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ひも付けセット 産業廃棄物中間処理業者二次マニフェスト
一次マニフェストひも付けシステム P.3

返送セット 紙マニフェストご利用業者向け
マニフェスト戻り＆返送管理システム P.5

契約書セット 契約書作成と期限管理システム P.7

SMS-ASP 電子マニフェスト対応システム P.9

産廃イチロー 産業廃棄物マニフェスト管理システム P.1

コンテナセット コンテナやボックスの管理システム P.13

受注配車セット 受注と配車管理システム P.15

見積書セット 見積書作成管理システム P.19

産廃シロー 産業廃棄物受入及び計量器連動操作支援システム P.21

一廃ハナコ 一般廃棄物マニフェスト管理システム P.25

産廃ソフト価格表 P.29

産廃キング 販売仕入管理システム P.11

ナビコ 現場回収量タブレット入力 P.17
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排出事業者だけではなく、収集運搬業者、中間処理業者、最終処分業者等全ての業者様に対

応しています。

● 産業廃棄物処理に関わる全ての業者様に対応

利用頻度の高いマニフェスト内容を予め雛形形式で登録しておくことにより、マニフェスト作

成、発行の効率化が図れます。

● マニフェストデータの雛形作成

マニフェストデータは、各業者名や産業廃棄物の名称・数量・単位・処理日付・交付番号・整

理番号などで絞込み検索ができます。

● マニフェストを探すのはラクラク検索機能

単票印刷、連帳印刷にそれぞれ対応しており、印刷枚数の指定、印字位置微調整及びフォン

トの種類、ポイント数の変更がカンタンに行えます。

空白欄に斜線を引く設定も可能です。

印字項目を指定する機能を利用することで、既に記入（印字）されているマニフェストへの

部分的印字も行えます。

● マニフェストの印字交付機能

マニフェストを複数枚連続で印刷する際に、印刷する枚数分のマニフェストデータの一括登録

ができます。また、登録時に交付番号や整理番号の自動採番も可能です。

● 連続データの登録機能

行政地区対応許可番号の許可期限管理ができます。マニフェスト入力時期限チェックの設定

にて、任意のタイミングでアラートを出すようにすることもでき、関連産廃業者の許可期限

管理ができます。

● 産廃業者の許可番号期限の管理

行政地区ごとに行政報告ができる機能があります。紙電子の区分けをしながら集計できます。

47都道府県中下記を除く40都道府県の行政機関が指定する様式へ印字が可能です。

(2020年1月現在 )未対応地域においては汎用版をご利用いただけます。

未対応地域（岡山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、熊本県、宮崎県、旭川市、

函館市、大津市、浜松市、八尾市、松江市）

一部（交付のみ）対応（神奈川県、福井県、大分県、明石市）

一部（運搬と処分のみ）対応（札幌市）

● 行政報告の作成機能公益社団法人 全国産業資源循環連合会発行の直行用・積替用マニフェストまたはこれと同一

形式で作成されたマニフェスト、建設六団体副産物対策協議会発行の建設系マニフェストまた

はこれと同一形式で作成されたマニフェスト、株式会社日本シューター製バーコード付き直行

用・積替用・建設系マニフェストに対応しています。

熊本県版  、廃タイヤ、廃食用油、廃油用マニフェストへの印字にも対応しています。

交付番号読み取り用のバーコードリーダーは、NW-7規格のバーコードを読み込めることが

必要です。

● 印字可能マニフェストとバーコードリーダー

産廃イチロー
産業廃棄物マニフェスト管理システム

マニフェスト入力画面は実際の管理票と同じデザインを採用しています。マウスやキーボー

ドを利用したカンタン操作で、手書き同様に違和感なくマニフェストの入力が行えます。排

出事業者などのマスターの新規登録もマニフェスト入力画面から可能です。

● カンタン操作のマニフェスト入力

直行用マニフェスト入力

一回の入力でマニフェストと売上データを同時に入力することができます。登録したマニフェ

ストを産廃キングへ連動することで、売上入力の手間を省くことができます。

● 産廃キング（販売仕入管理）への連動機能

売上連動された売上伝票入力

弊社推奨プリンタに限りマニフェスト印刷用の印字位置の調整数値がワンクリックで自動的に

登録できます。

● マニフェスト印刷用プリンタの印字位置自動設定機能

Fujitsu fit：7450Pro /7650Pro/7850Pro 
OKI ：MICROLINE 8480SU3-R
EPSON：VP-43KSM

● マニフェスト印刷用推奨プリンタ

産業廃棄物の種類・名称・単位・荷姿・有害物質・処分方法などはインストール時に初期設

定済みです。コード体系は電子マニフェスト（JWNET) に準拠した体系にて設定しています。

● マスターは最初から入力設定済み

SMS-ASPを利用する事で産廃イチロー画面から紙・電子マニフェストを同じ操作で入力処

理対応できます。

● 電子マニフェスト対応

マニフェストの作成・交付

メイン・クライアント版 スタンドアローン版 ライトエディション版産廃イチロー機能比較

事業者および業者のマスター登録

バックアップ機能

入力済マニフェストの一覧表示および検索機能

マニフェストデータのエクスポート機能

各種管理帳票の作成機能

行政報告対応 年次報告書作成機能

電子マニフェスト対応（SMS ASP）

産業廃棄物名称マスター 地区マスター

登録されたマニフェストを元に各業者別の集計管理帳票を作成できます。印字時には、換算係

数を考慮した統一された単位での集計機能があります。

● 業者毎に産業廃棄物の集計管理帳票を作成

換算係数一覧入力

ネットワーク機能（複数台のPCで利用可）

SANPAI ICHIROSSASAANNPNPPAPAAI I ICICCHCHHIHIRROROOO

便利なUSBメモリータイプ

様式１（運搬受託した廃棄物を、受託者が運搬する場合）、様式２（処分受託した廃棄物を、

受託者が処分する場合）、様式３（処理受託した廃棄物を、受託者が運搬し処分する場合）に

対応しています。様式４、５の印刷には、別途ひも付けセットが必要になります。

● 産業廃棄物処理業者管理帳簿印刷

処分受託者用帳票印刷運搬実績報告書印刷

P.1 P.2

※1

※1 一般社団法人 熊本県産業資源循環協会のマニフェスト（直行・積替）



ひも付けセット
産業廃棄物中間処理業者二次マニフェスト一次マニフェストひも付けシステム

１次マニフェスト登録時に詳細入力にて２次処分先を事前登録する事で、ひも付け時に自動

的に検索対象として絞り込む事ができます。

● 詳細データを確定しておく事で検索強化

１次マニフェスト登録時に、自社の処分場へ持ち込まれた廃棄物がひも付け対象となります。

１次マニフェストで他社の処分場へ持ち込まれた廃棄物は、ひも付け対象から除外されます。

● 自社処分場へ持ち込まれた１次廃棄物が対象

詳細入力時に有価物区分を設定する事でひも付け対象から外れます。

(有価物のひも付けも対応可能です )

