
商品 POP作成管理

対応OS：Windows/7/8/8.1/10/Server
https://www.mnj2000.net

羅針盤　顧客管理

Webでも検索！

着信電話で電話に出る前に相手情報が画面に見えるCT I機能搭載！
時代が求めるデータベースマーケティングを実現できる、最先端機能搭載

経済産業省・IT導入補助金・認定対象ツール
中小企業庁・軽減税率補助金・認定対象ツール

流通・リテール専門店経営に欠かせない『CRM』を自動構築できる！
一度の購入客を囲い込み、生産性の高い『一生顧客』づくりに！
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※羅針盤の売上・入金・現金出納帳データを弥生会計へエクスポートすることができます。
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CRMの重要性 （カスタマー・リレーションシップ・マネジメント）
個々のお客様情報をコンピュータ上で簡単に管理していくことができるようになりました。これによって、趣味や年齢などの情報や商品の購

入記録、商品に対する意見や不満などを、全社で一元的に管理することができます。

例えば、問い合わせを受け付けるコールセンターに1度電話して質問なり要求を説明すれば、その後は誰が電話口に出ても状況をすべて

把握していてくれたり、コールセンターで受けた内容を直接の営業担当者が機敏に引き継いで対応してくれる、といった具合です。

このように様々な顧客の情報を一元管理し、個々の顧客に最適な対応を実施することにより、顧客と密接なリレーションシップを構築し、

「顧客にとっての」価値、収益性の高い顧客の定着、企業の収益性向上を図ります。

守りから攻めへ！本当の顧客管理はできていますか？

充実したサポート体制で導入から日々の運用まで徹底サポート

導入前の不安も解消 安心データ変換 操作も安心サポート
ご連絡頂ければ導入前に専門担当者

がお客様のもとへお伺いし、ご依頼内

容の詳細やご希望などをヒアリングさ

せていただいた上で、ご提案いたしま

すのでお気軽にお問合せ下さい。

今までご使用していた大切なお客様

データを、弊社が責任をもって変換を

させていただきますのでご安心くだ

さい。詳細は弊社担当者にお気軽に

お尋ね下さい。

運用操作も羅針盤専門オペレーターが

サポートいたします。羅針盤の操作方

法が不安な方も、リモートサポート機能

で一緒に画面を見ながらサポートする

ので初心者の方にも安心です。

※年間保守加入対象となります。

MNJ・羅針盤シリーズアイコン =ID・POS =総合管理　　=カスタマイズ管理　　=売上管理

新規開拓を中心に失注をおそれず提案既存客を競合店に取られないような提案

得 意 先

CRMの構築で
顧客生涯価値の最大化を求める
“一生顧客づくり”の経営ツール

データでビジネスが変わる！・・・データがビジネスを変える！

仕 入 先
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要素１　本質機能 要素２　表層機能

お客様の期待

満たすと

満たされないと

ポイント

当然受けられると期待する機能

不満足でない

（満足度が高まる訳ではない）

非常に不満足になる

少しでも欠けると満足度が
一気に低下する

当然と思わないが、
あるとうれしい機能

非常に満足

（満足度が高まる）

満足できないだけ

（不満足にならない）

一つ満たすだけで
満足度が高まる
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CS【顧客満足度】向上で顧客から選ばれるお店に！

CSの向上が舵取りのポイントに！（カスタマー・サティスファクション）
一度商品を購入した顧客は、その後一度も顔を見せない人と、常連客になる人とわかれます。少しでも多くの顧客に、何度も購入してもらわない

