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はじめに 

 

在庫 express-web は、クラウドサービスによる在庫管理システムで、弊社サーバーにお客

様のアカウントを登録しさえすれば、すぐにでも使えるサービスです。 

 

インターネット経由で、倉庫と荷主又は自社営業・業務部門間（以下、ユーザー）を結び、

ユーザーが倉庫へ入出庫の指示を出せば、直ちに倉庫側へ通知され、また、リアルタイム

で在庫数を倉庫・ユーザーの双方で把握する事が出来ます。 

 

以下に、在庫 express-web の仕様に関する概略をご説明致します。本マニュアルは、画面

操作等の詳細なご説明は避けて、当システムでどの様な事が出来るかといった、業務フロ

ーに重点を置いて解説してあります。 

 

操作方法等の詳細につきましては、別途、弊社営業担当まで問合せ下さいませ。その他、

ご質問等ございましたら、下記までお問合せ下さい。 

 

ありがとうございました。 

 

             （株）ロジウェア 

                〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-6-3 日比谷頴川ビル 8F 

              TEL：03-3591-2866 FAX ：03-3591-2665 

   E-mail：logi-info@logiware.co.jp HP：http://www.logiware.co.jp 
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Ⅰ．導入編 

 

当システムの運用を開始するに当たり、最初にシステムに在庫を登録する必要があります。 

在庫登録の手順は、次の通りです。 

 

１．荷主の登録 

２．在庫区分の登録 

３．在庫 data の作成と登録 

 ３－１．一括アップロード 

 ３－２．マニュアル登録 

以下、順を追ってご説明致します。 

図 1-1 倉庫側メニュー一覧 

 

 

上図は、倉庫側のメニュー一覧です。メニューボタンに付けられている番号は、下記の項

目番号に対応しています。 

 

１．荷主の登録 

在庫 express-web（以下、当システム）は、一つの倉庫で複数の荷主（以下、ユーザー）の

在庫を管理する事ができます。その各ユーザーの情報を「ユーザーメンテナンス」にて登

録します。自社倉庫にて、自社在庫を管理する場合は、１社のみのユーザーを登録します。 
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２．在庫区分の登録 

当システムでは、同一品番であっても、管理を区別したい場合にも対応できる様に設計さ

れています。例えば、通常在庫の他に、不良品・預り品・仕掛品といった具合に、同じ品

番でも通常在庫とは別管理が必要な場合です。 

その様な場合は、「在庫区分メンテナンス」にて、各管理項目を登録します。最低でも１項

目（通常・一般在庫といった具合に）の登録が必要です。 

 

３．在庫 data の作成と登録 

在庫 data の作成には、一括アップロードとマニュアル登録の二通りのツールが用意されて

います。 

３－１．一括アップロード 

当システムでは、在庫 data は「品目マスター」と「在庫ファイル」の二つのファイルで構

成されています。下記の data をＣＳＶにて作成し「マスター登録ツール」メニューで、当

システムにアップロードする事により、「品目マスター」と「在庫ファイル」を同時に作成

する事ができます。 

表 3-1 在庫 data の作成例 

品目ｺｰﾄﾞ 品目名称 入り数 入数単位 在庫区分 棚番 入庫日付 入庫数量 コメント 

012-34 黒鉛筆 12 箱 1 A-01-01 2017/08/01 120 初回登録 

567-89 消しゴム 10 袋 1 Ｂ-01-02 2017/08/01 200 初回登録 

注）①タイトル行は不要です。データのみアップロードして下さい。 

  ②在庫区分は、予め「在庫区分メンテナンス」で、”１”が通常在庫として登録されている事とします。 

 

３－２．マニュアル登録 

管理する品目点数が少なかったり、新規品目を追加する場合に、このマニュアル登録を行

います。まず「品目メンテナンス」で、品目マスターに当該品目を登録し、次の運用編で

ご説明する「入庫登録」にて、在庫ファイルに在庫データを登録します。 

 

以上で、在庫 data の登録は終わりです。 

次に、日常の入出庫作業での当システムの運用方法をご説明します。 
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Ⅱ．運用編 

 

