
対応・羅針盤：全ての羅針盤シリーズに対応

売上管理・商品管理で集計の種類が充実！

売上/入金及びポイント集計
日常計上する伝票の「○月度・取扱部門・取扱店」及

び「○年月日～○年月日」など指定期間内の売上・売

掛（クレジット売掛を含む）・入金・発行／利用ポイン

ト数」及び各種集計高の表示一覧表の印刷が可能。

集計結果から日々の売上・入金・売掛など伝票毎、明

細行毎に確認が可能。「指定期間内の粗利率や粗利

額」なども確認可能。担当者別の全ての、売上・売掛･

入金･粗利率･粗利額も表示及び印刷ができます。

売掛一覧から一括請求書と明細請求書の発行が可能。

更に、顧客別・担当者別･地区別･締日別等で売掛小計

を確認、表示印刷が可能。通常の請求書以外に、合計

請求書なども印刷ができます。クレジット会社への振

替売上計上及びクレジット売掛金入金の管理は、「クレ

ジット管理」にお任せ下さい。「○月度・○年月日～○

年月日」など指定期間内クレジット売上の振替計上・入

金集計で集計日残高表示印刷ができます。

日常取引の、売上／売掛（クレ取引を含む）・入金／
出金高や発注・仕入・未入荷品金額高及び、買掛・
支払・未払残高さらに、増減する発行済みポイント
高等を集計し、集計日の全店舗と支店毎の集計結
果に、市販の財務ソフトなど定型の「貸借仕訳表記
付き」で表示した、「売上一覧集計・振替日計表」を
出力できます。取扱店舗を指定して集計した場合、
日計表を閉じた時に本部納金額を羅針盤の「簡易
現金出納帳」に自動転記することもできます。

財務仕訳付き振替日計表を出力できる！

任意に指定した日付で在庫集計を出力する事ができます。

在庫金額（集計の計算方法）は、

①起伝単価     ②ＮＥＴ単価

③仕入単価     ④平均仕入単価

４種類から選択でき、それぞれの計算方法で、在庫金額

を自動算出、表示、出力印刷ができます。

また、店舗別・保管場所別に在庫を管理できるので多店

舗経営の場合でもすぐに在庫の情報を把握できます。

商品/入出庫集計 ※

売上一覧集計（財務仕訳付振替）日計表

売掛金（クレジット売掛金含む）集計

商品/在庫集計  ※

※在庫集計は、総合管理・POSシリーズのみとなります

商品マスターの在庫明細に記録されているデータ

を集計。集計条件は「○月度・○年月日～○年月日」

の期間指定と「商品分類別・店舗別・保管場所別｣。 

商品入出庫・リサイクル品の入出庫・店舗間の入出

庫一覧と現在の在庫数の表示印刷が可能です。

店舗・保管場所毎の在庫の流れをすぐに把握する

事ができます。

※在庫集計は、総合管理・POSシリーズのみとなります
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13 対応・羅針盤：全ての羅針盤シリーズに対応

羅針盤のお勧め便利機能①

商品分類別や部門別・販売担当者別など16種類の小計付き売上集計を出力する事が可能です。

16種類の小計付き売上集計結果から、更に条件の絞り込みが可能で、より詳細に集計結果を出力

できます。検索は期間指定で、「○年○月○日～○年○月○日付で指定できるので数年間のデータ

を表示し見る事がきます。結果を宛名シールやハガキ・CSVに出力が可能なので、データを自由に

有効活用ができます。

小計付き売上集計も充実の１６種類！更に多重・多彩な条件指定集計も！

返品伝票から売上伝票を自動的に作成！

定型小計付き売上集計
小計付き売上集計条件指定画面

販売した時には売掛売上だったけど、後日「クレジット売上に変更したい」こんな場合でも、返品

伝票を作成と同時に新規売上伝票を作成できるので何度も伝票を作成する手間を省けます！

販売区分を変更し伝票を自動作成

お勧め
機能

その③

さらなる条件絞込指定小計付き売上集計画面

売上時の粗利を確実に把握！
売上計上時に希望する粗利率を入力すると、その商品の販売単価、粗利金額を自動算出表示す

る事ができます。また商品毎に粗利率を手入力出来るので、例えば、小物商品の仕入NETを設

定していない、あるいは在庫の陳腐化で、現況の仕入値が分からない場合など、売上時に仮設

定値(粗利率･粗利額)を入力し、売上に対するNETを自動算出表示する事ができます。常に原価

と売価、粗利率と粗利額を意識させ生産性に寄与するシステムです！

粗利率から単価を決める！

定型小計付き売上集計機能

赤黒伝票自動作成機能

ここがポイント！
・顧客別
・販売担当者別
・地区別
・地区担当者別
・売上区分別
・分類担当者別
・取扱店別
・取扱部門別

･商品見出し別
・商品分類別
・商品明細別
・メーカー別
・地区商品別
・月別
・日別
・郵便番号別ソートは３パターン

オペレーターの伝票を作成

する手間を少しでも省けるよ

うにサポートする機能となっ

ています。

様々な販売体系に対応する

事ができます。

ここがポイント！お勧め
機能

その②

売上伝票作成時のNET設定・表示機能

商品マスターにNET金額が登録さ

れていない場合、仕入れ値などの

情報を販売時点入力が可能。明細

行ごとの粗利のほか、伝票全体の

粗利額、率も自動表示されるので、

自店にとって必要な粗利率に照ら

して、値付けの調整ができます！　

ここがポイント！

お勧め
機能

その①

売上伝票画面

=ID・POS =総合管理　　=カスタマイズ管理　　=売上管理
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請求書・見積書・タッ