と事業は成り立ちません。その為にデータベースマーケティングでシステム構築しお客様の多くが、再購入してくれる顧客になるように努力をす

るのです。では、なぜ1回限りの顧客と再購入する顧客とにわかれてしまうのでしょうか。

それを理解する為の重要なコンセプトとして『 足満客顧）noitcafsitaS remotsuC（SC 』があります。羅針盤を活用する事によって顧客の趣味や年

齢、商品の購入履歴、故障サービス状況、商品知識や活用に対する意見や不満などの情報を、全店舗、全社員で情報を共有する事ができます。

こういった情報を、全ての社員が共有する事によって、いつでも顧客に最適な提案や対応をする事ができます。

つまり、全社員が顧客の詳細な情報を得ることによって、お客様とお店との間により強い信頼関係が生まれ、会社も安定して収益を上げることが

できるようになるのです。羅針盤は時代が求めるデータベースマーティングを実現します！

MNJ・羅針盤シリーズアイコン =ID・POS =総合管理　　=カスタマイズ管理　　=売上管理

本質機能

表層機能

・お客様が“当然受けることができる機能”サービスとは考えていないもの

・お客様が“期待していない機能”サービスと考えているもの

地域店にみるCS【顧客満足度】

地域でんき店の場合（例） ポイント

◆商品が故障してもすぐ来てくれる

◆話を親身になって聞いてくれる

◆取付・設置を丁寧にやってくれる

◆売りっぱなしではなくメンテナンスも充実

要素１
本質機能

少しでも欠けると満足度が一気に低下する

     一つ満たすだけで満足度が高まる

★商品保証期間の終了間近に連絡してくれる

★保有状況を把握してくれているので自分に
　あった提案をしてくれる

★過去に商品を購入しているので値引きしてくれる

要素２
表層機能

“本質機能”“表層機能”でもっとも大きなポイントは、表層機能は満たされなくても不満足にはならないのに

対し、本質機能は満たされないと不満足になることがあるということです。

つまり、満足度を高めようとして、顧客が期待していなかったサービスを提供するよりも、まずは、当然受けられる

と期待しているサービスをしっかりと提供して、不満足を減らすように努力するほうが賢明だということなのです。

この両者の違いを十分に意識しないと、お客様の満足度は向上しないのです。

CS【顧客満足度】に関する“二つの要素”



≪羅針盤がインストールされている全てのパソコンに、着信電話情報を一斉に表示させる事も可能です≫　※全国電話番号データはオプションです。
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サーバー機能とW（ダブル）-CTI機能標準搭載！

羅針盤のCTI（Computer Telephony Integrationの略）

サーバー機能とW-CTI機能搭載

こんな経験ありませんか？

CTIとは、コンピュータの機能と電話の機能を連携させたシステムのことです。
羅針盤のCTIは、特に全国電話番号データ (ハローページデータ※) 表示機能を搭載したW-CTI
システムです。個人商店から大企業まで、主にお客様に対して電話で対応しなくてはならない場所、
店舗・事務所・コールセンター・サポートセンターなどで使われています。迅速な対応が求められるため、電
話をしながらすぐさま電話相手のお客様に関連した情報や問い合わせ内容の関連情報を表示させ、迅速か
つ正確な真心対応が可能になります。羅針盤は個人商店から大企業まで、全国で活用され安価な「サーバ
ー機能搭載W-CTIパッケージ」ソフトです。

サーバー機能とW-CTIの流れ 着信電話で電話相手の地図を含むお客様情報が見える！
電話回線２回線契約の場合、お客様Aさんと会話中に、Bさんからの着信も全てのPC（サーバー機能）で表示が可能