当システムは、ユーザーがインターネットで入出庫作業を倉庫に指示し、倉庫側はネット

経由で指示された情報に基づいて入出庫作業を行う事を前提としております。もちろん、

倉庫単独で当システムを利用し在庫管理を行う事はできますが、本マニュアルでは、主に

ユーザーと倉庫間のやり取りを中心にご説明致します。 

 

１．入出庫指示状態照会 

ユーザーはネットで倉庫に入出庫を指示するため、倉庫側で指示通りに作業が進んでいる

かを確認する必要があります。そのツールが「入出庫指示状態照会」です。 

図 1-1 ユーザー側メニュー一覧 

 

 

図 1-2 入出庫指示状態照会の表示内容 
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「入出庫指示状態照会」で表示されたデータ行の右端の欄で、ユーザーは、指示した内容

が倉庫でどこまで作業が進んでいるのかを確認できます。 

倉庫作業の進捗状況によって、下記の様に状態の表示が遷移していきますので、ユーザー

は、自分の行った指示がどこまで倉庫内で進んでいるのか、この「入出庫指示状態照会」

で確認する事ができます。 

表 1-1 状態表示の内容 

状態の表示 内容 

依頼中 倉庫内作業未着手 

受付済 入庫指示書・出庫指示書発行済 

入庫済・出庫済 入庫・出庫作業完了 

 

以下、入出庫作業の流れをご説明するに当たり、「状態」とは上記の作業状況の表示を意味

しますのでご注意下さい。 

 

２．入庫処理の流れ 

表 2-1 入庫処理の流れ 

順序 担当 使用メニュー 作業内容 状態表示 備考 

2-1 ユーザー 入庫予定入力 倉庫に入庫予定を指示する。 依頼中 倉庫にメール送信 

2-2 倉庫 入庫指示書発行 入庫指示書を発行する。 受付済  

2-3 倉庫 入庫予定一覧 システムに入庫登録をする。 入庫済  

図 2-1 ユーザー側使用メニュー 

 

図 2-2 倉庫側使用メニュー 
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２－１．倉庫への入庫情報の通知 

ユーザーは、ユーザー側メニューの「入庫予定入力」にて、倉庫に入庫情報を伝えます。

工場からの入庫、他倉庫からの入庫、顧客からの返品等、倉庫に商品が入庫される時の情

報を入力します。 

ユーザーからの入庫予定入力があると、システムは自動的に倉庫の担当者へメールを送信

します。これにより、倉庫側はユーザーから入庫情報の登録があった事を知り、以下の入

庫作業へ繋げます。 

 

２－２．入庫指示書発行 

メールにて通知を受けた倉庫は、倉庫側メニュー「入庫指示書発行」にて、入庫指示書を

発行し、商品の倉庫への到着に備えます。 

商品到着後、発行済の入庫指示書にて、商品の品名・個数等を検品し、商品を棚に格納し

ます。格納した倉庫内のロケーションを入庫指示書に記載し、次の入庫登録作業に繋げま

す。 

図 2-3 入庫指示書 

 

 

２－３．システムへの入庫情報の登録 

倉庫は、倉庫側メニュー「入庫予定一覧」にて、入庫指示書に記載されたロケーション情

報を基に、システムに入庫登録を行います。 
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入庫登録は、操作を簡便にするために、予めユーザーが入力した入庫予定 data を利用して

行いますので、倉庫はロケーション情報だけ入力すれば、操作が完了できる様に設計され

ています。 

 

３．出庫処理の流れ 

表 3-1 出庫処理の流れ 

順序 担当 使用メニュー 作業内容 状態表示 備考 

3-1 ユーザー 出庫依頼入力 倉庫に出庫を指示する。 依頼中 倉庫にメール送信 

3-2 倉庫 出庫指示書発行 出庫指示書を発行する。 受付済  

3-3 倉庫 出荷チェック システムに出庫報告をする。 出庫済  

図 3-1 ユーザー側使用メニュー 

 

 

 

図 3-2 倉庫側使用メニュー 

 

 

３－１．倉庫への出庫指示 

ユーザーは、ユーザー側メニューの「出庫依頼入力」にて、倉庫に出庫指示を行います。

また、ユーザーが出庫指示を行う際には、現在の在庫数を確認してから行う場合が多いの

で、「在庫照会」メニューから、直接、「出庫依頼入力」へ遷移できる様にも設計されてお

ります。入庫時も「在庫照会」から「入庫予定入力」へ遷移できます。 

 