クシール・商品移動
出庫伝票

葉書（縦/横）

名刺・社員証

）

社員証

対応・羅針盤：全ての羅針盤シリーズに対応

羅針盤のお勧め便利機能②

用途に合わせてた２パターンの条件検索機能を搭載！
羅針盤の条件検索は２種類あります。一般の標準的な条件検索の他、条件絞込み検索や条件

否定及び肯定検索等の多重、多彩に検索が可能な２パターンの条件検索が可能です。検索

対象項目は顧客台帳の全項目とさらに、サブ台帳の全項目です。

検索結果から宛名シールやハガキ（縦書き・横書き）を印刷する事も可能です。

１日売れた分だけの「発注引当伝票」自動作成機能！
羅針盤は売れた分だけの「商品発注引当伝票」を自動で作成する自動発注引当伝票作成機能」

を搭載。

自動作成される発注引当伝票は、作成された段階では「発注予定伝票」という位置付になり、

管理者様が、商品台帳に指示された、基準在庫数内の「発注商品・数量・単価・発注先等」の

発注引当伝票に記載内容の正否確認後、ワンクリックで発注伝票として作成する事ができます。

標準条件検索画面１ 絞込検索や条件肯・否定検索等の多重検索画面２

発注引当伝票作成画面

発注引当伝票選択作成画面

次世代先進機能の例：自動発注終了後、自動的に「仕入引当伝票」ができ、発注後商品の「入荷数・入荷額＝仕入額・買掛額」さらに「未入荷数・未入荷額」などの集計等もできます！

お勧め
機能

その④

A5タイプからA4タイプへの
レイアウト変更も可能です！

門井町3-24-47

門井町 3-24-47
4

メディアネットワークジャパン株式会社
　本社
　　〒115-0053　東京都北区赤羽台3-1-19
　　TEL　03-3906-3561
　MNJサポートセンター
　　〒361-0044　埼玉県行田市門井町3-24-47

　　TEL　048-553-0077　FAX　048-553-0088

伝票名の変更
文字体
　サイズ変更

店舗ロゴ

表示行の変更
ポイント表示

お店オリジナルの伝票作成が可能！
パッケージソフトで出力する伝票は、ほとんど形式が固定されている伝票が多いものです。羅針

盤は多くの会社・店舗様にご活用して頂けるように、伝票のレイアウトをカスタマイズ（変更）で

きます！“店舗のロゴ”“コマーシャルメッセージ”“透かし印鑑”など、様々なオリジナル伝票を作

成する事ができるので、お客様に店舗独自のアピールが可能です！

条件検索機能

自動発注引当伝票  自動作成される、発注引当伝票を『確認・指示』だけで、発注業務完了

多彩な絞込み多重検索が可能な検

索機能を搭載！自由自在に条件を組

み合わせて結果を表示出力する事が

できます。肯・否定検索では、○○の

中から××を除く又は△△を保持し

ている、といったような検索が可能な

ので“より条件を絞り込んだ”ヒット率

の高い販促が可能となります。

ここがポイント！

今日Ａという商品を１個売ったとし

ます。売れた商品に限っては自動発

注引当伝票を作ることができます。

『基準在庫数より在庫が減ると発注

引当伝票が自動的に作られるシス

テム』となります。基準在庫数を超え

る数量は、伝票作成されないので管

理者様も安心です。

ここがポイント！

お勧め
機能

その⑤

管理
者

安心
機能

カスタマイズ伝票 これは便利です！

ここがポイント！
ユーザー様に大好評のオリジナル

伝票作成機能！これは便利です！

『伝票を編集したいけれど難しそう』

など、パソコンが不慣れな方も、弊

社MNJお客様サポートセンターの

専門スタッフと画面を見ながら一

緒に作成できるので安心です！

※ご要望に応じて有償で承ります

先進
機能

お勧め
機能

その⑥

変更可能帳票

=ID・POS =総合管理　　=カスタマイズ管理　　=売上管理



対応・羅針盤：全ての羅針盤シリーズに対応

0000000000015

朝の業務開始の『予定表』と業務終了時の『営業日報』を社員別に即確認OK!
お客様との日常発生する「約束事」をデータベース化したのが「業務予定／営業日報」機能です。

