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＜中小製造業にベストマッチの基幹システム＞

・特徴１
・特徴２
・特徴３
・特徴４
・特徴５

工場生産情報（工程、図面、PDM）の一元管理
生産情報のリアルタイム把握、分析、指示機能
カスタマイズにより自社業務フローに沿った運用
いつでもどこでも利用可能（クラウド＆クライアントフリー）

内蔵alfaRobotにより、既存システムへの簡単後付を実現

自由度の高い製造業向けパッケージ

生産管理、発注管理、在庫管理、顧客管理等の中核機能に加え、
自動収集､各種マスタ設定、画面項目設定、ダッシュボート機能等
の活用により、中小製造業各社様の既存業務フローを活かして、
画期的な業務改善、経営革新を実現します。
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alfaERPは「生産管理」を中心として、製造業の業務実施に必要な機能を
幅広く提供しています。
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２．個別機能概説

alfaERPが提供する機能のうち、主な機能について概説します。

2.1 生産管理
2.2（製造管理）
2.3 発注管理
2.4 在庫管理

2.5 製品管理
2.6 顧客管理

【共通機能】
2.7 ダッシュボード
2.8 テレワークカレンダー
2.9 自動収集機能

【alfaDOCK連携】
3 alfaDOCK連携



見積り 受注 工程展開 製造実績 出荷 請求

2.1 生産管理機能（全体フロー）

生産管理機能はalfaERPの中心機能として見積りから製造、出荷、請求までの業務全体
の流れを支援します。受注生産、見込み生産、子部品生産、外注など、多様な生産パ
ターンに対応しています。また、alfaERPの他の機能とも連携して業務を支援します。

主な連携機能 連携内容の例

自動収集機能 既存の生産管理システム等にて作成される「受注リスト」や「作業指示書」等から、情
報を収集、取り込みます。

製品管理 製品毎に登録された部品表、工程、稼働時間、単価等の情報を基に、受注や工程展開を
行います。

顧客管理 顧客名称等の各種属性や、請求先、出荷場所などを、見積、受注、出荷、請求等に活用
します。

機械管理 製品毎に登録された工程情報との連携により、工程計画の展開や実績把握に活用します。

発注管理 工程展開に基づき、発注管理に連携します。

（製造管理） 顧客からの受注とは別に、製品の見込み生産や子部品の製造管理が実施できます。

在庫管理 受注時の在庫引当や、製造による製品や子部品の手元在庫管理と連携します。



見積り 受注 工程展開 製造実績 出荷 請求

2.1.1見積り（見積り作成）

・予め登録した製品情報に基づいて、受注の仮登録を行います。
・仮登録に基づき、見積書を作成します。

登録内容：
顧客、製品、数量、単価、金額、納期 他

保存すると受注マネージャーに登録されます。
「未手配」あるいは「見積書提出済」として管理されます。



見積り 受注 工程展開 製造実績 出荷 請求

2.1.1見積り（対象一覧）

・登録した見積り（受注済も含む）情報に基づき、一覧表を出力することができます。
・各種条件により、検索、絞り込み、グルーピング、並び替えが指定できます。
・複数の対象を選択して見積書をまとめて出力することができます。

一覧表示の例（表示項目は自由に設定できます。）

検索、絞り込み、グルーピング、並び替えが指定できます。

複数取引を選択して見積書まとめ出力ができます。



見積り 受注 工程展開 製造実績 出荷 請求

2.1.2 受注（登録）

・見積り内容登録からの正式受注登録、あるいは新規に受注登録を行います。
・更に作業手配により「作業中」として作業マネージャーにより管理されます。
子部品がある場合は、子部品の作業手配も行われます。

・受注製品の在庫がある場合は、製品の登録属性により在庫引当が実施されます。

登録内容：
顧客、製品、数量、単価、金額、納期 他



2.1.2 受注（一覧）

・登録した受注情報に基づき、一覧表を出力することができます。
・各種条件により、検索、絞り込み、グルーピング、並び替えが指定できます。

一覧表示の例（表示項目は自由に設定できます。）

見積り 受注 工程展開 製造実績 出荷 請求

強力なダッシュボード機能により、各種集計、グラフ化、エクセルシートダウンロードができます。



見積り 受注 工程展開 製造実績 出荷 請求

2.1.3 工程展開

・製造が必要な場合は「作業オーダー作成」により製品別に登録された工程が展開されます。
・子部品がある場合は、子部品の工程展開も行います。
・展開された工程について作業手配書および製造オーダー書をプリントできます。

工程展開の例

作業手配書および製造オーダー書をプリントできます。



2.1.3 工程展開（作業一覧）

・手配された作業について、一覧表を出力することができます。
・各種条件により、検索、絞り込み、グルーピング、並び替えが指定できます。
更にそれらのデータを、エクセルシートやCSVにダウンロードできます。

・複数の対象を選択して作業手配書および製造オーダー書をまとめて出力することができます。
・強力なダッシュボート機能により各種集計、グラフ化、エクセルシートダウンロードができます。

見積り 受注 工程展開 製造実績 出荷 請求

フィルタにより一覧の表示データを切替えることができます。
例えば納期遅延分のみ表示して作業を促進することもできます。 グループ化により表示データをグルーピング集計する

こともできます。



見積り 受注 工程展開 製造実績 出荷 請求

2.1.4 製造実績

・展開された工程毎に着手完了実績を入力します。
・着手完了の他に、一時中断、再開なども入力できます。

各工程の着手完了実績を入力します。
バーコードによる入力、スマホアプリによる簡単入力
もサポートしています。



見積り 受注 工程展開 製造実績 出荷 請求

2.1.4 製造実績

・全工程終了により、作業が完了となります。
・工程のうちに外注工程が含まれているときは、
外注処理の受入れ完了により当該工程が完了となります。

・製造状況について、一覧表により確認ができます。
・各種条件により、検索、絞り込み、グルーピング、並び替えが指定できます。
更にそれらのデータを、エクセルシートやCSVにダウンロードできます。