● 有価物はひも付け対象外

交付日付、区間１運搬終了日、処分終了日、交付番号の範囲指定、

排出事業者、廃棄物の種類、名称、処理方法、処分方法、マニフェスト区分の指定等が抽出

条件として設定可能です。

● １次マニフェストの多彩な検索機能

ひも付けするために１次マニフェストを選択すると、選択されたマニフェストの廃棄物種類ご

との合計が表示されるので合理的なひも付けが可能です。

● ひも付け時にひも付け予定データの数量合計表示

中間処理業者帳簿記載備え付け義務対応の帳簿として

２次１次マニフェストひも付け管理票

１次２次マニフェストひも付け管理票

の印刷ができます。

ひも付けデータのCSV出力ができます。

● ひも付け結果の印刷とCSV出力

２次マニフェストの最終処分場と最終処分日付を、１次マニフェストの最終処分場と最終処分

日へ格納します。

１次に複数品目を登録している場合は、２次の最大の最終処分日付を格納し、その時の最終処

分場が格納されます。詳細データには、各々の最終処分場が格納されます。

● ひも付け時に最終処分場と最終処分日を1次へ格納

排出事業者マスターの登録時に二次交付事業者かつ自社区分で登録された排出事業者は、２次

排出事業者と判断されマニフェスト表示時には２次マニフェストとしてピンク色で表示されま

す。解体業者兼中間処理業者の場合には、１次排出としてと２次排出として排出事業者マスター

に自社を２件登録してください。

● ２次マニフェストはピンク色で表示

２次マニフェストの表示画面

ひも付け処理時、１次マニフェストの詳細データへ２次マニフェスト情報を書き込むか否かを

設定できます。

ひも付け解除時に、１次マニフェストの詳細データから２次マニフェスト情報を削除するか否

かを設定できます。

以降がひも付け対象となる日付を設定できます。

● ひも付け管理設定

ひも付け管理設定

２次マニフェストの登録画面からひも付け入力画面を呼び出すことが出来ます。

マニフェスト入力時にひも付けが出来ますので操作がカンタンになります。画面の切替は、ワ

ンクリックでできます。

● ２次マニフェスト登録画面からひも付け可能

ひも付け入力画面

※オプションソフト（産廃イチローが必要） 便利なUSBメモリータイプ

Relation SetRReRelelalatatitioononnn SSeSeetett

１次排出事業者から受け取った廃棄物に対し、契約書通りの２次処分先を指定する事で間違っ

たひも付けを事前防止する仕組みを設定できます。

１次　排出事業者、事業場、種類、名称、処分方法毎に

２次　処分受託者、処分場、処分方法を設定できます。

２次マニフェストの処分受託者が登録されたパターン設定に含まれる場合、そのまま１次検索

を行うと該当パターンに登録された条件に合致する１次マニフェストが抽出されます。

● ２次処分先パターン設定

２次処分先パターン設定

１次排出事業者ごとに、ひも付け不可の最終処分場を設定できます。

● １次排出事業者・処分受託者　抽出不可設定

１次排出事業者・処分受託者　抽出不可設定

ひも付け対象から除外する１次排出事業者、事業場を設定できます。

● １次排出事業者・事業場　抽出不可設定

１次排出事業者・事業場　抽出不可設定

ひも付け入力画面からマニフェスト画面を呼び出して、内容を確認したり修正したりする事が

できます。

● ひも付け入力画面からのマニフェスト画面表示

ひも付け入力画面からマニフェスト画面を表示

ひも付け中に確認した１次マニフェストの画面

P.3 P.4



返送セット
紙マニフェストご利用業者向けマニフェスト戻り＆返送管理システム

マニフェスト管理票送付明細一覧表

マニフェスト管理票送付明細書（窓空き封筒対応）

マニフェスト管理票送付明細受領書（窓空き封筒対応）

マニフェスト管理票送付一覧表

マニフェスト送付用角２封筒送付先住所等直接印字

※ 管理票送付明細書には、E票を送付する際にB2、D票を送付した日付を印刷できます。

● 帳票の印刷

収集運搬業者や処分業者から、戻してもらわなければならないマニフェストの期限管理にもご

利用いただけます。

● 返送だけでなく戻りの管理も可能

排出事業者、交付日、運搬終了日、処分終了日、交付番号の範囲指定、

運搬受託者、処分受託者、送付先事業者、廃棄物名称の指定等が抽出条件として設定可能です。

● マニフェストの多彩な検索機能

戻し処理の際に法令にて決められている期限60日90日 180日に対しアラーム日付を設定

する事で戻し忘れを未然に防止します。アラーム日付超過は黄色、期限切れは赤色表示になり

ます。

● アラーム機能

ひも付けが完了しているかを確認しながら戻り及び返送管理ができます。

● 返送画面でひも付け完了が解る

返送システムは、E票を返した時点で当該マニフェストの返送業務が完了したと判断し、完

了フラグを立てて一覧表示からそのマニフェストを除外します。

従って、返送管理画面に表示されるマニフェスト一覧は、今現在処理未完状態のマニフェス

ト一覧であると考えながら返送管理が行えます。

● 返送完了区分

バーコードリーダーは、NW-7規格のバーコードが読み込めるものをご用意下さい。

マニフェストは、弊社オンラインショップにて販売しているバーコード付きマニフェストを

ご使用下さい。

● バーコード利用時の注意事項

バーコードを利用する

戻りや返送管理時に各管理票（A,B,C,D,E 票）毎にその都度日付を入力する事が大変な為2

通りの機能を用意しました。

１．コピー機能は、クリップボードﾞを利用して複数箇所の日付欄へ日付をコピーすることが

できます。

２. バーコード付きのマニフェストを使用し戻ってきた又は、送付する紙マニフェストのバー

コードを読み込む事で自動的に返送管理の日付入力欄へ日付をセットできます。

バーコード付きのマニフェストは弊社オンラインショップにて御購入頂けます。