羅針盤CTIはサーバー機能搭載なので、電話がかかってきた瞬間

に相手の名前や履歴情報等を、羅針盤を活用しているパソコン全

てに表示させる事ができます。全ての着信記録がデータとして保存

され、更に、着信履歴を最大６０日分表示することもできるので、

店舗閉店後や早朝及び休日にかかってきた着信履歴も即座に確

認する事ができます。

CTIの活用事例 担当者が居ないと、お客様の質問や商品の問い合わせなどに即座に答えられない！

電話と顧客情報を連携することで、誰が電話に出てもこれまでの

お客様の応対履歴をすばやく把握、情報の一元化！

ベテランスタッフであればリピーターや常連のお客様の好みなど

に合わせたコミュニケーションが可能ですが、違うスタッフが対

応してもお客様を満足させられるような気の利いた対応が出来

ないものだろうか？羅針盤ＣＴＩは、お客様とあなたをつなぐ電

話応対をより快適にします。

ＣＴＩ機能を活用し、電話が鳴ると同時にパソコンに表示される

顧客情報を確認しながら、電話対応をすることにより、新人スタッ

フでも電話をかけてきたお客様の「購入履歴」や「好み」などとい

った顧客情報をモニタ画面で確認しながらコミュニケーションが

とれるようになります。

それにより、迅速な対応・より細やかな対応をする事が可能と

なり、結果として顧客満足度の向上に繋がります。

対応・羅針盤：全ての羅針盤シリーズに対応

ナンバーディスプレイ
アダプタ

不 安 心 配

緊 張動 揺

CTI機能により
電話を取る前に
お客様情報表示

お客様

お店側

困ったわ。
いつもの担当者じゃないわ。

どうしましょう…
＊＊＊＊町の

〇△様ですね！

いつもありがとう
ございます！

前回お届けした
商品でよろしい

でしょうか？

ありがとうござい
ました！

CTI導入で客離れの原因を解消！

今日は担当者が休みで
私じゃ内容がわからないなぁ…

どうしよう…

お客様情報表示

各
パ
ソ
コ
ン
端
末
へ

お 客 様

電話のベルが鳴る前に
お客様情報が画面に表示！

W-CTIとは、２種類のＣＴＩ（W-CTI＝顧客CTI受信と・miniCTI受信ログ待受け）機能により羅針盤で日常業務中でも、着信電話で、お客様が見える！

事務所では日常
業務管理に活躍

営業では作業
管理に活躍

店舗では売上業務で
顧客情報の一元化

社内全員で顧客データ共有ができる

お客様デー
タ

〇〇　△△
様

住所 〒＊＊
＊

登録済みお客様着信表示新規着信お客様表示

=ID・POS =総合管理　　=カスタマイズ管理　　=売上管理
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W（ダブル）-CTI機能搭載でGoogleMAPも連動

W（ダブル）-CTI機能搭載で取りこぼしを防ぐ

GoogleMAPとも連動　全国3,900万件の電話番号データとCTI受信システムのドッキングで地図と連動！

W(ダブル)-CTI機能搭載により、お客様受信待ち受け状態はもちろん、お客様台帳で日常作業の編集中でも
受信情報を表示させることができます。

ら減をスロ信着、りよに能機)け受待グロ信受ITCinim・と信受ITC客顧＝ITC-W（ITCの類種２ す事ができます。

羅針盤のCTI機能は、Googleマップとも連動しています。
電話の着信コールがあった瞬間に、相手先の住所を地図情報上で見ることができます。顧客台帳がGoogleMAPと連動！
納品や設置等で現場に向かう際には、スムーズに周辺情報などを確認する事ができます。こうした些細な日常業務の効率化
が、結果的に御社の業務全体の活性化と生産性の効率化と「一生顧客づくり」につながります。
また、羅針盤のCTIは、全国のNTTハローページに登録されている法人・個人約3,900万件のデータベースと連携しているの
で、顧客台帳にお客様登録が無くても電話が掛かってくると瞬時に電話相手先の電話番号(携帯番号含む)住所や名前をディ
スプレイ上に表示し、ワンクリックで顧客登録する事ができます！電話着信時、お客様登録されていない方からの電話コール
や、急ぎの依頼等がスピーディーに対応できる機能となっております。

新規顧客だわ！
すぐに登録
しなくっちゃ

新規登録後は
地図を自動表
示設定にして
おけば常に顧
客台帳と同時に
Google MAPで
お客様宅現地を
確認する事が
できます。

そちらまで
10分程度で伺
えますのでご
安心下さい。

いつも対応が
早くて助かるわ

①店側の活用電話回線が複数の場合も、どの回線に
　掛かったのか自動認識表示される為安心

②お客様からの着信関連情報表示を自動開閉設定
　できるから、わざわざ閉じる手間いらず

③CTI受信画面項目のレイアウトも回線接続PC毎に
　自在に変更可能

～～こんな細やかな設定も～～

対応・羅針盤：全ての羅針盤シリーズに対応

パソコンと電話を介するナンバーディスプレイアダ
プタには、パソコンの電源を落としても、お客様から
の着信コールを着信履歴として30件も記録しておく
ことができます。
例えば、早朝・休日・夜間など営業時間外にお客様
からの着信コールがあった場合でも、パソコンを立
ち上げると受信履歴を自動的に読み込み、最新の情
報に更新し、従業員様が不在のコールでも、確実に
拾い上げることができるのです！

着信内容もコード化で

簡単に着信内容分類を

選択する事が可能に！

顧客マスターが未登録でもCTI＆miniCTI着信で
                                                                Google MAP（地図）と連動！

新規顧客から電話だった為、全国電話番号DB
情報から羅針盤のCTIが相手情報を表示しました

着信があった日付・時

間曜日/お客様の名前や

電話番号も表示

例え

しなく♪
♪♪

～着信～

CTI受信待ち画面▶

=ID・POS =総合管理　　=カスタマイズ管理　　=売上管理
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333