営業日報項目は『残務』・『日報』・『予定』という３つの事項に整理してあります。

お客様との当日の約束事項が時系列に表示されるだけでなく、翌日の予定や遂行できなかった業務

内容も業務残務として自動表示されます。

営業日報集計画面

羅針盤のお勧め便利機能③

お勧め
機能

その⑧

顧客毎にPDFファイルや画像等を格納するフォルダを自動作成

各社員毎にシステム開示権限のパスワード割り振りが可能！

今までのソフトでは管理が難しかった、PDFファイルや画像ファイル、動画やCADファイル等、

多種多様なファイルを管理できる、お客様情報の『見える化』を実現しました。

例えば、商品を設置した箇所や、リフォームのビフォー・アフターの写真もカンタンに管理でき

ます！

社員様一人一人にID/パスワードを付与する事ができ、付与したID/パスワードに権限レベルの

設定ができます。パスワード権限により、日常データの入出力や集計/分析ができる権限、さらに

データの編集が可能な権限など、細かな設定も可能なので強固なセキュリティーを実現します。

顧客のフォルダを自動作成

細かくパスワード管理

細かく設定が可能！

権限レベル 操作内容

全ての操作を許可

データの編集・追加・削除・
追加を許可

データの参照のみ許可
データ入力や印刷は不可

プログラムの起動を禁止

１

２

３

４

お勧め
機能

その⑨

15

顧客毎のフォルダを自動作成

強固なセキュリティ

ここがポイント！

ここがポイント！

今までのソフトのほとんどは、文字

のみの管理方法でしたが、近年は

画像や動画等も管理する事が多く

なりました。

羅針盤では、ワンタッチで該当顧

客のフォルダを自動で作成できる

ので、多種のファイルを一元管理

する事ができます！

権限付与可能項目（例）

・各マスター

・集計関連

・商品関連

・現金出納帳

・DM発行

・各キーコード類

・売上関連

・分析関連

・発注仕入

・在庫関連

・棚卸関連

・初期設定類

先進
機能

48

営業日報管理  朝の業務開始時に、前日までの残務と今日の業務予定が、業務終了時提出で業務日報に

お買上時、取引伝票の明細行に『約束事項』を入力可能

ここがポイント！
営業日報はお客様との日常発生

する約束事項（例⇒修理依頼・訪

問約束、納品取付配達設置などの

約束事）また商品の保証期間･定

期メンテナンス等、様々な用途で

活用する事が可能！

今までの手書の予定表や日報も

羅針盤で時系列に業務の管理を

する事ができます！

お勧め
機能

その⑦

=ID・POS =総合管理　　=カスタマイズ管理　　=売上管理

管理
者

安心
機能



対応・羅針盤：全ての羅針盤シリーズに対応

0000000000015

羅針盤のお勧め便利機能④

住居・地区・職業・お客様担当者等の入れ替えもワンタッチ

DM発信後やチラシ発送後のアフターフォローが重要！

廃家電品も商品マスターの『保有情報』で管理が可能です！

例えば『社員が退社した為、地区・営業担当の変更など、違う担当者に一括で変換したい』

こんな時などに大活躍する機能です。全ての顧客を一件ずつ修正するのは時間も手間も掛かりま

す。羅針盤では、顧客の情報を一括で変更し、変換する機能を搭載しているので時間も手間も

取らせません！

現在では、多くの店舗でDM（サンキューレターやチラシ情報等）を発信しています。

しかし、DMを送付した後はどのような管理をしていますか？DMを送ったお客様は把握でき

ていますか？DMを見て購入したお客様にサンキューレターやメール等を送っていますか？

羅針盤では、DM発送情報等をお客様の営業台帳に一斉に追加登録可能で、アフター

フォローもカンタンに行う事ができます！

「先日、新しくテレビを購入して頂いたけど、リサイクルで廃棄したテレビの廃棄情報は

“顧客管理情報”として、削除したくないしどうしよう・・・？」お任せ下さい！

羅針盤では、保有情報欄に『検索対象外の商品チェック欄』や『保有情報画面に表示させ

ないチェック欄』を設けているので『廃家電済み顧客保有商品情報管理』も可能です！

変更する条件を指定
ワンタッチで一括変更

情報を入力して一括登録 一括登録後の画面

保有情報

お勧め
機能

その⑩

お勧め
機能

その⑫
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お勧め
機能

その⑪

顧客台帳のキーコード入替もカンタンに一括変換が可能！

DM発信先の『発信済み』情報を保存！その後のフォローも的確に追跡可能！

リサイクル・廃家電品の『安心管理』機能搭載

ここがポイント！

ここがポイント！

ここがポイント！

ＣＲＭ構築で、顧客データが増え

ると大変なのが、顧客データの修

正や変更です。時間を掛ければデ

ータの修正や変更はできますがと

ても大変です。

顧客データの項目変更/変換も一

括でできる羅針盤がお手伝い致

します。

流通リテール業や地域家電店様

に必要不可欠な要素“アフターフ

ォロー”。お客様のCSを高める為

には、コツコツとデータベースを

構築しましょう！アフターフォロー

も万全な店舗体制に！

顧客生涯価値を高める経営を提案

リサイクル廃家電品で引き揚げた

商品情報の管理は、多くの店舗で

課題になっていました。

“保有情報が多すぎて廃棄済み品

の消込が大変”“廃棄したのに保

有情報画面に表示されて見づらい”

等の不満を、チェック欄にチェック

を入れるだけで解決できます！

先進
機能

先進
機能

先進
機能

=ID・POS =総合管理　　=カスタマイズ管理　　=売上管理



1.面倒な伝票入力もバーコードリーダで簡単入力
2.フリ客と顧客指定売上の、次世代ID-POS売上が可能
3.経費等の現金出し入れは現金出納帳へ自動転記
4.領収書・クレジット明細書・預り金も即座にレシート発行
5.売上・返品・返金・宛名入りレシート等の印字履歴参照可能
6.売上を上げた商品在庫は、リアルタイムに連動
7.伝票入力と同時に在庫が自動的に増減
8.売れた商品だけの自動発注引当伝票と仕入買掛帳の
自動作成（入荷・未入荷品管理も可能）で、仕入買掛
   管理が確実・安心、無理・無駄なく・業務効率化システム
9.社内LAN及び離れた地点の店舗間をそれぞれVPN・
    LANシステムで運用も可能