● 日付入力時の強化機能　コピー　バーコード

返送先としては、排出事業者、事業場、運搬業者、商社行為の得意先など様々な宛先が想定さ

れるため、返送先マスターを用意しました。

返送先データは、排出事業者、運搬受託者、処分受託者のそれぞれのマスターからの取り込み

も可能です。

C2票に関しては、別途返送先を指定することもできます。

● 返送先マスター登録で何処へでも返送可能

返送先マスターの登録画面

排出事業者、事業場、運搬受託者毎に送付先をパターン登録できます。

一度パターン登録をすると返送画面を表示する時に自動的に返送先が現れます。

C2票を返送先に戻すか運搬受託者へ戻すかを設定できます。

● 返送パターンを設定する事でラクラク運用

返送ひも付け画面

※オプションソフト（産廃イチローが必要）

マニフェストの返送時には、「マニフェスト管理票送付明細書」を印刷し、窓空き封筒に返送マニフェストと同封して発送することにより、返送事務の簡素化が図れます。

● マニフェスト返送事務の簡素化

便利なUSBメモリータイプ

Send Back SetSSSeSenenndd d BBBaaaacacckk k SSeSeetet
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契約書セット
契約書作成と期限管理システム

日本建設業連合会をはじめとする6つの団体が共同で作成した委託契約書に対応しています。

この「建設廃棄物処理委託契約書」は、「建設系廃棄物マニフェスト（建設六団体副産物対策

協議会発行）」と一体的に運用されることが望ましいです。

● 建設廃棄物処理委託契約書

公益社団法人 全国産業資源循環連合会が発行指定する収集運搬業者と排出事業者間の委託

契約書に対応しています。

● 産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書
産廃イチロー及び受注配車セットに、契約書との検査機能が新たに追加されました。

※この機能を使うには、産廃イチローまたは受注配車セットと契約書セットが必要です。

・契約書の厳密な検査ができるようになります。 契約書の存在確認はもちろん契約期間

が過ぎている、契約の廃棄物種類と違う、単価が未登録等多数の検査が出来ます。

・建設系、基本仕様、標準仕様の全てに対応しております。

・エラーや警告するメッセージ内容を独自に設定変更する機能を有しておりますので、

ユーザー様毎の運用に見合った内容に検査内容の変更が出来ます。

【産廃イチロー・SMS-ASP】

・SMS-ASPをお使いのユーザー様は、

電子マニフェストの備考欄に契約書検査

を通した旨の内容を自動で登録できます。

排出事業者様が電子マニフェストを確認

した際に、契約書検査をしていることが

伝わるので、信頼感の向上につながりま

す。

【受注配車セット】

・受注配車をする段階で契約書のチェッ

クをかけれるため、未契約のまま受注を

してしまうということを防げます。

● 契約書の検査機能について

公益社団法人 全国産業資源循環連合会が発行指定する処分業者と排出事業者間の委託契約書に

対応しています。

● 産業廃棄物処分委託基本契約書

公益社団法人 全国産業資源循環連合会が発行指定する収集運搬業と処分業を営む産廃業者

と排出事業者間の委託契約書に対応しています。

● 産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書

建設廃棄物処理委託契約書

産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書

産業廃棄物処分委託基本契約書

※オプションソフト（産廃イチローが必要） 便利なUSBメモリータイプ

Contract SetCCCoCoonntntrtraracaccctct t SSeSeett

①建設廃棄物処理委託契約書

②産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書

③産業廃棄物処分委託基本契約書

④産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書

に対応しています。

● 4種類の産業廃棄物の委託契約書に対応

契約書を作成し押印後、先方へお渡ししてその契約書の戻りを待っている状態を仮契約と呼び、

仮契約日にお渡し日付を設定します。その後、契約書が戻ってきた日付を本契約日に入力する

ことで契約完了となり、本契約となります。

● 仮契約本契約の区分けが可能

総合検索一覧印刷例

4種類の委託契約書の総合検索ができます。

契約終了日の範囲指定をすることで、その期間に契約の切れる契約書が絞り込めます。

契約状況を指定することで、仮契約、本契約、未契約毎の絞り込みが可能です。

検索条件に沿った、契約の一覧表を印刷できます。

作成した契約書をPDFにて保存、表示が可能です。契約途中の住所変更等で、契約書の内容

を確認したい時などに便利です。

● 委託契約書総合検索

総合検索画面

建設廃棄物処理委託契約書

ページ 2 画面

ページ 2 画面

産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書

ページ 2 画面

産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書

ページ 2 画面

産業廃棄物処分委託基本契約書
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SMS-ASPの特長
　・紙マニフェストと電子マニフェストの共存が可能。
　・操作が簡単で作業効率も良く、パソコンの専門知識も不要。
　・産廃排出から最終処理まで関連事業者間の情報共有。
　・JWNETの画面を開かずに運用可能。