135

顧客台帳顧客検索は《顧客番号・電話番号（下4桁でOK）・フリガナ（部分一致でもOK)・バーコード》から検索可能です

豊富な機能搭載の顧客台帳と7種のサブ台帳

7種のサブ台帳も充実

故障状況の自動表示

羅針盤の顧客台帳はCTIと連動しており、着信時にお客様関連情報表示の「一見性」を重要視。

電話の着信と同時に電話をかけたお客様の地図と、「７種」のサブ台帳が表示されますので、それぞれの詳細な顧客情報を見ながら、お

客様へスムーズな対応ができ、パソコン初心者の方や新入社員でも、お客様へ失礼のない的確な対応ができます。顧客との信頼関係が

生まれ顧客満足度が向上し、お客様から選ばれる「一生顧客づくり」の対応結果が評価され「顧客生涯価値」を高めます。

顧客マスター「一見性」の特徴の例 ⇒ ＲＦＭランク分析結果で転記された「前・現・フリー」の顧客ランク及びRFM値が表示されます。

前ランク／RFM値 → 固定条件で分析結果の前回転記したランクとRFM値です。現ランク／RFM値 → 固定条件で分析結果の現在の転記

ランクとRFM値です。　フリーランク／RFM値 → 固定条件以外のフリー条件で分析結果の転記したランクとRFM値です。

一見性を重要視 ※下図の赤色　　　　囲いは、羅針盤独自の『一見性』重要箇所です。

RFMランク分析値の自動表示
前ランク／RFM値
固定条件で分析した前回の転記ランクとRFM値です

現ランク／RFM値
固定条件で分析した現在の転記ランクとRFM値です

フリーランク／RFM値
固定条件外フリー条件で分析転記したランクとRFM値です

顧客に関する情報を各々のサブ台帳に入力可能です。

顧客台帳と同時に７種のサブ台帳も一緒に表示可能！

◆商品マスター上の故障状

　況で設定した故障パター

　ンを自動表示します。

　＜たとえば以下の場合＞

★1テレビの修理の場合

　テレビ修理の故障状況

★2冷蔵庫修理の場合

　冷蔵庫修理の故障状況

◆故障状況パターンは、

　修理商品ごとに対応した

　故障状況を事前登録で

　自動表示

①Windowsの電卓を起動します。

②明細項目のNET単価、NET金額、粗利金額、粗利

　率、伝票下部の粗利金額、粗利率の表示/非表示

　の切替が可能です。

③伝票に“約束”というキーワードが含まれている

　場合、約束事項／営業情報への未転記防止

　チェック欄です。
　※注：約束事項有りにチェックがされていない場合は、強制自動

　的に約束事項／営業情報の編集ウィンドウが開き、約束事項の未

　転記を防止します。

④約束事項のウィンドウが開きます。

⑤商品保有明細ウィンドウが開きます。

⑥預り修理番号が入力されている場合「修理」を押

　すと預り修理品明細内容が表示されます。

⑦選択された明細行を商品保有明細に転記します。

　商品キーコード登録で指定すれば、自動転記も可

　能です。

⑧取引売上計上前の売掛残高を表示。

⑨選択中の行の商品番号の商品マスターを表示し

　ます。

⑩現在開いている伝票の粗利金額と粗利率を表示

　します。※修理管理は、総合管理・POSシリーズのみとなります。

10種の取引入力画面の特別機能

対応・羅針盤：全ての羅針盤シリーズに対応 =ID・POS =総合管理　　=カスタマイズ管理　　=売上管理
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⑥
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(21/21 件中）

500

117720

117720

2019/06/05

1

1090

C　333

D　143

C　135

ｾﾊﾟﾚｰﾄ型ｴｱｺﾝ室内機 MSZ-ZXV252-W 三菱 2 2017/02/03 1 123,666 133,559 飯塚良枝

乾電池類 R14PU/2S 三菱 2 2017/06/11 2 124 268 篠崎令子

ｺｰﾄﾞﾚｽﾎﾝ VE-GD71DW-S ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 1 2018/01/21 1 21,105 22,793 井上恵子

ﾍｱｶｰﾗｰ EH9021PP ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 1 2018/03/18 4 374 1,616 嶋村慎二

ﾍｱｶｰﾗｰ EH9021PP ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 1 2018/03/18 4 374 1,616 嶋村慎二

ﾌﾟﾘﾝﾀ ・ー複写機用紙 KX-PVMS108L ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 1 2018/04/04 1 2,975 3,213 岡田治

掃除機 BK-200J-PW ﾚｲｺｯﾌﾟ 1 2018/04/29 1 14,871 16,061 嶋村慎一

PC液晶ﾓﾆﾀｰ RDT235WX-S 三菱 1 2018/05/16 1 43,167 46,620 山田孝

K-033PE-PRﾝﾎﾔｲ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 1 2018/05/31 1 500 540 嶋村慎一

