担当者）
再見積依頼（ →仕入先）
見積再回答（ →自社担当者）
発注依頼／発注依頼取消（ →仕入先）
再発注依頼（ →仕入先）
納品／納品訂正／納品取消（ →自社担当者）
検収結果／検収結果訂正／検収結果取消（ →仕入先）
アップロード（ →仕入先、成功・一部成功・エラー）

受注システム

調達システム



スマートデバイス対応
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受注システム
商品検索（得意先側）

受注システム
カート（得意先側）

受注システム
ログイン画面

受注システム
メニュー画面

商品検索
分類検索（通常、分類Ａ、分類Ｂ）
発注処理
注文履歴
得意先検索（自社側のみ）
得意先電話帳（自社側のみ）

ｉ名人はレスポンシブWebデザインを採用しており、iPhoneやAndroid端末で
最適な画面表示がおこなえます（受注システム）。

対
応
画
面



導入事例
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(1)休日明けの受注処理のスピード化
今までは、休日の間に送信された
FAXの内容を一つひとつ確認しなが
ら出荷の段取りをとっていた。
WebシステムではPC操作一つで出荷
指示を出すことができ、そのスピー
ドと利便性の高さは革命的。

(2)デリバリー時間が確定できる
アナログ作業の場合、受注を受けて
も業務時間内に出荷の段取りをとれ
ないこともあった。
タイムリーに処理するWebシステム
では、発注した時点でその商品がい
つ店舗に納品されるか確定できる。

(3)モバイル端末の活用
この１、２年のスマートフォンをは
じめとするモバイル端末の急速な普
及は、Webシステムのさらなる拡大
につながった。
店舗では接客しながら在庫確認を行
うことで、来店客の問い合わせやご
要望に即答でき、
また、当社営業担当の提案活動にも
大きな効果を発揮している。



導入事例
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i名人は様々な業種に導入事例がございます。
ユーザー業種 システム概要 対象商品

製造業

合成樹脂加工機器製造 標準的な受注システム 受注システム

空調機器製造 モバイルＰＣ（40台）からＷｅｂで受注入力／在庫照会に活用、基幹システムとの連携 受注システム

工作機器製造 協力工場への発注、バーコード発行・検品機能と連携 調達システム

プラスチック製品製造 営業マンへの問合せをＷｅｂ化したシステム 受注システム

輸送機器製造 パンフレット・販促物配布のための社内受注システム 受注システム

医薬品製造 生産工程進捗状況照会 個別開発

繊維製造 外注先へ加工指図システム 調達システム

タオル製造 外注先へ加工指図システム 調達システム

玩具製造 標準的な受注システム 調達システム

流通業

衣料用品卸 海外受注先との輸出入情報交換システム 個別開発

玩具卸 標準的な受注システム。画像拡大機能付き 受注システム

食品卸（チェーン本部） 預かり在庫の公開システム 受注システム

生花卸 先取り（予約）システム 受注システム

履物卸 標準的な受注システム 受注システム

医薬品卸 同業数社による共同発注システム 調達システム

非鉄金属卸 海外受注先からの受注システム 受注システム

水周り部品卸 標準的な受注システムに、受注内容を担当営業所に振り分けＦＡＸ連絡をする機能を付加 受注システム

ボランタリーチェーン本部 会員店・メーカー・本部間の受発注取次ぎシステム 受注システム

飲食チェーン 店舗から本部への食材発注システム 受注システム

印刷業 印刷業 仕入先への発注、納期確認システム 調達システム

運輸業 ３ＰＬ運輸倉庫業 アパレル在庫を荷主に公開、流通加工・出荷指示の入力を荷主側で行える 個別開発

官公庁
官公庁 部門ごとの物品調達システム 受注システム

商工会議所 会員同士の取引マッチングシステム 個別開発



動作環境
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■動作環境
動作ＯＳ Windows Server 2019 / 2022 、Red Hat Enterprise Linux 9

Ｗｅｂサーバ

データベース

ブラウザ

Apache 2.4

PostgreSQL 13 / 14

■PC
Edge （IEモードは対象外） / Chrome / Firefox
■スマートフォン
Safari / Chrome

PHP 8.1.6以降

Firewall DMZ

DBサーバ 基幹システム

Webサーバ

Postgre
SQL

外部公開用サーバでｉ名人の
アプリケーション格納場所。
クラウドOSやデータセンターへの
設置も可能。

ｉ名人のデータベース格納場所。
基幹連携が必要な場合は
同一LAN上に設置、
クラウドOSやデータセンター
設置の際はVPN構築などにより
基幹とデータ連携できるよう
ネットワーク構築が必要。

外部ネットワーク(インターネット)

内部ネットワーク(自社内)



製品価格
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ｉ名人 受注システム 640,000円 対得意先 ユーザー数無制限

ｉ名人 受注システム 色サイズ拡張版 680,000円 対得意先 色サイズ拡張機能あり ユーザー数無制限

2,880,000円

3,060,000円

品 名 1年ライセンス 備 考5年ライセンス

ｉ名人 調達システム 640,000円 対仕入先 ユーザー数無制限2,880,000円

（保守料含む、税別）

※サーバーやネットワークなどの環境は含んでおりません。
※別途導入作業（有償）が必要となります。
※カスタマイズ料は要件確定後御見積します。



ｉ名人デモサイト
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i名人デモサイトURL
https://www.usknet.com/services/i-meijin/demosite/



東京:TEL 03-6661-1210 大阪:06-6228-1383
https://www.usknet.com/ meijin@usknet.co.jp
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