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EDI対応 送り状、荷札発行システム

資料№ SS-53-23



ソリューション全体図

2

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。



送り状発行業務における課題 １
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出荷前の作業 □ 出荷後の作業

送り状の発行業務を効率化したい。

１．手書きによる送り状発行

時間

２．送り状発行システム（手入力）

３．送り状発行システム（ホスト連携による自動発行）

４．送り状レスシステム（運送会社ごとに導入）

送り状発行方法の進化

理 想 ２，３，４を１つのシステムでさらに効率化したい



送り状発行業務における課題 ２
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□ 出荷前の作業 出荷後の作業

荷物問合せの対応工数を削減したい。

理 想 自社で問合せ番号を管理し、検索可能にしたい

問合せ

現状

送り状を探す Ｗｅｂ検索 回答
お客様から
問合せ。

対象となる送り状を探し出し、
問合せ番号を調べる。

運送会社のWebサイトで荷物配送
状況を検索し、お客様に回答する。

理想

問合せ 送り状検索 Ｗｅｂ検索 回答

お客様注文番号で送り状の
問合せ番号を検索する。



求められる送り状発行システム
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エントリ発行 ホスト連携 送り状レス 問合せ機能

EDI対応 送り状、荷札発行システム

様々な発行形態に対応 業務効率化を支援



送り状名人の特徴
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送り状の様々な発行形態に対応します
キーボードから入力して送り状、荷札を発行するほか、出荷指示書などのバーコードを読み取り発行する
こともできます。また、データを基幹システムから受け取るバッチ発行にも対応しています。

基幹システムと連携できます

複数の運送会社の送り状レスに対応します

荷物問合せ番号を自社で採番し､運送会社と共有できます

基幹システムや物流システムと連携し、発行時間の短縮や入力ミスを防止できます。
また、発行済みデータのＣＳＶ出力も可能で、分析に役立ちます。

複数の運送会社とのＥＤＩに対応しますので、運送会社ごとに送り状レスシステムを導入する必要はありません。

送り状の問合せ番号を自社で管理できますので、荷物配送状況の確認、問合せにスピーディに対応できます。

納品書・ピッキングリスト一体型送り状ラベルに対応
出荷現場で苦労する作業のひとつが送り状・ピッキングリスト・納品書のカルタ取り作業。“送り状名人”ならその
ようなお悩みも一発で解決！各運送会社のピッキングリスト・納品書一体型送り状ラベルに対応できます。



システム全体概要
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運送会社

納品書

自社基幹システム
又は

荷主企業システム

バーコードリーダー

エントリ発行
（データ訂正）

バッチ発行

ホストデータ出力

バーコードリーダー
による発行

送り状 レス
（荷札ラベル発行）

送り状 発行
（送り状・荷札発行）

出荷済データＣＳＶ出力

出荷確認書一覧

送り状データ参照
（問合せ番号検索）

各種マスタ

送り状
データ

着店マスタ

Ａ運送会社

Ｂ運送会社

出荷済データ

荷物問合せ
ホームページ

送信
プログラム

運送会社に合わせて
個別開発

荷合わせオプション
（データ手動統合機能）

運送会社マスタ
出荷先マスタ
荷主マスタ
郵便番号マスタ
着店マスタ

運送会社マスタ
出荷先マスタ
荷主マスタ

送り状データ

問合せ番号データ

データ
変換

納品書



機能紹介 < 日次業務 >
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送り状・荷札発行
①バッチ発行
②エントリ発行
③バーコードリーダ発行

送り状データ照会
（問合せ番号検索）

運送会社送信データ出力

出荷確認書印刷

各種マスタ

送り状データ

運送会社

着店マスタ

Ａ運送会社

Ｂ運送会社

送り状データ取込

ホストデータ出力

基幹システム

荷物問合せ
ホームページ

◆機能一覧
・送り状・荷札発行
・前後処理設定
・送り状データ取込
・運送会社送信データ出力
・ﾎｽﾄﾃﾞｰﾀ出力
・出荷確認書印刷
・送り状データ照会
・荷合わせオプション