SMS-ASP
電子マニフェスト対応システム

排出事業者様向け

※ SMS ASPサービスは、お客様が事前に JWNETに加入されていることが前提となっています。

（電子マニフェスト 500件分）
※ 500 件以上は 11円 /件

11,000円/月

ASP月額管理料
入会費年会費 3,300円

11,000円/年

初期費用

入会費
年会費

JWNET(SMS-ASP)
電子マニフェスト

産廃業者入力データ

JWNETより取込（ダウンロード） （排出事業者帳簿）　紙　電子　
 １．  廃棄物集計表
 ２．  廃棄物集計表（明細）
 ３．  事業場別運搬受託者別マニフェスト数量一覧表
 ４．  事業場別交付担当者別運搬受託者別マニフェスト数量一覧表
 ５．  事業場別処分受託者別マニフェスト数量一覧表
 ６．  事業場別交付担当者別処分受託者別マニフェスト数量一覧表
 ７．  廃棄物日報
 ８．  事業場別廃棄物合計表（処分受託者毎）
 ９．  事業場別廃棄物合計表（廃棄物種類毎）
10．事業場別廃棄物合計表（明細）
　　上記以外　運搬業者別　処分業者別など多種の管理帳票あり
　   マニフェストデータ　エクスポート機能　　（エクセル出力）

交付等状況報告書（紙マニフェスト）

マニフェスト保存時に紙か電子を選ぶだけ
操作が一緒なのでラクラク運用！
マニフェスト管理を排出事業者自ら行う

運搬終了日
処分終了日
最終処分終了日 等

印 刷

産廃イチロー+産廃WEB

印

産廃イチローで
マニフェスト入力

紙マニフェスト印刷
ドットプリンタ

SMS-ASP
紙マニフェスト

※オプションソフト（産廃イチローが必要） 便利なUSBメモリータイプ

SMS-ASPSSSMSMMSMSS-A-AASASSSSPPP

マニフェスト保存時に「紙」か「電子」を選ぶだけ。
ボタンで１つでラクラク運用

産廃業者様向け

入会費 3,300円
年会費 11,000円/年

初期費用

4,400円/月10ライセンス

15,950円/月40ライセンス

8,250円/月20ライセンス

19,800円/月50ライセンス

12,100円/月30ライセンス

27,500円/月100ライセンス

ライセンスとは、産廃業者様が排出事業者様になりかわり、マニフェストを入力補助出来る数を意味します。
ASP月額管理料には、あらかじめ 3ライセンス分が用意されています。

ライセンス料金

※ 100ライセンス以上の場合は、100ライセンス毎に11,000円 /月

11,000円/月

ASP月額管理料

（産廃者帳簿）　紙 /電子　
　１．運搬業帳簿
　２．処分業帳簿
　３．中間処理ひも付け帳簿
　４．運搬実績報告書（年次報告書）
　５．処分実績報告書（年次報告書）

　上記以外　多種の管理帳票あり (約５０帳表 )

　マニフェストデータ
　ひも付けデータ
　エクスポート機能（エクセル出力）

交付等状況報告書（紙マニフェスト）
排出事業者へのサービス

紙マニフェスト印刷用

電子マニフェスト
直接入力も可能！

受渡確認用印刷用

マニフェスト保存時に紙か電子を選ぶだけ
操作が一緒なのでラクラク運用！

JWNET/ 電子マニフェスト

排出事業者入力データ 産廃業者入力データ
（他社）

タ

SMS ASP

ニフェスト）

情報公開（SMS ASP）
紙 / 電子マニフェスト

JWNETから取込
ダウンロード

情報公開（SMS ASP）
紙 /電子マニフェスト

中間処理
ひも付けデータ
最終処分報告データ
電子マニフェスト登録

受渡確認票（3枚複写）は
電子マニフェスト運用時の
紙マニフェストの代用です。

産廃イチロー+産廃WEB

ドットプリンタ

強い信頼関係
マニフェスト入力を
産廃業者任せでOK
自動的CSRの確立！
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産廃キング
販売仕入管理システム