ﾒﾝｽﾞｼｪｰﾊﾞｰ ES-LT20-S ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 1 2018/06/01 1 9,720 10,500 嶋村慎二

掃除機 MC-PK14A-A ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 0 2018/07/20 1 14,282 15,425 山田隆子

XL042-LE卓電 ｼｬｰﾌﾟ 0 2018/09/08 1 540 583 飯塚良枝

酒かん器 SK30 ﾃｽｺﾑ 0 2018/10/10 1 2,988 3,227 井上恵子

敷き布団 SS3061(ｼﾝｸﾞﾙ) その他 0 2018/11/06 1 59,111 63,840 山田孝

ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ PC-LS150LS6B NEC 0 2018/12/22 1 82,647 89,260 篠崎令子

ｵｰﾌﾞﾝ電子ﾚﾝｼﾞ NE-J730-G ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 0 2018/12/22 1 51,000 55,080 篠崎令子

ｼﾞｬｰﾎﾟｯﾄﾞ NC-CE-40-C ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 0 2018/12/22 1 12,000 12,960 篠崎令子

空気清浄機 EP-X30 日立 0 2019/01/28 1 25,257 27,278 井上恵子

ﾌﾞﾙｰﾚｲﾚｺｰﾀﾞｰ BDP-F250 ｿﾆｰ 0 2019/02/07 1 23,000 24,840 嶋村慎一

加湿器 HV-P70CX(W) ｼｬｰﾌﾟ 0 2019/03/13 1 21,900 23,652 山田孝

ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ SV-AV100-S ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 0 2019/03/13 1 72,584 78,682 山田孝

加湿器 HV-P70CX(W) ｼｬｰﾌﾟ 1 21,900 23,652

ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ SV-AV100-S ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 1 72,584 78,682

納品後巡回訪問

納品設置

テレビの録画等、

息子さんから訪問希望 TEL

階段の電球 2カ所交換

ご高齢なので、丁寧にわかりやすく説明する

嶋村慎二

澤田由紀子

巡回訪問約束

配達納品業務

2019/03/13

2019/03/14

2019/03/13

2/2 193　取引年月日：2019/03/13　販売担当者：山田孝 117720

❶

❷

❸

❹

❺

❻

03/13

その場でメモできるフリースペース

納品後巡回訪問

納品設置

テレビの録画等、

巡回訪問約束

配達納品業務

2019/03/13

2019/03/14

2019/032019/032019/032019/032019/032019/032019/032019/032019/032019/032019/032019/032019/032019/032019/032019/032019/032019/032019/032019/032019/032019/032019/032019/032019/032019/032019/03/13