析分・計集庫 在客 顧

今まで
即座に顧客情報に反映されない！
 別のパソコンで顧客管理をしている
 ので入力が面倒くさい。

導入後
 誰に売ったか・誰が買ったか
 売上情報をリアルタイムで更新！

導入後
 全店の在庫がリアルタイム連動！
 セット商品や店舗間自動商品移動機
 能搭載！もうお客様を待たせません。

導入後
 集計・分析の情報はリアルタイムに見
 る事ができるので、意思決定が格段に
 早まります！

今まで
在庫管理と連動していないから、
 お客様から問い合わせがあった場合
 お客様を待たせてしまう事が多い。

今まで
顧客・売上・商品・在庫が連動されて
 いない為、データ出力までに時間が
 かかり、とにかく効率がわるい！

ドロアー開閉 金種確認作業ドロアー開閉ログ記録

羅針盤でドロアーを開

けるためには、“担当者”

“相手先”“摘要”項目を

入力しないと開けること

ができません！

安全性を最優先した

システムとなっており

ます！

※開閉内容を予めコード

　登録する事もできます。

お札・コインはもち

ろん、小切手・金券・

お店独自に発行し

ている商品券や、商

店街の商品券等に

も対応！

いつ・誰が・どんな理

由でドロアーを開け

たかをログとして記

録します。

ドロアーの開閉回数

や、ドロアーを開けな

くても現在までの入

金合計・出勤合計・

レジ残高も確認する

事ができます。

17 対応・羅針盤：POSシリーズ 対応アイコン =ID・POS

次世代パソコンID-POSシステム（販売時点情報管理）のご提案

羅針盤がお勧めする『次世代・先進機能搭載の“ID-POS”システムとは？』
ID-POSとは、ID（人物等の特定に用いられる識別符号）付きのPOSシステムです。
従来POSデータが「何が(What)、いつ(When)、いくつ(How many)、いくらで(How much)売れたのか」を意味する情
報でしたが、ここに「誰に(売れたのか)＝誰が(買ったのか)」という情報が追加されると「ID-POS」になるわけです。
ID-POS実現の為に羅針盤では、パソコンにPOS機器を連動させ、より本格的に、そして安価にデータベースマーケティ
ングを実現できるようになりました。初めての方でもミスが無く簡単に細やかな売上・在庫管理が可能です！面倒な伝票
入力や在庫管理などもバーコードリーダでカンタン入力！入力データ情報は、顧客・売上・商品・在庫など全てのデータ
ベースにリアルタイムに連動するから確実・安全・安心です！

羅針盤ID-POSレジ機能

パソコンID-POSでどう変わる？

積極的な次世代店舗運営と経営のシステム管理の実現へ！

ID-POSデータはリアルタイムに連動するので管理体制が飛躍的に向上！

管理者
安心機能

管理者
安心機能

管理者
安心機能

　ﾒﾃﾞｨｱﾈｯﾄﾜｰｸｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

　2019/04/23　00:00:00

----------------＜金種明細＞----------------

　10,000　　　　　　     10   　　　    ￥100,000

　担当者　篠崎令子

　　 金種   　　　　　     枚数　　　　　　　   金額　

　現　金　　　　　　　　　　　　　  ￥10,000

　        50　　　　　　        7   　　　　       ￥350

　      500　　　　　　       4  　　　　      ￥2,000 

　　金券　　　　　　       5   　　　　     ￥2,500

　小切手　　　　　　       1   　　　　￥100,000

　商品券　　　　　　       6   　　　　     ￥3,000

　   5,000　　　　　　       5   　　　　  ￥25,000

　   2,000　　　　　　       1   　　　　    ￥2,000

　   1,000　　　　　　       8   　　　　    ￥8,000

　          1　　　　　　     20   　　　　           ￥20

　        10　　　　　　     10   　　　　        ￥100

　      100　　　　　　     10   　　　　    ￥1,000

　ﾒﾃﾞｨｱﾈｯﾄﾜｰｸｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

　日付：2019/04/23　　　　印刷：2019/04/23　00:00:00

--------------------＜ドロア開閉ログ＞--------------------

　　10:16　本日つり銭受入　　　　　100,000　　　  0

　　  時刻　   摘要　　　　　　　　　　　　入金　　　出金

　　　入金合計　　出金合計　　差引残高　　  開閉回数

　　　　　   No.　1 山田孝

　　　　　　担当　　

　　10:17　現金売上：レジ小物　　　   58,269　　      0
　　　　　   No.　2 嶋村慎一
　　10:17　現金売上：伝票売上金　　   72,129　    　  0
　　　　　   No.　3 岡田治
　　10:18　売掛入金　　　　　　　　283,957　　　  0
　　　　　   No.　7 篠崎令子
　　10:19　電気代　　　　　　　　　　　　0　  25,000
　　　　　   No.　7 篠崎令子 
　　10:19　ガス代　　　　　　　　　　　　0　　5,000
　　　　　   No.　1 山田孝