会社マスターに複数の会社を登録することが出来ます。収集運搬会社、処分会社を同時に経営

したり、製品販売会社を別会社で経営するなど複数会社を産廃キングで管理できます。

● 複数会社の運用管理対応

商品毎単価、得意先毎商品毎単価（基本単価）、得意先毎現場毎商品毎単価（個別単価）を設

定できます。単価修正は、商品を指定して一括単価修正ができます。売上仕入入力時に単価

検索処理対応ができます。

● 3段階の単価管理

既に入力された売上仕入の伝票を条件検索し一覧表示することで、入力確認が行え状況問い合

わせ対応に便利です。一覧表示された明細行をダブルクリックする事で伝票を呼び出すことが

できます。呼出し後、伝票修正可能です。

● 伝票一覧問い合わせ修正でラクラク運用

入力された入出金データをテキスト交換で財務会計システムへ連動できます。

対応済みシステムは、勘定奉行、TKC、弥生会計、PCAです。

● 入出金データを財務会計システムへ連動

締め請求、随時請求などの請求処理に対応しています。請求書用紙はA4コピー用紙を利用

します。会社ロゴを作成する事で請求書のイメージアップが図れます。お支払予定日を印刷す

るしないの設定、明細印字順の指定、一言コメントの印刷、請求書帳票の項目名称をユーザ毎

に修正等が可能です。

他にも、多彩な機能が満載です。詳しくは弊社HPをご覧下さい。

● 請求書・支払書の発行機能

売上仕入入力時に過去の入力履歴から得意先毎現場毎商品毎の単価参照入力をすることがで

きます。売上伝票へマーカーを付ける事でマーカーが検索対象になります。マニフェストや

計量から連動されたデータには最初からマーカーが付いて来ます。

● 売上仕入単価履歴管理マーカー機能

請求書発行後、別現場の請求書に書き直したり、多量データの単価修正があった場合など、デー

タを一度に修正する事ができます。

● 伝票一括変換でラクラク修正

売上仕入一括変換

得意先マスターに仕入先情報を同時に入力できます。新たに仕入先マスターを作成する必要は

ありません。得意先マスターメンテナンス時に同時に排出事業者、運搬受託者、処分受託者を

メンテナンスします。

現場マスターメンテナンス時に同時に排出事業場をメンテナンスします。

● 得意先マスターは仕入先マスターを兼務

得意先マスター

メニュー権限のカスタマイズを利用して、システム運用担当者毎の操作権限が設定できます。

全てのデータは、最終処理担当者と日付が分かり、システム操作担当者毎に操作プログラムの

権限と読み込み専用設定が付与できます。

例　営業担当のA君は得意先を見れるが修正削除ができない。

● セキュリティや内部統制に対応

メニュー権限のカスタマイズ

通常の集計以外に、別の切り口の集計処理が出来ます。

集計区分の初期設定は、処理費、処分費、運搬費、有価物になります。

● 売上仕入集計区分の設定が可能

便利なUSBメモリータイプ

SANPAI KINGSSASAANNPNPPAPAAII KKKININNGNGG

伝票データは、計量（シロー）やマニフェスト（イチロー）月極めから作成されます。

これらのデータはキングの伝票入力画面にてメンテナンスできます。

● 多彩な売上仕入伝票計上

商品分類毎の予算対比、車両毎の売上経費管理、得意先月別売上エクセル、得意先別ランク表

（売上構成比）前年同月対比、与信一覧表など様々な帳票が作成できます。

詳しくは、弊社HPより印字帳票サンプルを御確認下さい。

● 各種帳票印刷

入金入力時に振込名義人を入力する事で、以降の入金入力時には振込名義人で得意先を特定す

る事ができます。

得意先マスターに設定された振込名義人で検索する事も可能です。

● 入金入力時に振込名義人検索

入金・支払　入力

回収予定日を指定する事で、回収予定金額と得意先を一覧表示させた後一括で入金処理を行な

います。振り込み手数料は、前回の金額が自動的に表示されます。

● 入出金伝票一覧入力でラクラク運用

入金・支払　一括入力

売上仕入一覧検索（売上伝票起動可能）契約単価マスター

月極で毎月発生する売上データ等は、都度売上入力をしなくてもボタン一つで売上計上処理が

できます。毎月の売上から年一回のみの売上にも対応可能です。

● 月極売上データはボタン一つで自動売上計上

月極契約登録

同一得意先に対し売上、仕入伝票の同時入力が出来ます。施設への受入時に産廃は処分費で売

上げ、有価物は買入（仕入）を同時に行うような場合に便利です。

● 伝票入力画面で売上仕入同時入力

売上（仕入）伝票入力
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コンテナセット
コンテナやボックスの管理システム

１. 数量管理方式は、コンテナの種類毎に現場に設置された在庫状況や設置引取り履歴を管理

します。

2. 個別管理方式は、コンテナやボックス固体に背番号を付けて在庫状況や設置引取り履歴を

管理します。

● 2種類の管理を併用可能

受注配車データの入力時にコンテナの設置状況か把握でき、さらに貸出回収の入力画面の起動

もできます。

● 受注配車入力画面から連動可能

売上仕入の入力時に、貸出回収の入力画面を起動できます。

● 売上仕入入力画面から連動可能

移動日付の範囲指定、得意先現場を指定した後検索をする事で貸出回収元帳が画面表示されま

す。表示されたデータは個別削除をしたり、印刷、CSV出力する事ができます。

● 数量管理　コンテナ貸出回収元帳

数量管理　コンテナ貸出回収元帳

個別管理　コンテナ貸出回収登録

コンテナの背番号を入力する事で貸出回収の入力をします。　貸出データ検索タブを利用する

事で背番号を入力すると貸出状況が分かります。

● 個別管理　コンテナ貸出回収登録

得意先・現場・移動日付・コンテナ種類を指定した後貸出・回収数を登録し保存をします。

この時点で既に貸出回収のあったコンテナも表示されます。

貸出回収データ検索タブを利用すると更に詳細な情報が表示されます。

● 数量管理　コンテナ貸出回収登録

数量管理　コンテナ貸出回収登録

数量管理　残数調整登録

貸出回収を繰り返す事で在庫を把握管理いたしますが、何らかのアクシデントにて残数量が実

際の設置状況と違った場合は現在の残数を入力する事で正確な管理に反映する事ができます。

● 数量管理　残数調整登録

※オプションソフト（産廃キングが必要） 便利なUSBメモリータイプ

Container SetCCCoCoonntntataiaininnneerer r SSeSeett

受注配車入力

売上（仕入）伝票入力

個別コンテナ毎の貸出回収状況が一覧表示されます。貸し出し中コンテナ検索、社内在庫コン

テナ検索、コンテナ全件表示などができます。

長期滞留分の設置日付の古い順など状況把握に役立ちます。

● 個別管理　コンテナ一覧表

個別管理　コンテナ一覧表

個別管理　コンテナ貸出回収元帳

検索条件を指定して個別管理の元帳を画面表示します。表示された元帳データは印刷及び

CSV出力することができます。

● 個別管理　コンテナ貸出回収元帳

数量管理　コンテナ貸出回収元帳

数量管理　コンテナ貸出回収登録

個別管理　コンテナ貸出回収登録
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受注配車セット
受注と配車管理システム