ワンクリックで
Google MAPも
一緒に印刷！

6

登録顧客情報が1枚の「訪問カード」に凝縮！

訪問前に顧客情報を必ずチェック
お客様宅に訪問する際、どのようなツールを持っていきますか？商品のカタログ、アプローチブックや見積書などのほか、過去の顧客取引

情報等も持って行きますか？顧客情報とは『氏名や住所、電話番号、直近の取引状況や、購入品・保有商品・保守メンテナンス情報』など、

羅針盤では、顧客情報をＡ4用紙1枚に凝縮して、携帯性に優れた訪問カードを簡単に作ることができる優れものです！

❶訪問順路：訪問コース→順路番号→
中間差込番号→枝番（入力番号受付箇所）

　訪問するエリアやタイミング等によって独自の訪問順路番号を書き込めます。
　例えば、３桁は→訪問コース／４桁は→訪問順路コース／

　３桁は→新規発生顧客訪問順路中間差込番号／２桁は→最終順路枝番　
❷取引状況
　暗号化された取引状況を表示。万一他の人に見られても安心

❸家族情報
　当該顧客の家族構成や情報が表示できる

❹保有情報
　全ての保有履歴の中から最近の案件順や商品順に表示が可能

❺最新取引履歴
　全ての売上履歴から直近の取引内容が表示

❻営業約束事項
　『営業約束事項/営業情報』で入力した情報が最新受付日・予定日・処理日
　の３種類を表示

「お客宅を訪問しきれない」などは
【訪問カード】でお悩み解決です

羅針盤提供の「お得意様カード」に記載されている情報量に注目！

住所、氏名、電話番号、年齢のほか、家族情報（家族氏名、続柄、趣味など）と

いった基本的な項目はもちろん、直近の保有履歴、取引状況（売上明細や入

金明細など）履歴も表示されます。

もちろん、訪問現場で「メモ記入」できるようフリースペースを設けているほ

か、現在の売掛額や期売上額・累計売上額などの取引状況もお客様にわか

らない程度に暗号化して表示されます。

これだけの情報量を瞬時にアウトプットできるのであれば、事前に顧客情報

を調べたり、とりまとめなくても、素早い訪問活動の準備が可能となります。

効率よくお客様宅を訪問

できるように独自の「訪問順路

ナンバー」欄を設けているのも

注目ポイント！

訪問するエリアや時期など

ルール化して番号を書き

込めば、訪問順路もデータで

管理できる優れものです！

お得意様カードの情報に
よると、かなり古い冷蔵庫と
洗濯機を使用しているなぁ。
一緒に提案してみよう！

対応・羅針盤：全ての羅針盤シリーズに対応

田中様いつもあり
がとうございます！
本日、リフォームの
ご提案にお伺いさ
せて頂きます！

よぉし！お得意様カ
ードも印刷したぞ！
これでお客様との過
去の対応履歴もバ
ッチリだ！

メンテナンスも
任せて下さい！
当社が責任を
もってまごころ
対応します！

細かいところま
でよく気づいて
くれたね。
全部まとめてお
願いするよ！

羅針盤で、きめ細かい
お客様管理をしていて
よかったぁ～！

データでビジネスが変わる！

データがビジネスを変える！

～～営業マン　さとう君のある日の営業行動ストーリー！【売れました！】～～

お客様訪問カードの裏側に、
　　R-MAP地図と購入品まで印刷できる訪問カード

=ID・POS =総合管理　　=カスタマイズ管理　　=売上管理
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「見積・受注・売上・預り」の取引伝票作成が簡単！

対応・羅針盤：全ての羅針盤シリーズに対応

各種伝票

お好きなロゴ・担当社員写真
お店写真等に変更も可能！

納品配送伝票に、配達日時の記入ができ便利！

■商品移出・移入伝票（管理用）は、便利です
納品配送等、商品持ち出しの「移出＋移入」伝票が 
印刷され「店舗／倉庫」間、各々の商品在庫明細行に
出庫・入庫が自動記載される。
商品移出・移入カンタン転記処理機能搭載！

取引/売上伝票

取引/売上関連の各種印刷伝票種類（例）

表記以外のオリジナル伝票も作成可能です

●売上伝票+売上伝票控
●納品書+納品書控
●請求書+物品受領書
●領収書+領収書控
●取引明細伝票+取引明細伝票控
●取引明細納品書+物品受領書
●取引明細納品書+領収書
●領収書+領収書(控)&入金伝票

●入金伝票+入金伝票控
●返品伝票+返品伝票控
●返金伝票+返金伝票控
●取引明細･配送伝票
●配送･移出伝票(出庫控)
●配送･移出伝票(入庫控)
●商品移出･移入伝票(管理用)