　　　  514,355　　    30,000　　  484,355　　 　　9   回 レシートプリンターからの
印字も可能！



18

羅針盤・次世代ID-POSならPOS以外の機能も充実！

 　 使い慣れているパソコンでID-POS操作！
　　羅針盤ID-POSはファンクションキー対応だから、現在ご使用

　　のパソコンでもカンタンにID-POSを始めることができます！

  タッチパネルだから、スタッフが使いやすい！
タッチパネル方式の為、直感で操作することができます。

店頭にもコンパクトに設置ができるので非常にお勧めです。

カスタマ
ディスプレイも
一体型だから
コンパクトで
設置に場所を
取らなくて
便利です！

対応・羅針盤：POSシリーズ 対応アイコン =ID・POS

パソコンID-POSチェックポイント

 使い慣れているパソコン

ユーザー特典などのポイントを発行している場合、レシートの下段に現在のポイント数を印字する事も可能です。

領収書 クレジット取引明細書 預かり書 返品/返金処理書 保証書
対応印刷用紙：感熱紙 80ｍｍ

対応プリンタ：EPSON/POSIFLEX

※ポイント印字無しも可能です。
※ポイント・クレジットの

　印字無しも可能です。
※ポイント印字無しも可能です。 ※ポイント印字無しも可能です。

※領収書は横向き印刷です。

※保証書印字の設定も可能です。

画像レイアウト編集可能

　レジNo：2

画像レイアウト編集可能 画像レイアウト編集可能 画像レイアウト編集可能 画像レイアウト編集可能

対応印刷用紙：感熱紙 80ｍｍ

対応プリンタ：EPSON/POSIFLEX

対応印刷用紙：感熱紙 80ｍｍ

対応プリンタ：EPSON/POSIFLEX

対応印刷用紙：感熱紙 80ｍｍ

対応プリンタ：EPSON/POSIFLEX

対応印刷用紙：感熱紙 80ｍｍ

対応プリンタ：EPSON/POSIFLEX

S操作！
現在ご使用

ことができます！

タッチ

店頭に

カスタ
ディスプレイ
一体型
コンパ
設置に
取らな
便利で

現在使用している
パソコンに周辺機器を
繋げるだけで簡単に
パソコンID-POSを
始められます！

お店に合ったID-POSを選択できます

18

もコンパクトに設置ができるので非常にお勧めです。

プレイも
だから
クトで
場所を

対応アイコン =ID・POS

業界初！店間移動商品の

自動処理機能を搭載！

ピッ！

先進機能

　　商品にバーコードがない！無形の商

品（作業等）も商品管理したい！羅針盤な

らインストアバーコード

を印刷することが

できます。

バーコード読込

リアルタイムに在庫連動 レシート発行 伝票発行

レシート印字種類

先進機能 インストアバーコード

□ □

￥12,600（税込）

AB-123456
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4



19 対応・羅針盤：全ての羅針盤シリーズに対応

ネットワークシステム（LANタイプ）

社内全体でリアルタイムにお客様情報を共有しデータを把握
作業効率の向上に、ネットワーク版もご用意しております。

LANネットワークシステム

羅針盤がインストールされている、
どのパソコンでも最新情報のデータ閲覧が可能

各々のパソコンから入力ができるので
データ入力作業の分散化が可能

売掛・請求・入金状況及び商品管理も正確かつ
効率的に管理でき、キャッシュフロー向上に貢献

全端末の集計、分析はもちろん各設置場所
ごとの集計、分析も正確に把握

時間短縮、業務プロセスの効率化、
一元管理する事で高効率化が実現

顧客管理・見積テンプレートなど会社全体で活用
上記記載のこれらの様々なデータ作成をひとつのデータベースで一元管理。
会社の全てのパソコンからデータベースへアクセスし活用することによって
時間短縮、業務プロセスの効率化、生産性の向上に寄与、ミスの減少など
有益な効果が見込めます。