・強力なダッシュボート機能により各種集計、グラフ化、エクセルシートダウンロードができます。



見積り 受注 工程展開 製造実績 出荷 請求

2.1.5 出荷

・子部品も含め全ての製造工程が終了すると出荷可能状態として、出荷リストに掲載されます。
・配送伝票がプリントできます。
・出荷完了、検収完了などのステータス管理ができます。

配送伝票をプリントできます。



見積り 受注 工程展開 製造実績 出荷 請求

2.1.5 出荷(一覧)

・出荷状況が一覧にて確認できます。
・各種条件により、検索、絞り込み、グルーピング、並び替えが指定できます。
更にそれらのデータを、エクセルシートやCSVにダウンロードできます。

・複数の対象を選択して配送伝票をまとめて出力することができます。
・強力なダッシュボート機能により各種集計、グラフ化、エクセルシートダウンロードができます。

フィルタにより一覧の表示データを切替えることができます。
例えば納期遅延分のみ表示して作業を促進することもできます。

グループ化により表示データをグルーピング集計する
こともできます。



見積り 受注 工程展開 製造実績 出荷 請求

2.1.6 請求

・請求書は、受注以降いつでも発行できます。

請求書をプリントできます。



2.1.6 受注状況一覧（請求関連）

・請求対象となる受注案件の作業状況が一覧にて確認できます。
・各種条件により、検索、絞り込み、グルーピング、並び替えが指定できます。
更にそれらのデータを、エクセルシートやCSVにダウンロードできます。

・複数の対象を選択して請求書をまとめて出力することができます。
・強力なダッシュボート機能により各種集計、グラフ化、エクセルシートダウンロードができます。

グループ化により表示データをグルーピング、
一部明細を表示することもできます。

見積り 受注 工程展開 製造実績 出荷 請求



2.２ 製造管理機能

製造管理機能は、前述した｢2.1生産管理機能」の一部です。受注の有無の関わらず、
製造管理機能を活用することで、製品や子部品の見込み生産等を管理できます。
着手完了実績の入力および製造状況一覧等については、「2.1.4 製造実績」と同様です。

製造登録 工程展開 製造実績

「作業オーダー作成」により製品別
に登録された工程が展開されます。

作業手配書および製造オーダー書をプリントできます。



見積依頼 発注 納品 検収 支払

2.3 発注管理機能

発注管理機能は、製品、部品や原材料などの外注や購入に関する業務の流れを支援しま
す。生産管理の１つの工程としての活用や、在庫管理の一環しての発注に活用できます。

見積り依頼書や注文書をプリントできます。

「入荷」、「検証」入力により、発注状況を管理します。



2.3 発注管理機能（発注台帳）

・発注状況が一覧にて確認できます。
・各種条件により、検索、絞り込み、グルーピング、並び替えが指定できます。
更にそれらのデータを、エクセルシートやCSVにダウンロードできます。

・複数の対象を選択して発注書をまとめて出力することができます。

フィルタにより一覧の表示データを切替えることができます。 グループ化により表示データをグルーピング
表示、集計することもできます。



2.4 在庫管理機能

在庫管理では、製品、子部品、購入部品の在庫を管理します。

在庫関連管理項目：
手元在庫、有効在庫、製造履歴、購買履歴、
販売履歴など

手元在庫内訳表示

製造内訳表示

販売内訳表示



2.5 製品管理機能

販売（受注）製品、子部品、購入部品、消耗品など、当システムで取り扱う全ての物品
を管理します。製造対象製品については、部品表および工程を管理します。

製品登録項目：
名称、製品タイプ（在庫可能、消耗品、サービス）、販
売価格、原価、調達ルート（製造、購入、オーダー基準
調達）、部品表 他

部品表登録項目：
工程、構成品（部品名、数量、使用工程）



2.6 顧客管理機能

顧客に関する情報を登録、管理します。当該顧客に関する取引履歴が一括管理されます。

顧客情報登録項目：
名称、住所、電話番号、連絡先 他



2.7 ダッシュボード

alfaERPのダッシュボード機能はとても強力です。受注、製造、工程に関して、分析対
象数値の指定、フィルタリング、グループ化による集計、グラフ表示、エクセルシー
トダウンロード等を駆使することで、多様な分析が可能です。

集計値表示

棒グラフ表示

円グラフ表示 グループ化



2.8 テレワークカレンダー

テレワークカレンダーはalfaERPのクラウド特性を活かした全社向けカレンダーです。
生産管理alfaERPとかレンガーが共有され、全社確認を行う事が可能です。

月カレンダー

週カレンダー 日カレンダー



2.9 自動収集機能

既存の生産管理シ
ステムなど

製造指示
情報など

データ化Alfa Robot

プリンタ出力のデータ化

顧客、製品、工程 他

alfaERPが標準サポートするデータ自動収集機能により、既存の生産管理システムやエ
クセルシート管理データを、 alfaERPに取り込むことができます。当該機能により、
既存システムを活用し、現状の業務フローのままで、 alfaERPの強力なメリットを活
用できます。

生産管理

顧客管理

製品管理

自動取込自動収集



３．alfaDOCK連携

alfaERPは、alfaDOCKとの連携により、以下の機能を実現します。

・図面管理及びPDM機能との連携
alfaDOCKに管理されている図面及びＰＤＭを参照できます。
例えば生産管理の各工程表示時に図面や各種生産情報を表示します。

・工程管理機能との連携
着手完了収集機能、マシンロードバランスとの連携

・KIOSK端末との連携