=ID・POS =総合管理　　=カスタマイズ管理　　=売上管理

お客様に見積書を出すときに…

取引成立したら…取引/売上伝票へ

受注を受けたら…受注伝票へ

修理品を預かった時などは

預り伝票で…

作成できる伝票は4種類ご用意しています。

ワンクリックで見積伝票から受注伝票

更に、取引/売上伝票へ！預り伝票へも変更可！ 見積伝票

受注伝票

預り伝票

取引/売上伝票

売上入力画面
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見積書・請求書発行

対応・羅針盤：全ての羅針盤シリーズに対応

帳票レイアウトを自由に編集できる！

文字を大きく見やすく表示したい

取引先によって自社名を切替たい

締日ごとの請求書が出したい

売上げたその場で請求書を出したい

その悩み、

羅針盤で解決！

「見積・受注・売上・預り」の取引伝票作成が簡単！

=ID・POS =総合管理　　=カスタマイズ管理　　=売上管理

明細見積書明細見積書 小計付き明細見積書小計付き明細見積書

明細請求書明細請求書 小計付き明細請求書小計付き明細請求書

カスタマ伝票（例）カスタマ伝票（例）

グループ（階層）請求書グループ（階層）請求書

見積書の内容が多くても、

明細を一目で把握できます。
複数の見積伝票毎の小計額

が確認できます。

控えがついたA4上下のタイプ

も出力できます。

複数の取引伝票毎の小計額

が確認できます。
大・中・小グループ・明細の４階層の
グループに分けて出力するできます。
※こちらは有料オプションとなります。

請求書の内容が多くても、

明細を一目で把握できます。



項目も充実している商品台帳と７種のサブ台帳

商品台帳   商品マスターから直接、商品発売元HPや商品URLへ詳しい商品情報を取得可能なので商品説明も安心！

セット商品登録の販売もOK！

在庫にリアルタイム連動機能搭載 保守修理品管理機能搭載 商品カタログ/POP作成機能搭載

絶対個別単位商品管理機能搭載 未稼働日数管理 商品移動管理機能搭載

商品の情報は「７種のサブ台帳」を含め、詳細な情報を管理できる！
商品の「販売・仕入」時リアルタイムに在庫が連動しているので、売上を上げると在庫が自動的に増減します。
また、他のソフトには見られない商品カタログ作成機能や、保守修理業務など羅針盤独自の管理機能が搭載さ
れております。