運転日報へ回収品目を指定できます。

間違えて回収してこないよう、事前に運転手へ指示します。

過去の配車時の履歴から、配車時に品目を選定できます。

● 回収を行なう品目を特定可能

現場の地図や注意事項をPDF化して予め登録しておき、そのデータを印刷して配車時に運転

手に持たせることでスムースな回収を行う事ができます。

● 配車時に運転手に持たせる地図等を出力

運転手と車両毎に現在配車指定の時間帯と、既に配車完了済みの時間帯の重複の有無を配車時

にチェックします。

● 配車時に運転手、車両ごとに時間の重複を防止

現場名称が長い場合などは、ガントチャート表示時に見づらくなるケースがあります。このよ

うな事を避けるために、呼称的な名称を現場に登録できます。

● 現場マスターには配車時の名称を別途登録可能

予想売上を受注配車時に登録しておく事で、ガントチャート表示時に当日の予想売上合計金額

を表示できます。表示をしない設定もあります。

● 受注品目毎の予想売上を登録する事で売上予想を表示

現場マスターに収集時間を設定する事で、帰車時刻を予定時刻から計算して表示します。

また、品目別に収集時間を入力し帰車時刻ボタンをクリックすることで、その収集時間の合計

から帰車時刻を再計算します。

● 収集時間を設定可能

受注と配車管受受受注注とと配配車車管

受注 → 配車 → （確認）連絡を段階的に管理することで配車・収集を計画的に行うことができ

ます。

例えば、配車をして取りに行ったが、本日はたまたま工事が入っており収集を明日にしてくれ

ないか、というような急な変更・キャンセルを予防できます。

● 受注、配車、連絡を段階的に管理

受注配車入力画面

定期配車として曜日を指定して登録された受注データは、定期回収登録プログラムを起動する

事で一週間分を登録できます。定期配車はガントチャート表示時に色設定できます。

● 曜日別定期配車を配車データとして登録

曜日別定期回収の一括自動登録

配車を確定して収集を行なったが収集ができなかったという箇所を特定し、一括で違う日付で

配車を確定します。

● 配車日付の一括変更機能

配車日付の一括変更

受注配車時に現場毎のコンテナ設置状況の確認と設置引取り等の入力をする事もできます。

● 受注配車時にコンテナセットとリンク

コンテナ設置状況の確認

※オプションソフト（産廃キングが必要）

受注時に掛かってきた電話番号を登録する事で、次回から掛かってきた電話番号にて得意先を

検索をする事ができます。電話番号の部分検索（あいまい検索）の設定もできます。

● 掛かってきた電話を登録する事で得意先を検索

備考マスターを用意していますので、良く利用する言葉を事前に登録する事で入力作業の手

間が削減できます。

● 備考欄はあらかじめ良く使う言葉を登録

受注入力画面から得意先や現場の新規登録作業や修正を行う事ができます。

マスターの登録画面へ戻らなくても良いので、マスター入力の手間が省けます。

● 受注画面から得意先や現場の新規登録や修正も可能

一廃ハナコと組み合わせて、事業系一般廃棄物のルート配車、実績の入力ができます。

● 事業系一般廃棄物のルート配車が可能

ガントチャートを表示する事で配車状況が良く分かります。配車の変更はドラッグ＆ドロップ

でカンタンに変更できます。また、収集完了時はガントチャート上にて完了する事で、何処

まで収集が進んでいるかを社内で把握できます。

● ガントチャートでラクラク運用

ガントチャートでラクラク運用

便利なUSBメモリータイプ

Orders & Allocate Car SetOOOrOrdrddeerersrs s &&& & AAAllllolococcacatateteeee CCCaCaar r SSSeSetett

処分予定一覧表

ルート配車登録画面

処分予定一覧表を印刷する事で、処分場に入る明日の予定が分かるので受け入れ態勢の準備

に利用する事ができます。

● 処分予定一覧表

定期配車データは表示をする際、文字は白抜きで背景色を自由に設定する事ができますので、

配車変更時に注意を促す事ができます。

● 定期配車は表示時の色指定が可能

車両マスターの登録画面
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ナビコ
現場回収量タブレット入力

配車情報を部門別にタブレットへ出力することで同一部門の当日の配車情報を運転手毎に共有が出来ます。

ルート回収終了後すぐに次のルートの回収作業に入れます。複数日付分（金曜日、土曜日、日曜日）の配車情報をタブレットで保有できるので配車情報を持ったまま、複数回にわたってルート

回収が行えます。

お助け呼び出し時は同一車種のルートが表示されます。

選択で全車種のルート表示もできます。

※オプションソフト（産廃キング・受注配車セットが必要）

Navico & TabletNNNaNaavviviccocoo &&& & TTTaabablbleleett

P.17 P.18

ナ
現場回収量タブ現現現場現場場回回収回収収量収量量タタブタブブブブ

● 部門別・複数日付別に作成されたルート配車の配車情報をタブレットに取込めます。

● 経費 (高速代、燃料費、駐車場代 )の入力処理が出来ます。

● お助け機能（ＨＥＬＰ）は、回収ルート以外の現場を追加出来ます。

● 現場での廃棄物回収時の機能

● 処分場での廃棄物の荷下ろし処理が出来ます。

一現場回収終了確定後次の現場の現場備考、回収品目（単位）が自動的

に表示されます。

詳細ボタンは、現場の住所電話番号など詳細情報が表示されます。

計量パッカー車と接続時は、重量値が取り込めます。そして、同時に袋

数等手入力も出来ます。

複数枚の写真撮影を行うことが出来ます。　

処分場、回収品目を指定して荷下ろしの処理を行う事が出

来ます。

● 処分場 廃棄物 荷下 処理 出来 す。

ナビコ

受注配車セット

収集情報
現場情報 配車情報

回収現場写真撮影

手入力データ送信

計量値をタブレットへ取り込む

計量パッカー車

ナビコ計量画面

タブレットで撮影
画像を管理出来る。

ゴミゴミ

ゴミゴミ

●

出庫帰庫

収集一覧

収集作業

受注配車セット　配車画面

産廃キング

売上仕入

産廃イチロー

マニフェスト
紙　電子

一廃ハナコ

マニフェスト
実績集計



見積書セット
見積書作成管理システム

1.　見積書（注文書）の作成

2.　見積書の検索印刷機能

　　営業担当者毎、期間毎、見積状況毎に検索できます。

　　見積状況は、任意に設定できます。 ( 例　見積中　受注　失注　中止　売上　等 )

