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サブパッケージ

●売上管理
POS受信処理、通信ログ問合せ、精算日報、売上日報、精算月報、売上月報、全店舗日報、全店精算月報、

メニュー別商品売上一覧表、店別商品売上一覧表、商品ＡＢＣ分析表、曜日別時間帯売上実績表、天候別時間帯売上実績表
メニューマスタ送信、イベント別売上表、重点商品一覧表、店別売上一覧表、日別時間帯実績表、タイム別実績表
商品売上一覧表、月別売上実績表、月別売上実績表(予算対比)

業務機能一覧 『『ＦｓＦｓ ＭａｎａｇｇｅＭａｎａｇｇｅ**』』

●顧客管理
顧客登録、顧客抽出設定、顧客抽出実行、顧客台帳、DMラベル発行、項目売上一覧表、顧客買上ベスト表、

顧客買上ワースト表、デシル分析表、ＲＦＭ分析表、未稼働顧客一覧表

●買掛管理
仕入入力、仕入日計表、仕入先元帳、支払入力、支払日計表、支払明細書、支払予定表、支払一覧表、買掛一覧表、
買掛締日更新、 買掛月次更新

●予約管理
予約入力、予約一覧表、テーブル配置表、テーブルマスタ保守、テーブル順位マスタ保守、テーブル種類マスタ保守、
ゾーンマスタ保守

●勤怠管理
勤務管理ファイル保守、勤務打刻、勤務打刻訂正、勤務確定

メール配信サブシステム： メール作成、メール送信、メール送信エラーリスト、メール問合せ

売掛管理サブシステム： 請求書一覧表、請求書発行、手打ち請求書発行、請求締日確定処理、顧客締日変更処理
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顧客管理

１）顧客登録： 氏名や郵便番号・住所・電話番号などの顧客情報の登録をします。
２）顧客抽出設定： 顧客の抽出条件を設定します。
３）顧客抽出実行： 顧客抽出設定で設定した抽出Ｎｏでの顧客の抽出を実行します。
４）顧客台帳： 顧客抽出設定と実行で絞った顧客一覧をご確認頂けます。
５）項目別売上一覧表： 性別、世代別など、より詳細に設定し、売上一覧をご確認頂けます。
６）顧客買上ベスト表： 顧客抽出設定と併せて抽出Noを元に購入金額の上位人数を設定し、データ抽出をします。
７）顧客買上ワースト表： 顧客抽出設定と併せて抽出Noを元に購入金額の下位人数を設定してデータ抽出をします。
８）デシル分析表： 顧客抽出設定と併せて抽出Noを元に売上構成比を分析して頂けます。
９）ＲＦＭ分析表： 顧客抽出設定と併せて抽出Noを元に優良顧客のセグメンテーションを行います。

１０）未稼動顧客一覧表： 設定した来店日より来店の無い顧客を抽出します。

１）メール配信サブシステム： 顧客宛に送信するメールの雛形を作成します。顧客を抽出して送信することも可能です。
また、送れなかったアドレスのメール送信エラーリストの表示、作成済み
のメールの検索なども行います。

２）売掛管理サブシステム： 請求書の発行はもとより、入金入力や締日処理から売掛残高の管理までが可能です。

顧客登録画面 メール作成画面

請求書
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売上管理

１）売上処理： ＰＯＳレジから売上データ受信を行い、日別売上帳票を出力します。
売上日報、精算日報、バックアップ処理、ＰＯＳ受信処理など

２）随時処理： 売上データを随時に集計して実績帳票を出力します。
曜日別時間帯売上実績表、天候時間帯別実績表、イベント別売上表、重点商品売上一覧表など

３）月次処理： 売上データを集計して月次実績帳票を出力します。
精算月報、売上月報、タイム別実績表、商品ＡＢＣ分析表など

範囲指定画面 項目別時間帯売上実績表

タイム別売上実績表

グループ別売上日報
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予約管理 サブパッケージ

１) テーブルマスタ保守： テーブルの配置、種類、禁煙・喫煙などのテーブルに関する設定を行います。
２) ゾーンマスタ保守： 宴会場などの会場別の設定を行います。
３) テーブル種類マスタ保守： テーブルの種類を設定します。
４) テーブル配置表： 各店舗内のテーブル配置を設定します。

５) テーブル順位マスタ保守： テーブルのセット組み合わせを設定します。
６) 予約入力： 予約情報の登録、修正、削除を行います。
７) 予約一覧表： 指定日の全店舗もしくは店舗別の予約状況を印刷します。

８）予約問合せ： 予約状況の絞込み検索により、詳細な確認が可能です。

範囲指定画面 テーブルマスタ保守画面

予約入力画面
（セット検索）

予約入力画面
(テーブル検索)

予約一覧表
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勤怠管理 サブパッケージ

１) 勤務管理ファイル保守： 営業時間や締日など勤怠に関する基本設定を行います。
２) 勤務打刻： 打刻画面にて打刻を行います。
３) 勤務打刻訂正： 打刻の訂正を行います。訂正は管理者のみになります。
４) 勤務確定： 月次のデータを確定します。
※勤務データ出力「勤務一覧表」は、『弥生給与』のフォーマットを採用しているので会計ソフトへの取込が可能です。