複数の商品台帳(マスター)を「セット商品」として、予め登

録することができます。

そうする事によって、ワンクリックで各売出しセット組合せ

商品伝票を簡単に作成することができます。

在庫は商品毎に管理されるので安心です。

在庫情報はシステム全体がリアルタイム

連動なので、売上及び仕入等が発生すれ

ば即在庫が自動的に増減します！屋内の

社内ネットワークだけではなく本支店間

もリアルタイムで連動する事が可能な、サ

ーバー＆クライアントシステムです！

商品分類ごとに保守修理内容を22項目の

キーコードで組み合わせた故障状況パタ

ーンを設定する事が可能。店舗内で修理内

容の統一呼称をルール化でき作業効率が

アップ。売上関連と連動しているので、過去

の修理内容も簡単に索引が可能です。

商品カタログや価格POPが簡単につくれ

る羅針盤は簡易カタログを印刷する事が

可能です！用途に応じた商品文句を入力

する事ができるので、簡単にオリジナルカ

タログやPOP、価格表を作成する事ができ

ます。

商品は標準的グロス管理の他に、商品の

最小単位の1品ごとの、絶対個別単品管理

を行う事が可能。また商品毎に管理方法の

自由選択が可能です。さらに同一品種・商

品・型番などの仕入先別管理が可能です。

絶対個別単品管理をする事によって、在庫

品の価格変動等に対する粗利率・粗利金

額を把握できます。

選択出庫（例）商品仕入先の、先出し・後出し法
及び、価格・利益額（率）優先選択の出庫等が可能

最終入出庫日から、在庫に変動がない商品

の稼働状況及び未稼働日数を把握する事

が可能です！「死に筋品や不良品」また「商

品陳腐化」なども確認でき「売れ筋商品」も

簡単に認識することができます。

店舗・倉庫間の商品移動を管理する便利な

移出･移入伝票自動作成機能搭載。

複数の店舗を経営する場合、店舗間や倉庫

間の商品移動と商品在庫管理に重宝する

機能です。移動伝票自動作成機能により、

本支店間が離れていても在庫を正確に把

握することが可能です。

商品陳腐化防止管理機能搭載

対応・羅針盤：POSシリーズ・総合管理シリーズ 対応アイコン =ID・POS =総合管理9

地域競合店価格差額対抗

次期新商品が発売済み

34,000 35.3

22,000 35.3



リサイクル管理機能搭載

在庫管理・棚卸を楽に！ピッ・ポッ・パッでカンタン操作！

在庫棚卸作業を簡素化・ハンディターミナル対応

競合店・流通（現金）市場の価格情報比較・管理機能搭載

商品マスター７種のサブ台帳で「競合」は、競合店が発信する価格情報の発信日から、「２

週間以内」の最安値売価情報が商品マスターの「競合市場売価」に表示されます。「流通」

も現金問屋やＷｅｂショップの発信する価格情報の発信日から「２週間以内」の最安値仕

入値が「流通市場買価」欄に自動表示されます。

商品の自店仕入買価と売価とそれぞれの粗利率が自動表示されます。「競合店」やさまざ

まな「流通市場仕入先の価格」を含む情報を比較しながら自店の販売価格と粗利を検討

することで「敵を知り己を知れば、百戦危うからず」 という孫子の兵法に通じる商品台帳機

能のひとつです。この「競合・流通」の管理機能は自店の売価と粗利率を検討するに留まら

ず、積極的にデータを収集管理することで「ランダム統計」による、競合店の価格設定傾向

が見えてきます。競合＆流通情報が仕入先との交渉に役立つ驚きの機能です。　

商品台帳７種のサブ台帳の内、

明細台帳（商品入出在庫明細）

は商品の仕入や売上商品の入出

庫と在庫管理と共に、リサイクル

品の管理も出来る機能が搭載さ

れております。

リサイクル管理はビックな

ビジネスデータとなります！

商品台帳・在庫明細台帳には、次世代先進機能の斬新アイデアが満載です！

複数保管場所管理もOK！ 在庫棚卸情報も一覧表で直接入力

①：仕入品の「指定売価で販売した時の粗利額・率」が自動表示されます。
②：製造元・仕入先等の「HPやURL」へワンタッチで接続され、詳しい商品情報等が取得可能！
③：在庫基準『手持ち数』指定で、不良在庫を防ぐ、更に現在の在庫数・発注数・未入荷数が分かる！

誰でも入力できる簡単操作
商品数が多く、入出庫が頻繁な為現状在庫が把握できないお店や、パソコンデータ上の在庫と、
実際にある在庫数にズレが頻繁に生じる等、在庫管理のお悩みを羅針盤が解決いたします。
在庫の入庫管理や大変な在庫棚卸などは、ハンディターミナルを使用することによって簡単かつ
正確に行う事ができます。
また、ハンディターミナルを使用しなくても在庫棚卸入力画面で実在庫数を直接入力できるので
始めての方でも、在庫を管理することができます。

ミスなく効率的にかんたん３STEP

無線ハンディターミナル※対応・収取データは羅針盤へ自動で転送！

棚卸在庫収集 在庫データ取込み 在庫データ転記

※無線ハンディターミナルはオプションです

業界初

機能

注目機
能

注目機
能

対応・羅針盤：POSシリーズ・総合管理シリーズ 対応アイコン =ID・POS =総合管理 10

複数の店舗･倉庫等、保管場所を一元管理する事が可能。

在庫一覧表や入出庫一覧表(期間指定が可能)も店舗や倉庫等、

保管場所ごとに集計する事もできます。

ハンディターミナルを使用しなくても在庫を簡単に管理！

在庫棚卸入力画面で実在庫数を直接入力出来るので、これか

ら在庫管理を始めようと考えているお店でも、簡単に在庫棚卸

を行う事ができます。

入庫・出庫情報も一覧表で確認できる！

ポッ！ パッ！ピッ！

記



売上分析表

担当者別、商品別、部門別、メーカー別、店舗別で売上分析ができ

ますので、様々な角度からの詳細な分析が可能です。

担当者一人ひとりの月間目標額・年間目標額に対して、達成率や前

年比、粗利額・粗利率なども確認する事ができます。

　※粗利額・粗利率の表示は、商品在庫管理機能付きの総合管理/販売管理・

　　POSシリーズのみとなります。

RFM分析

RFM分析でしか得られない顧客の特性に「羅針盤」独自に重ね付け

したデータで合算して一人一人の顧客について５段階評価のラン

キングを自動作成します。自動作成されたランクは全ての顧客台帳

に一括転記ができます。最良客と休眠客を瞬時に分析し販促効果

の高い結果を出力します。

ABC分析表

売れ筋/主力商品(Ａグループ)、見せ筋/準主力商品(Ｂグループ)、

死に筋商品/非主力商品(Cグループ)をグループ分けし、粗利利益

額と商品回転率から粗利貢献度を一緒に算出します。

ロイヤルカスタマー（顧客生涯価値）分析表

自店舗に対してのロイヤルカスタマーを出力します。

『商品やサービスを繰り返し購入してくれる顧客』や『競合他社の商

品・サービスに浮気をしない顧客』をピックアップします。

用途に応じた様々な分析画面で、伝票の入力結果から商品属性ごとの売上/粗利、販売個数を分析
したり、顧客の売上や販売回数、最新購買日等によりグループ分けするなど、各種分析手法で日常

業務に必要な経営戦略立案の為の分析も強力にサポートします。

売上分析で業務・経営を強力サポート
売上分析とは、経営課題を解決するため現状課題の把握方法です！

対応・羅針盤：全ての羅針盤シリーズに対応

売上分析表

部門分析

商品分類別分析

ランク設定

ランク別円グラフ

ABC分析

パレート図

ロイヤル
カスタマー分析

宛名印刷画面

担当者分析

11 =ID・POS =総合管理　　=カスタマイズ管理　　=売上管理