3.　受注時の売上データの自動作成

4.　受注時の契約単価データの自動作成

● 見積セットの基本機能

よく使う言葉は、マスターへ登録しておくとさらに便利な運用ができます。

1.　納　期　　（例　ご注文後1週間以内　等）

2.　納入場所　（例　貴社ご指定場所　等）

3.　支払条件　（例　現金　等）

4.　有効期限　（例　１ケ月以内　等）

5.　営業結果　（例　見積中　等）

6.　特記事項　（文章を予め登録しておき引用する）

● マスターの事前準備

１．設定により初期画面表示時によく使う項目（納期、納入場所、支払条件、有効期限、

　　見積担当者、営業結果）は自動表示されます。

２．会社マスターに設定された見積り用の画像 /ロゴマークを会社印刷欄へ印刷することが  

      できます。

　　丸印、角印を自動的に印刷可能です。

３．担当者毎に設定されたメールアドレスや印影を担当者欄に印刷できます。

４．絞り込みとコピー機能を利用し、過去の見積りを呼び出しコピーすることで新たな

　　見積書を作成できます。

５．売上データ（キング連動）や契約単価データ（契約連動）を、産廃キングへ連動できます。

● カンタン操作の見積書作成

Ｆ３絞り込み検索画面を利用する。

１．営業担当者別、期間毎の見積状況印刷が可能です。（営業結果毎、件数、金額）

２．得意先、現場毎の絞り込みもできます。

（例） 営業担当Ａ君の今月の商談中案件は？　営業担当Ｂ君の今月の成約状況は？

● 検索機能

印刷時に単価見積をチェックすることで単価見積の様式で印刷することができます。

見積書とは別に注文書を印刷できます。

注文書は、見積書と一緒に印刷し提示することで素早い受注へと営業を支援します。

● 見積書の印刷（注文書）

便利なUSBメモリータイプ

Estimation SetEEsEststitimimmamatattiioiononn  SSeSetett

過去の売上仕入の取引の履歴参照ができます。

過去売上や仕入が全くない得意先・現場を抽出したり、指定された日付より指定された日数分

取引のない得意先・現場を抽出したりできます。

抽出されたデータは、ＣＳＶ出力経由でエクセルへ移送することができます。

● 帳票印刷

メインメニューからツールを選択しロゴを起動します。

ロゴ作成ツールのツールをクリックし印判作成を起動します。

作成後保存してください。

● ロゴ作成ツールを利用して判子作成

規定値

営業結果は、営業結果の推移を自動的に変更します。

デフォルトは、初期画面表示時に初期出力します。

入力

入力時、保存時の動作等を設定します。

印刷

印刷１：得意先フォントサイズの自動調整設定等

印刷２：明細行の設定等

印刷３：タイトル部分の設定等

● 設定

● その他の参考画面

P.19 P.20

※オプションフリーソフト（産廃キングが必要）



産廃シロー
産業廃棄物受入及び計量器連動操作支援システム

メニュー権限のカスタマイズを利用して、システム運用担当者毎の操作権限が設定できます。

全てのデータは、最終処理担当者と日付が分かり、システム操作担当者毎に操作プログラムの

権限と読み込み専用設定が付与できます。

（例）営業担当のA君は得意先を見れるが修正削除ができない。

● セキュリティや内部統制に対応

計量指示計からRS232Cケーブルでパソコンに取り込まれた計量重量値を、LAN経由で他

のパソコン上へ転送して画面表示することが可能です。

例えば、2人同時に計量操作をする場合であっても、スケール1台で対応可能です。

● 計量重量値を複数パソコンへ同時表示

計量区分として持込、自社（引取）、処分、売上を用意し現金客対応もスムーズに運用できます。

計量票、控、売上伝票、控、受領書、仕切書、控、現金時領収書が発行できます。

● 廃棄物の受入排出など多彩な運用形態に対応

売上仕入入力時に過去の入力履歴から、得意先毎現場毎で商品と単価履歴の参照入力をするこ

とができます。計量から連動されたデータには最初からマーカーが付けられていますので、バッ

クオフィスにて売上仕入のデータをマーカーを消しながら再確認できます。

● 売上仕入単価履歴管理マーカー機能

車両番号を入力する事で過去の履歴から得意先、現場、車種、運転手、事業者、事業場を検索

できます。重複時は一覧表示にて確定できます。　

● 自社引取り車両や他社持込車両番号から検索

リサイクル業者様運用時のスケール、ダスト処理を明細計量時に行なえます。商品毎にスケー

ルやダスト率を設定できます。

● スケールやダスト処理

計量票2枚を印刷する際に1枚目と2枚目のタイトル部分を自社の都合に合わせて設定でき

ます。

● 計量票タイトル部の変更

金属くずは買取を行い、廃プラスチック類は処分費を頂く場合、同一画面で仕入れと売上を同

時に処理できます。

この時に現金処理を行なう場合の相殺計算ができます。

● 売上仕入同時処理　売上仕入金額相殺計算

売上仕入画面

計量場所が複数存在する場合にも対応します。

● 複数の計量場所に対応　

計量場所の登録

ヤードにて受け入れている廃棄物の種類毎に、引取（自社）持込（他社）の量と金額をいつ

でも確認できます。

● 廃棄物の受入状況が一目でわかる

計量受入問合せ画面　　（帳票印刷）

便利なUSBメモリータイプ

SANPAI SHIROSSSASAANNPNPPAPAAI I SSHSHHIHIRROROOO

計量票、計量票控、納品書、納品書控、受領書、仕切書、仕切書控、領収書、直行マニフェス

ト、建設マニフェスト、積替マニフェストの印字ができます。

● 多彩な伝票発行

車両データを登録時に空車重量を設定する事で実車一回計量で正味重量を算出します。

● 車両マスターを登録する事で一回計量
計量票を印字する際に単価金額を表示する・しないを設定できます。

現金処理時のみ単価金額を表示しその他は表示しない場合も対応できます。

● 単価表示区分