（データ統合機能）など

運送会社の仕様に
合わせて送信

荷合わせオプション
（データ統合機能）



機能紹介 < 導入準備 >

9

各種マスタの取り込み機能をご提供

運送会社マスタ 問合せ番号範囲・送り状発行形態などを登録

荷主マスタ 自社（発送元）の基本情報などを登録

備考マスタ 摘要欄に記載する内容（よく利用する）を登録

帳票定義 運送会社ごとの送り状レイアウトを登録

送信データ定義 運送会社ごとのデータ送信レイアウトを登録

出荷先マスタ 基幹システムから出力される
データレイアウトを設定

基幹システム

出荷先マスタ
取り込み定義

出荷先マスタ
取 り 込 み

出荷先マスタ

着店マスタ 運送会社から提供される
着店コードを登録、
変換機能で取込定義

運送会社より
マスタを受領

マ ス タ
取 り 込 み

郵便番号マスタ 郵便局のWEBサイトから
CSVをダウンロードし取込
（ダウンロードは手動）

郵便局Ｗｅｂサイト

郵便番号マスタ
取 り 込 み

郵便番号マスタ

出荷先マスタはホストから、着店マスタは運送会社から、郵便番号は郵便局からデータを取り込めます。

着店コード
マスタ各運送会社

営業所止めマスタ 運送会社から提供される
営業所マスタを登録、
変換機能で取込定義

運送会社より
マスタを受領

マ ス タ
取 り 込 み 営業所止め

マスタ各運送会社

着店管理マスタ 複数の運送会社コードに紐づく着店コードマスタを一括管理

C S Vファイル
ダ ウ ン ロ ー ド



営業所止め発行
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発行時点での営業所止めの指示にも対応
発行画面で営業所止めにチェックを入れることで営業所の選択が可能になりました。



個口一括修正
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一覧画面での個口一括修正にも対応
発行予定データを1件ずつ開いての個口修正ではなく、
①対象にチェック ＞ ②個口数訂正 ＞ ③選択データ登録 で個口の一括訂正が可能になりました。



画面サンプル < バッチ発行 >
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基幹システムからデータを受け取り、
送り状・荷札を発行します。
この時、データを修正することも可能です。



画面サンプル < エントリ発行 >
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送り状名人側で登録、発行する際の画面です。備考項目のマスタ化、
郵便番号検索など、発行の現場で要求される機能が充実しています。

レイアウト
の異なる荷
札も同時に
発行が可能



対象の件名が表示されますので、印刷指示を行います。

出荷指図書

画面サンプル < バーコードリーダー発行 >

14

出荷指示書の出荷指示番号をバーコードでスキャンし、送り状データを
呼び出して発行することができます。



画面サンプル < データマッピング >
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基幹システムからデータを取り込む際の変換設定や、
各運送会社向けの送信用データの変換設定がおこなえます。

下記の種類のデータを処理できます

・固定長テキスト
・ＣＳＶテキスト
・Excelファイル
・OLE DB、ODBC接続

Oracle
SQL Server
ACCESS
MySQL
PostgreSQL
ODBCドライバ接続可能なデータ



画面サンプル < 問合せ番号照会 >
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自社で問合せ番号を管理できますので、配送状況の確認が迅速に行えます。

お客様 迅速な問合せ対応

運送会社のＷｅｂサイト
配送状況紹介



出荷先への問合せ番号自動メール送信機能
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出荷確定時に「問合せ番号」を自動でメール送信する事で、
①お客様からの荷物問合せの対応工数を更に削減したい。
②顧客サービスの向上につなげたい。

送り状 レス
（荷札ラベル発行）

送り状 発行
（送り状・荷札発行）

出荷済データＣＳＶ出力

送り状
データ

出荷先

1. 出荷済ＣＳＶデータから運送会社・出荷先情報を確認
2. 運送会社マスタで運送会社の貨物追跡ＵＲＬを参照
3. 出荷先マスタで出荷先メールアドレスを参照
4. （別マスタからメールアドレス参照も可能）
5. Ａｕｔｏメール名人にて各種情報を参照しながらメー

ル情報を作成
6. 出荷先にメール送信

(メール本文の一例)

商品出荷完了のお知らせ
・・・・・・・・・・・・・・・・
▼商品の配送状況確認
http://usknet.co.jp/web/okurijosearch.okurijoNo=123456789

お客様荷物問合せ
０件を目指しませんか？

問合せ番号
メール送信フロー

運送会社
マスタ

出荷先
マスタ

※１：NTTコミュニケーションズが提供しているインターネットＦＡＸサービス

BizFAX※１と連携し、
FAXに送ることも
可能です

お客様自身でメールの
貨物追跡ＵＲＬを
クリックして運送会社のＷｅｂ
サイトで
配送状況を照会する



一体型送り状発行に対応！

ピッキングリスト・納品書一体型送り状ラベルに対応！
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日本郵便一体型送り状

佐川急便一体型送り状



画面サンプル < 荷合わせオプション >
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同一届け先の配送情報を集約し、同梱した荷物の送り状が発行できます。
送り状の削減により『運賃コストの削減』が可能です。