①

②

③

④

⑤

複数台からの入力でタイムロスを削減 入力データを一元管理！

帳票出力もそれぞれのPCから！ バックアップも簡単！










サーバー機

















複数のパソコンで同時入

力できるので、一人の担

当者にかかる負担を分散

できます。他の人が入力

や閲覧をしていても自分

のパソコンから入力・集

計する事ができるので、タ

イムロスを削減でき、業務

の効率化と生産性の向上

に寄与します。

それぞれのパソコン

で入力したデータを、

サーバーで一元管理

できますので常に最

新のデータを共有で

き、スピーディーな対

応が行えますので、必

要なデータを必要な

時に確認する事がで

きます。

パソコンはいまや一人に一台があ

たりまえですが、プリンターなどの

周辺装置はそうはいきません。

ＬＡＮ環境を整備すれば一台の

プリンター等の周辺機器を、全て

のパソコンから利用することがで

きます。限られた設置場所を有効

に活用でき、環境コストを下げら

れます。

プリンターが繋がっているパソコ

ンが空くまで待っているなんて無

駄はなくなります。

羅針盤では簡単バック

アップ機能を搭載。

また、曜日指定や、月指

定でもバックアップも行

う事ができるので、環境

移行の時や、不慮の事

故の時も簡単に素早く

リストア(復元)する事が

できます。

羅針盤は各クライアントでもバックアップが可能！

サーバー機で
バックアップ

顧   客
データ

売  上
データ

自動保存自動保存



パソコンA パソコンB パソコンC パソコンD







一台のプリンター
を全てのパソコン
から利用可能！

サーバーで一元管理 サーバーで一元管理

２階・事務所

１階・レジカウンター

３階・会議室

=ID・POS =総合管理　　=カスタマイズ管理　　=売上管理

商品販売部門
POSレジを使用し、
キャッシュ＆フロー
を正確に管理

販 促 部 門
集計・分析したデータ
を基に販売促進戦略
を立てますデータ管理部門

販売部門等で蓄積し
たデータを多角的に
集計・分析



20対応・羅針盤：全ての羅針盤シリーズに対応

ネットワークシステム（VPNタイプ）

仮想専用線で本支店間も安全・安心・安価にデータを共有
全店舗のデータを羅針盤でカンタンに一元管理

VPNネットワークシステム
拠点間を専用線のように接続し、のぞき見や改ざんなどの不正アクセスを防ぎ、安全な通信を

可能にする技術を“VPN”(Virtual Private Network)といいます。 

VPN を使うと何ができるのでしょうか。基本的には、専用線で出来たことが可能となります。

しかし、専用線と違いインターネット網を使用することにより、大幅に費用を抑えることができます。 

また、現在ではインターネット回線の普及に伴い、モバイルパソコンや自宅等から、会社等のLANにリモートア

クセスする用途などがあります。これを応用すると、外出先で資料を忘れた場合でも、会社のコンピュータにリ

モートアクセスを行い、資料のファイルを見る事や取る事ができ、ファイル共有等も、遠隔地同士で行う事も可

能となります。

=ID・POS =総合管理　　=カスタマイズ管理　　=売上管理

遠隔地でもデータをリアルタイムに管理

複数の保管場所・店舗の在庫を一元管理！

VPNの最大のメリットと言えば、なんと言っても離れた店舗同士

でも、社内ネットワーク(LANタイプ)と同様に、複数のパソコンか

ら同時入力、検索、閲覧ができるというところです。

リアルタイム管理なので、お客様が支店で購入した商品をすぐ本

店や本部で確認する事も可能です。

　※例：東京本店で入力→沖縄支店で表示印刷

店舗別の売上・入金・発注・仕入、集計・分析もすぐに実行できる

ので作業の効率化が図れます。

保管場所の在庫移動も、それぞれの保管場所の在庫を確認

しながら出庫できるので間違いが起こりにくくなります。

自店出庫以外の場合、自動的に商品移動伝票作成機能も搭

載しているので、商品だけが店舗間移動される管理漏れが

無くなります。

更に、複数店舗で保管場所が１ヶ所の場合等の特殊なパタ

ーンにも対応できるようになっております。

V P N 回 線
A社・B社間の仮想専用トンネル

VPN（Virtual Private Network）

A社 B社

店舗間商品移動

店舗間商品移動店舗間商品移動

店舗間商品移動

倉庫

出庫 出庫

出庫

離れている店舗間で
データの共有

インターネット網

インターネット網

店舗１ 店舗３

店舗４店舗２

在庫情報がリアルタイムに連動





22対応・羅針盤：各種羅針盤シリーズに対応

豊富な印刷種類！

A４白紙に対応

=ID・POS =総合管理　　=カスタマイズ管理　　=売上管理

商品移動出庫/入庫添付伝票 タックシール 社員証

※帳票レイアウト編集可能タイプ（POS・総合のみ）

対応印刷用紙：A4白紙
タンリプトッェジクンイ：  タンリプ応対

　　　　　　：レーザープリンタ

対応印刷用紙：A4タイプ（標準）
タンリプトッェジクンイ：  タンリプ応対

　　　　　　：レーザープリンタ
※帳票レイアウト可能タイプ
　お好きな面数で作成可能

対応印刷用紙：名刺印刷用紙
タンリプトッェジクンイ：  タンリプ応対

　　　　　　：レーザープリンタ
※帳票レイアウト可能タイプ

会員証
対応印刷用紙：名刺印刷用紙

タンリプトッェジクンイ：  タンリプ応対
　　　　　　：レーザープリンタ
※帳票レイアウト可能タイプ

CTI 

CTI受信ログ

台帳

顧客台帳

顧客台帳地図

顧客台帳拡張/メモ/画像

顧客台帳家族

顧客台帳保有

顧客台帳営業約束

顧客台帳見込

顧客一覧表

顧客訪問カード

顧客関連

顧客関連地図

顧客関連拡張/メモ/画像

顧客関連家族

顧客関連一覧表

商品台帳

JANシール印刷

商品拡張/メモ/画像

流通店情報

競合店情報

カタログ

POP

保守一覧表

修理品明細+修理品明細控

修理作業明細+修理依頼書

商品一覧表

発注台帳

発注台帳地図

発注台帳拡張/メモ/画像

発注台帳約束

発注一覧表

クレジット台帳

クレジット台帳地図

クレジット台帳拡張/メモ/

画像

クレジット明細一覧表

クレジット一覧表

社員台帳

社員台帳地図

社員台帳拡張/メモ/画像

社員台帳家族

社員一覧表

店舗台帳

店舗台帳地図

店舗台帳拡張/メモ/画像

店舗台帳社員一覧

店舗別予定販売実績一覧表

店舗一覧表

売上

納品書+受領書

納品書+領収書

納品書+納品書控

売上伝票+売上控

明細伝票+明細控

請求書+受領書

納品+納品控+請求+受領

領収書+入金伝票

入金伝票+入金控

返品伝票+返品控

返金伝票+返金控

納品書+領収書(ヒサゴ)

納品書+納品書控(ヒサゴ)

売上伝票+売上控(ヒサゴ)

明細伝票+明細控(ヒサゴ)

請求書+受領書(ヒサゴ)

納品+納品控+請求+受領(ヒサゴ)

領収証+領収証控(ヒサゴ)

領収証+入金伝票(ヒサゴ)

入金伝票+入金控(ヒサゴ)

返品伝票+返品控(ヒサゴ)