範囲指定画面 勤務管理ファイル保守画面

勤務打刻画面
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買掛管理 サブパッケージ

１）仕入入力： 材料等の仕入れを入力します。
２）仕入日計表： 指定日の仕入データを出力します。
３）支払入力： 支払金額の入力します。
４）支払日計表： 指定日の支払データを出力します。
５）支払明細表： 支払明細もしくは支払伝票計を出力します。
６）支払予定表： 月次の支払予定を出力します。
７）支払一覧表： データを締日別に一覧形式で出力します。
８）仕入先元帳： 各仕入先毎に仕入支払データを出力します。
９）買掛一覧表： 月次の買掛データ一覧を出力します。

１０)買掛締日更新： 締日更新を行います。
１１)買掛月次更新： 月次の残高の繰り越し処理を行います。

範囲指定画面 支払入力画面

仕入入力画面

買掛一覧表
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各種ＰＯＳレジ

ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ

Windows XP
Professional

システム用ＰＣ
メニュー設定用ＰＣ

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ用ﾙｰﾀ

【例】システム構成モデル <店舗クローズタイプ>

《店舗側》《事務所側》
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サブパッケージのご利用のみ
別途ＰＣが必要となります

WindowsXP
Professional

システム用ＰＣ

《本部側》 《店舗側》

Windows2003
Ｓｅｒｖｅｒl

システム用サーバ
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ用兼

拠点接続用ﾙｰﾀ

ＩＳＤＮ等の
ネットワーク網

WindowsXP
Professional

システム用ＰＣ

ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ

【例】システム構成モデル <本部システムタイプ>

VPN網

各種ＰＯＳレジ
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導入事例 1

高級料亭
■導入経緯：

紙ベースもしくはエクセルで行っていた
顧客の来店記録や請求書発行作業の負荷を
軽減したい！

■導入後の効果
顧客情報の管理とヒモづいた売上データの電子化により

作業効率アップ！

■該当システム：
・Fs Managge(基本)+売掛管理(２店舗スタンドアロン)
・飲食管理(１店舗)

売上データ
顧客データ

事務所 店内

老舗洋食店
■導入経緯：

現行使用しているソフトとハードの老朽化
によるリプレイス。売掛と買掛管理に細かな要望が
あり柔軟なカスタマイズが要求された。

■導入後の効果
運用に合わせたカスタマイズにより、不便と不満を

解消。

■該当システム：
・Fs Managge(基本)+買掛管理+売掛管理

買掛処理
売掛処理

事務所 1階～4階レストラン

Fsworks

Fsworks Fsworks
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導入事例 2

飲食店（２店舗）
■導入経緯：

カフェと料亭という営業形態の異なる店で
販促の強化をしたい！

■導入後の効果：
購入履歴から顧客を抽出し電子メールでの

販促を実施。より戦略的な販促活動が可能に！

■該当システム：
・Fs Managge(基本)
+メール配信

Fsworks

事務所 カフェ 料亭

飲食店グループ（12店舗）
■導入経緯：

営業形態の異なる飲食店グループで
共通のポイント管理をしたい！

■導入後の効果
店舗別及びグループ全体でのポイント管理が実現！
発行済のポイントや回収したポイントの管理まで

■該当システム：
・Fs Managge(基本)

事務所 １２店舗

売上データ
顧客データ

Fsworks

Fsworks

売上データ
顧客データ

売上データ
顧客データ

お客様

ID800
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導入事例 3 Fsworks と Shopworks 併用のご提案

物産館
■導入経緯：

一つの店舗において売店とレストランという業態の
異なる売場の売上を一緒に管理したい！

■導入後の効果：
店舗管理とFs Managgeの複合

システムの構築により、売上管理
の一元化を実現！

■該当システム：
・店舗管理+Fs Managge（基本）

ＶＰＮ

売上データ

本社

売店+レストラン

売上帳票
売店 レストラン事務所

Shopworks

博物館
■導入経緯：

テナントに入っている売店３店舗と
ミュージアムショップとレストランという異なる
業態のテナント管理を一元化したい。

■導入後の効果：
全店のPOSレジからオンラインで売上受信を

して店舗別での管理が可能に！

■該当システム：
・店舗管理にFsworksの連動

テナント管理会社 ６店舗

店舗別の
売上データ

Shopworks / Fsworks

Fsworks
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システムの特徴

・ Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ ＳＱＬ Ｓｅｒｖｅｒ２００５ データベース対応

※スタンドアロン版では、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ ＳＱＬ Ｓｅｒｖｅｒ２００５ Ｅｘｐｒｅｓｓ を使用しています。

・ 多種多様なＰＯＳアプリケーションに対応

※ＳＴ-70、ST700、Fsworks その他、ご相談ください。

・ データのＣＳＶ出力が可能です。

・ 予約管理、勤怠管理、買掛管理のサブシステムを追加することが出来ます。

・ 店舗追加や本部管理へのグレードアップに柔軟な対応が可能です。

・ お客様のご要望プログラムの構築を容易に行えます。（別途見積にて対応）
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リモート保守サービス

ソフトサポート体制

ISDN
回線

①電話対応
■受付期間■

平日 営業時間 9:00 ～ 17:45 
土日祝 電話当番による交代勤務 9:00 ～ 17:45

(元旦及び弊社指定日を除く) 

②オンライン保守サービス詳細
PC間の接続により、遠隔操作にて保守サービスを提供します。

＜条件＞
・Windowsが起動している。
・保守回線が接続できる。
・リモートソフトをインストールしている。

＜対応範囲＞

・操作の問合せ対応
・データ障害調査
・データの確認と復旧補助

※場合によっては、オンライン保守で対応できないことがあります。 機

器類の故障、未接続の機器の確認等

プライバシーマーク
2006年に取得済み！！

機密情報管理体制も万全！！

※保守契約を交わして頂く必要がございます。