※親データの個口数変更が可能です。

※詳細画面でその他のデータ修正が可能です。

親データに子データを紐づけることでデータを集約します。

例) ピッキング前に配送情報を集約し、送り状発行
ピッキング後に配送情報を集約し、送り状再発行など

※データ集約後、解除することも可能です。



送り状名人による荷合わせ運用イメージ
（事前荷合わせ、事後荷合わせパターン）
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基幹システム
受注情報

物流
出荷指示

1ﾊﾞｯﾁ

2ﾊﾞｯﾁ

3ﾊﾞｯﾁ

ﾋﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄ

「送り状データ照会」で出荷指
示情報を届け先名順に並び替え、
同梱荷合わせ（同送）可能な先
があるかを照会し、対象のピッ
キングリストを取り出す

A社
A社

同じ届け先の荷物に
子荷物として紐付登
録して荷合わせ登録

A社の追加ピッキング
（事後荷合わせ）

A社

A社の同梱
荷合わせ

A社分のピッキング
A社分の同梱・荷合わせ

（事前荷合わせ）

「送り状データ照会」で追加同
梱荷合わせ（同送）可能な同じ
届け先の有無を確認し、対象の
ピッキングリストを取り出し

同じ届け先の荷物の複数出荷
指図を親子紐付登録して荷合
わせ登録し１件分の送り状を
発行

A社分
送り状ラベル

同じ届け先の荷物に子荷
物として紐付登録して荷
合わせ登録

ﾋﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄ

ﾋﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄ

「送り状データ照会」で追加同
梱荷合わせ（同送）可能な同じ
届け先の有無を確認し、対象の
ピッキングリストを取り出し

A社
A社

A社の追加ピッキング
（事後荷合わせ）

A社

A社
A社



画面サンプル < 出荷先マスタ登録 >
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基幹システムなどから出荷先マスタを、固定長テキスト、ＣＳＶ形式で
取り込むことができます。

※出荷先住所が特殊着店コードの場合は当マスタに登録することで対応可能です。



画面サンプル < 運送会社マスタ登録 >
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運送会社ごとに使用する送り状、荷札、問合せ番号の採番範囲、
データ送信の有無などを登録します。



製品価格

23

送り状名人 基本ソフトパッケージ 200,000円 送り状名人基本パッケージ

（保守料含む、税別）

荷合わせオプション 32,000円 荷合わせ用オプション

ソフトウェア価格

900,000円

144,000円

品 名 1年ライセンス 備 考5年ライセンス

運送会社モジュール 100,000円 運送会社1社毎に必要 ※各便種ラベル、データ連携を含む

（税別）運送会社モジュール価格

ー

品 名 買取ライセンス 備 考期間ライセンス

※サポート関連費用は別途必要となります。

※運送会社モジュールにはその時点で開発済みの便種・ラベル・伝送データレイアウトのみ含まれます。
ご希望の便種・ラベル・伝送データレイアウトが開発済みかは、別途担当営業までご確認ください。

※別途運送会社サポート・ラベルサポートをご契約いただくことで、その時点では運送会社モジュールに
含まれない定義も追加開発しライブラリに含めてご提供します。
但し、追加開発してからのご提供となりますので、納期については別途担当営業までご相談ください。

※ライブラリとして開発できるのは、運送会社標準の仕様に限ります。
お客様独自ラベル等の要件につきましては、別途担当営業までご相談ください。



動作環境
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動作ＯＳ

Windows 11 Pro/Enterprise（64bit）
Windows 10 Pro/Enterprise（32bit/64bit）
Windows 8.1 Pro/Enterprise（32bit/64bit）
Windows Server 2022 Standard
Windows Server 2019 Standard
Windows Server 2016 Standard
Windows Server 2012 R2 Standard
※64bitOSは、Intel64、AMD64に対応。IA64は不可。

ドットプリンタ
（送り状発行用） 各OSに対応したプリンタ ※複写枚数、用紙長の確認が必要

ラベルプリンタ
（荷札発行用）

サトー ： スキャントロニクスシリーズ、レスプリシリーズ、SceaTaシリーズ、
イシダ ： ＢＰ4000シリーズ、Ｌ１０００シリーズ
ブラザー ： MFC-J6000CDWシリーズ
その他プリンタ ： 対応可非について事前にご相談ください

通信機器 運送会社指定の通信手順に則った機器

その他 SQL Server 2014以降必須（SQL Server 2014 Express SP3 を製品ディスクに同梱）
.NET Framework 4.5以降必須
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