返金伝票+返金控(ヒサゴ)

納品書+受領書(ヒサゴ)

納品控+請求書(ヒサゴ)

納品+受領+納品控+請求(ヒサゴ)

カスタマイズ伝票

発注・仕入

発注書+発注書控

支払伝票+支払控

返品伝票+返品控

入金伝票+入金控

修理依頼+修理依頼控

発注書+発注書控(ヒサゴ)

支払伝票+支払控(ヒサゴ)

返品伝票+返品控(ヒサゴ)

入金伝票+入金控(ヒサゴ)

修理依頼+修理依頼控(ヒサゴ)

入庫伝票+入庫控(仕入)

支払伝票+支払控(仕入)

返品伝票+返品控(仕入)

入金伝票+入金控(仕入)

移動伝票+受領書(仕入)

移動(控)+管理票(仕入)

発注伝票集計

発注明細集計

仕入明細集計

仕入分類別集計

未入荷集計

仕入支払伝票集計

仕入支払明細集計

仕入買掛集計

発注削除伝票一覧表

自動発注引当一覧表

商品

入庫一覧表

担当者別入庫一覧表

出庫一覧表

担当者別出庫一覧表

入出庫一覧表

リサイクル一覧表

担当者別リサイクル一覧表

在庫一覧表

棚卸一覧表

修理削除伝票一覧表

商品移動出庫/入庫伝票

初期在庫開始残数一覧表

日報集計

売上伝票集計

売上明細行集計

売上分類別集計

入金伝票集計

入金明細行集計

入金分類別集計

売掛一覧表

合計請求書

明細請求書

売上振替日計表

競合市場/流通市場

競合店別集計

流通店別集計

クレジット

クレジット振替集計

クレジット入金集計

クレジット残高集計

月別売上一覧表

日別売上一覧表

郵便番号別売上一覧表

営業日報

予定明細

日報明細

残務明細

その他

簡易現金出納帳

データベース検査結果一覧

削除マスター一覧表

削除伝票一覧表

競合流通情報削除一覧表

各基本キーコード一覧

商品キーコード一覧

発注キーコード一覧

売掛開始残高一覧

買掛開始残高一覧

テンプレート伝票

テンプレート伝票一覧

ポイント設定一覧

ヤマト運輸

佐川急便

西濃運輸

郵パック

ユーザー様指定運輸会社

ハードコピー(Print Screen機能)

商品キーコード入替一覧表

顧客会員証

社員名刺

社員証

宛名ラベル

はがき

売上分析

担当者別売上実績表

商品別売上実績表

部門別売上実績表

メーカー別売上総括表

店舗別売上対比表

RFM分析結果一覧表

RFM分析各チャート関連

ABC分析

ABC分析各チャート関連

条件検索/条件検索2

検索条件表(条件検索)

条件検索結果一覧表(条件検索)

検索条件表(条件検索2)

条件検索結果一覧表(条件検索2)

顧客関連条件検索結果一覧表

クレジット条件検索結果一覧表

社員条件検索一覧表

店舗条件検索一覧表

売上小計

顧客別売上一覧表

販売担当者別売上一覧表

地区別売上一覧表

地区担当者別売上一覧表

売上区分別売上一覧表

分類別売上一覧表

取扱店別売上一覧表

取扱部門別売上一覧表

商品見出し別売上一覧表

商品分類別売上一覧表

商品明細別売上一覧表

メーカー別売上一覧表

地区別商品別売上一覧表

※赤字は総合管理・POSシリーズのみの機能となります

出力可能帳票一覧



発注マスター登録

半角20文字

半角40文字

有効桁数15桁

有効桁数15桁

有効桁数15桁

半角20文字 自動計算表示

自動連番/不可入力

年間保守サポート

￥８９８，０００

￥７９８，０００

￥６９８，０００

￥６４８，０００

￥５９８，０００

￥４９８，０００

羅針盤総合/販売管理ProPOS
デラックス（軽減税率対象POS）

￥３４８，０００

￥２９８，０００

￥７９８，０００

￥６９８，０００

￥５９８，０００

￥５４８，０００

￥４９８，０００

￥３９８，０００

￥２４８，０００

￥１９８，０００

LAN版スタンドアロン版

羅針盤総合/販売管理ProPOS
スタンダード（軽減税率対象POS）

羅針盤総合/販売管理ProPOS

羅針盤カスタマイズ管理ProPOS

羅針盤売上管理ProPOS

羅針盤総合/販売管理Pro

羅針盤カスタマイズ管理Pro

羅針盤売上管理Pro

お客様が求める安心・快適なソリューションライフを実現するシステムインテグレータ

■本社
　〒115-0053　東京都北区赤羽台3-1-19　綿貫ビル2F
　TEL：03-3906-3561
■MNJお客様サポートセンター・企画・営業本部
　〒361-0044　埼玉県行田市門井町3-24-47
　TEL：048-553-0077　FAX：048-553-0088
　E-Mail：support@mnj2000.net
　Website：https://www.mnj2000.net

●製品の内容及び仕様は、改良の為予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

追加ライセンス
同一事業所内で複数のパソコンに導入されている場合に、御社プロテクトNo登録済みのライセンスを追
加販売いたします。
追加ライセンスをご注文の場合は、導入済みの羅針盤種類等や追加ライセンス台数により、価格が変動す
る場合がありますので、詳しくは弊社サポートセンター又は、御社専任担当者までお問い合わせ下さい。