出庫指示があると、システムは自動的に倉庫の担当者へメールを送信します。これにより、

倉庫側はユーザーから出庫指示の入力があった事を知り、以下の出庫作業へ繋げます。 
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図 3-3 在庫照会画面 

 

 

 

 

３－２．出庫指示書発行 

図 3-4 出庫指示書 

 

出庫依頼入力へ遷移 入庫予定入力へ遷移 
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メールにて通知を受けた倉庫は、倉庫側メニュー「出庫指示書発行」にて、出庫指示書を

発行します。 

指示書が発行された時点で、システムから在庫が引き落とされます。従って、指示書発行

以前であれば、ユーザーが行った出庫指示を取り消す事はできますが、それ以降では在庫

が引き落とされていますので、指示を取消す場合は、次の「出荷チェック」まで一旦出庫

作業を完了した後、再度入庫登録を行う、いわゆる朱（アカ）処理を行う必要があります。 

出庫指示書には、品名・個数の他、出庫ロケーション及び、そのロケーション内の在庫残

数の情報も載せてありますので、作業者は出庫時に出庫数のみでなく、在庫残数を数える

事で、出庫作業時に毎回棚卸をしている事になり在庫精度の向上に役立てる事ができます。 

 

３－３．システムへの出庫報告 

発行した出庫指示書が、全て出庫されるとは限りません。作業者が指示書を紛失したり、

出庫日を間違えて、当日発送すべきものを翌日に回してしまう事も考えられます。 

そのため、当システムでは、作業終了後全ての出庫指示書を回収し、回収した指示書に基

づき、システムに出庫報告をする事を求めています。「出荷チェック」にて出庫報告を行い、

当日出庫すべき全ての出庫予定 data の消込みが完了すれば、作業終了となります。１件で

も消込めない data が残れば、倉庫側はその原因を追究する必要があります。 

「出荷チェック」を行う事により、当該出庫 data の状態は「出庫済」となりますので、ユ

ーザー側も倉庫の作業完了を確認する事ができます。 

 

４．倉庫側による入出庫指示 

当システムは、倉庫単体での在庫管理にも使用する事ができます。その場合は、ユーザー

と倉庫間のデータのやり取りはなく、倉庫単独で入出庫指示を行う事となります。また、

倉庫内での在庫整理等で商品のロケーションを変更したり、在庫数の調整を行うなどの在

庫 data のメンテナンスにも対応できます。 

図 4-1 倉庫側入出庫の使用メニュー 
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４－１．入庫入力 

倉庫側での入庫入力を行うメニューです。このメニューで入庫登録を行った際には、当シ

ステムからは入庫指示書は発行されません。倉庫で商品を受け入れる際には、必ず何らか

の送品伝票がありますので、その送品伝票に基づき入庫登録を行います。また、状態表示

につきましては、登録後すぐに「入庫済」となります。 

 

４－２．出庫入力 

表 4-1 倉庫側出庫処理の流れ 

順序 担当 使用メニュー 作業内容 状態表示 備考 

4-2-1 倉庫 出庫入力 倉庫が出庫を指示する。 受付済  

4-2-2 倉庫 出庫指示書発行 出庫指示書を発行する。 受付済  

4-2-3 倉庫 出荷チェック システムに出庫報告をする。 出庫済  

 

倉庫側での出庫入力は、このメニューで行います。在庫調整にも対応できる様に、出庫す

る商品のロケーションを指定して入力できる様に設計されています。 

ユーザーからの出庫指示と違い、この出庫入力を行った時点で、状態は「受付済」となり

ます。以降の出庫作業の流れは、ユーザー側から指示があった時と同様です。 

 

５．受注 data からの出庫指示 

予め、月間の納入予定が分かっている場合や、先々の納入日が決まっている場合は、当シ

ステムに受注 data として出庫予定 data を登録しておく事ができます。 

倉庫は、ユーザー単位に指定された出庫余裕日に基づき、登録された受注 data の中から「当

日＋出庫余裕日」の出庫日付を持つ data を抽出し、出庫指示書の発行に処理を回します。 

 

５－１．出庫余裕日の登録 

 

図 5-1 出庫余裕日の登録 
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図 5-2 出庫余裕日の設定 

 

 