※全て税別価格です。　※上記商品代には付属機器等の値段は含まれておりません。

※各羅針盤の年間保守サポートは1年間の自動更新となります。

羅
針
盤
の
プ
ロ
に

お
任
せ
下
さ
い
！

01R12

動作環境 データ件数※3

主要項目入力桁数

顧客管理

商品管理

必要OS

推奨CPU能力

メモリ

ハードディスク

ディスクドライブ

プリンタ

ディスプレイ

セット品/テンプレート登録

商品分類件数

売上情報

各キーコード

顧客番号

顧客名

顧客名2

フリガナ

代表者名

電話番号

FAX

携帯番号

商品番号

バーコード

発売元

メーカー

商品分類

生年月日

郵便番号

県郡市区

町名番地

ビル名等

インターネット

E-Mail

備考メモ

型番

定価

売価

NET/原価

未稼働日数

マウス/キーボード

ネットワーク

顧客登録件数

商品登録件数

発注/仕入先登録件数

店舗/社員登録件数

Microsoft Windows/7/8/8.1/10 32bit/64bit

1GHz以上

Windows 10

空き容量300MB以上※1

CD-ROMドライブ必須

日本語OSに対応したプリンタ

解像度：1024×768以上必須

日本語OSに対応したマウス/キーボード

社内LAN通信速度100Mbs以上※2

Windows 8/8.1

Windows 7

1GHz以上（2GB以上推奨）

1GHz以上（2GB以上推奨）

1GHz以上（2GB以上推奨）

※1：全国電話番号データをインストールする場合は更に1.5GB以上の空き容量が必要です。

※2：サーバークライアントの場合は1000Mbs推奨となります。

※3：データ件数は、PCハードディスクの使用領域によります。

◎インターネットに接続できる環境での運用を推奨します。

◎拠点間サーバークライアントはサーバーマシン環境が必要となる場合があります。

◎羅針盤を10台以上でご利用希望の場合はお問い合わせ下さい。

無制限

無制限

無制限

無制限

無制限

無制限

無制限

無制限

半角30/全角15文字

半角30/全角15文字

半角16/全角8文字

半角30/全角15文字

半角16文字

半角16文字

半角16文字

西=8桁・和=年号+6桁

半角7文字

自動選択

半角30/全角15文字

半角30/全角15文字

半角50文字

半角128文字

半角30/全角15文字

自動連番/入力不可

半角13文字

償無プッアンョジーバトーポサ隔遠せわ合い問お・導指作操

24時間FAX受付 24時間E-Mail受付 消費税改正対応

※年間保守サポート契約は必須契約となります。

専門でんき店も推奨する顧客総合管理ソフト
店列系菱三）売混（店列系クッニソナパ店列系芝東 全メーカー対応

有限会社T様（愛知県）

本店・支店の２店舗間でネットワークを構築。

VPNで八潮店のサーバー機に、データを一元

化するネットワークを構築！

今後は羅針盤を駆使し、長年蓄積した顧客情

報も生かしながら経営力を高めたいと思い

ます。

修理依頼の着信電話が掛かってきたとき、依

頼者関連の情報が瞬時に一目でどのメーカー

の、どの商品が故障で、修理にどの部品が必要

なのか判断できる。同店の営業マンは、顧客情

報の共有でデータをチェックし太陽光やオー

ル電化提案に役立てています。

パパママ店から年商２億突破へ。

「羅針盤」で家業から企業に飛躍！

羅針盤はデータベースマーケティング手法で

徹底分析するから、普通のソフトの倍以上の

情報を入力できる。ここまで店の立場に立った

仕組みはない。

FC本部の販促企画に工夫をプラス！

『羅針盤』の検索能力を”経営の鉾“に最大限に

生かしています。

サーバー1台とクライアント端末4台を使い分

けて、従業員全員が活用して、『羅針盤』をフル

運用しています！

株式会社T電氣様（埼玉県） 株式会社K電器様（京都府） 株式会社D電器様（高知県）

カタログだけでは不安…　そんなときはご安心下さい！

製品に関するお問い合わせ先は、MNJお客様サポートセンターへ

羅針盤導入に関するご相談承ります！

弊社専門スタッフがお客様の元へデモ実演機を持っ
てお伺い致します。現状の悩みや、ご希望内容の詳細
をヒアリングした上でお客様に合ったご提案を致しま
すのでご安心下さい。カタログだけでは心配という方
はお気軽にご連絡下さい！

■■弊社ホームページでも詳細をご覧いただけます。まずは下記へアクセス！■■

https://www.mnj2000.net

受付時間　10：00~17：00（土・日・祝祭日および弊社休業日を除く）

お問い合わせ　03-3906-3561

上記URLで羅針盤を疑似操作することができます。お試しください。
導入事例や羅針盤各種の詳細情報なども上記URLよりご覧いただけます。

操作上で分からないことがあれば
羅針盤専門スタッフが活用方法
などを親切にサポートいたします。

遠隔サポート機能により操作上の
不明な点や万が一のトラブル発
生時なども迅速で的確な対応が
可能です。

バージョンアップは全て無償対応！
安心して使用する事ができます。

FAXでのお問い合わせなら24時
間受け付けておりますので、安心
してお問い合わせいただけます。

E-Mailでのお問い合わせなら24時
間受け付けておりますので、安心し
てお問い合わせいただけます。

消費税改正などの対応プログラム
をアップデートによりご提供致し
ます。