出庫余裕日の登録は、「ユーザーメンテナンス」でユーザー単位に行います。 

 

「ユーザーメンテナンス」を選択すると、図 5-2 の様なユーザーの内容を設定する画面が出

てきますので、設定箇所に出庫余裕日を設定します。 

設定例では２日となっておりますので、「当日+２日」つまり明後日までの出庫指示日を持

つ data を受注 data から抽出し、後に説明する「出庫一括指示登録」で、受注 data を出庫

指示 data として登録します。 

 

 

５－２．受注 data の作成と登録 

受注 data の作成には、一括アップロードとマニュアル登録の二通りのツールが用意されて

います。 

５－２－１．受注 data の一括取込み 

図 5-2-1 受注 data の一括取込み 
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一括アップロードは、下記例の様な受注 data をＣＳＶにて作成し、倉庫側メニューの「受

注データ取込み」で、当システムに受注 data をアップロードします。 

表 5-2-1 アップロードする受注 data の作成例 

品目名称 配達先名称 在庫区分 受注（出庫）数量 出庫日付 コメント 

黒鉛筆 ロジ店舗 A 1 50 2012/7/15 午前中必着 

消しゴム ロジ店舗 B 1 100 2012/7/31 宅配便にて発送 

注）①タイトル行は不要です。データのみアップロードして下さい。 

  ②在庫区分は、予め「在庫区分メンテナンス」で、”１”が通常在庫として登録されている事とします。 

 

５－２－２ 受注 data のマニュアル登録 

図 5-2-2 受注入力 

 

 

ユーザー側メニューの「受注入力」で、受注 data を１件づつ登録する事もできます。 

先々の出庫指示で予め納品日が分かっている時など、この「受注入力」で受注 data を登録

しておけば、ユーザー側にとっては一種の”忘備録”となり、出庫指示忘れの防止にも役

立ちます。 

 

５－３．受注 data から出庫指示を行う 

図 5-3 受注 data からの出庫指示 

 

 

前項で登録された受注 data から必要な data を抽出し、出庫指示 data としての登録処理を

行うのが、この「出庫一括指示登録」メニューです。ここで登録された出庫指示 data は「出

庫指示書発行」にて表示され、以降、出庫指示書を発行し、出庫作業の流れに回る事とな

ります。 
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６．納品書の発行 

当システムでは、配送先毎に納品書を発行する事ができます。配送先によっては指定納品

書があるため、納品書の発行が不要な配送先は、納品書の発行を行わない様、予め指定す

る事も可能です。 

図 6-1 納品書の発行 

 

図 6-2 納品書発行の要・不要指定 

 

 

７．その他の処理 

７－１．データエクスポート及び在庫更新・過去データ削除 

図 7-1 過去データ削除の一連の使用メニュー 
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大量の入出庫データをシステムに滞留させておくと、どうしてもシステムの動きが遅くな

ります。そこで、期に一度の棚卸を機会に、それ以前の入出庫データをエクスポートして、

当システムの外部に記録保存しておいた上で、システムから入出庫 data を削除する事がで

きます。data の削除は、入出庫 data のみならず、在庫数がゼロとなった在庫 data も削除

する事ができます。 

その一連の作業を行うのが「エクスポート」「在庫更新」「過去データ削除」メニューとな

ります。処理の詳細は、ここでは省略させて頂きます。別途、お問合せ下さい。 

 

７－２．お知らせの変更 

図 7-2 お知らせの変更 

 

 

ブロードキャスト機能として、ユーザーのトップメニューにお知らせを表示させる事がで

きます。その表示内容を登録するのがこのメニューです。 

倉庫の休業日等の情報をユーザーに伝える事ができます。何も、入力されていなければ「現

在お知らせはありません」と表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

最後に・・ 

 

本マニュアルは「在庫 express-web」の使用を始めるに当たり、システムの機能の概略をご

理解頂く事を目的としたもので、各メニューの操作方法等には言及しておりません。画面

操作に関しては、直感的にご理解頂ける様に設計してはございますが、ご不明な点がござ

いましたら、弊社担当までご連絡頂くか、ホームページ等にてお問合せ下さいませ。 

 

ありがとうございました。 

 

以上 

2017 年 7 月 

 

株式会社ロジウェア 

 

 

 

 