変換マスターを利用して、例えば廃タイヤアルミホイール付きを廃プラと金属くずで配分比

2対３とした場合に、売上は廃タイヤアルミホイール付き、マニフェストは廃プラと金属く

ずで、という処理を自動的に行なえます。

● 変換マスター処理

変換マスター登録画面

　・UNIPULSE

　・KAMACHO 

　・YAMATO

　・TANAKA

　・KUBOTA

　・日本製衡 

　・JFE

　・A&D

● 対応済み計量器メーカ指示計

シリアル通信サーバー 明細計量仕様入力画面

標準計量仕様では、実車、空車の計量にて正味重量を計算します。

明細計量仕様では、複数回計量をする事を前提にスケール引きも考量した計量値を計算します。

按分計量仕様では、複数商品がある際、按分比率を入力する事で、数量が自動計算されます。

出荷計量仕様では、自社から他社に出荷した際の計量を行います。

合積み計量仕様では、ルート回収で、複数の得意先から商品をまとめて回収した際に、1枚の

計量伝票で、複数の売上伝票を作成する事ができます。

画面の切替は、ワンクリックでできます。

● 5通りの計量方法に対応

標準計量仕様入力画面

P.21 P.22



便利機能のご紹介
産業廃棄物受入及び計量器連動操作支援

契約書セットと連動し、排出事業者・排出事業場との契約が交わされているか検査が行えます。

契約データが無い場合ポップアップが表示されます。

契約期限切れも警告されるので契約漏れを防止できます。

● 契約書検査機能

産廃シロー産廃キング

産廃シローと の便利機能産廃キング

業務効率を大幅に向上！

履歴機能を利用して過去売上仕入履歴から表示選択する事で、運用精度が向上すると共に間違

いの防止ができるようになります。

● 過去の売上仕入履歴から商品を選択（産廃シローでも可能）

検索する当日より過去日数を指定し、その間に売上の情報登録がされていない得意先や現場を

知らせることで営業の支援を行います。

● 売上が止まっている得意先を検索

運用中に生じた、得意先や現場に関する注意事項やメモは生じた時点で登録をしておきます。

売上伝票入力時において得意先＆現場確定時に、その登録された注意事項やメモが自動的に表

示されます。

● 得意先＆現場に関する注意事項やメモ

注意事項やメモの自動表示

産廃キングの場合

　「得意先参照ボタン」で、自動選択画面が表示

　得意先＆現場の入力時に、排出事業者、排出事業場、運搬受託者、処分受託者、処分場が自

　動表示されます。

産廃シローの場合

　「得意先参照ボタン」で、自動選択画面が表示

　車両番号の入力時に、得意先、現場、排出事業者、事業場、運搬受託者、処分受託者、処分

　場が自動表示されます。

いずれのソフトでも、複数パターン在る場合は複数表示され表示選択ができます。

● 車両指定時に得意先&現場その他のデータの自動表示

車両番号入力時の自動選択画面

得意先現場入力時の自動選択画面

有料オプションのご紹介

受注配車セットで入力した受注データを日毎に一覧表示します。

配車状況を色別で管理する事が可能です。

● 受注配車売上一覧オプション（ライセンスフリー）

産廃シローと連動し、受注配車セットで入力した対象データを呼び出す事が出来るのでお客様

情報の登録が一度で済みます。

のライセンスが必要になります。 のライセンスが必要になります。

産廃キングで得意先から預かった前受金の管理・処理を行います。

（産廃シローでも前受金処理が可能です。※但し、入金処理は除きます。）

入金額毎にプリペイド率を設ける事も可能です。

前受入金額と使用履歴のご利用明細書を発行出来るので残高が一目瞭然です。

残高不足をお知らせします。

● 前受金管理オプション

産廃キング 受注配車セット

ライセンスフリー
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一廃ハナコ
一般廃棄物マニフェスト管理システム

一般廃棄物の収集実績入力画面から印字に必要な項目を選定または、入力した後、一般廃棄物

管理票を印刷します。東京都23区で使用できる一般廃棄物管理票（単票・連帳）に対応して

います。印刷時には枚数指定で複数枚印字できます。

和歌山市専用版にも対応しています。

●● 一般廃棄物マニフェスト印刷

一般廃棄物マニフェスト入力

東京都23区一般廃棄物管理票印字例

東京都23区一般廃棄物管理票（し尿・汚泥）印字例

開発完了していない各地域ごとの管理票に関しては、カスタマイズにて対応いたします。

ご希望の際はご連絡下さい。お見積もりいたします。

● 標準装備以外の管理票はカスタマイズ対応

実績入力は、各排出現場毎の収集の実績を廃棄物毎に入力できます。　コピー機能などで実績

入力を助けます。

● 一般廃棄物実績の入力

受注配車セットにあるルート配車の機能を利用して、ルート配車・収集実績を一覧入力するこ

とで一廃ハナコへの実績登録ができます。

● 受注配車セットを利用して実績登録

運搬業帳票（エクセル）、処分業帳票（エクセル）を作成する事で、各帳簿の記帳義務に対応

することができます。

● 一般廃棄物帳簿

東京都指定（様式No10）一般廃棄物処理実績報告書と（様式No.11-1）区別一般廃棄物処

理量実績調査票の集計と印刷ができます。

● 行政報告の作成機能

利用頻度の高いマニフェスト内容を予め雛形形式で登録しておくことにより、マニフェスト作

成、発行の効率化が図れます。

● マニフェストデータの雛形作成

和歌山市専用一般廃棄物管理票印字例

便利なUSBメモリータイプ

IPPAI  HANAKOIPIPPPPPPAAIAI I   HHHHAHAANANNANAAKKOKOOO

契約書を登録することで、契約の履歴管理が可能になります。

● 一般廃棄物収集・運搬に関する契約書の作成

一回の入力でマニフェストと売上データを同時に入力する事ができます。

登録したマニフェストを産廃キングへ連動する事で、売上入力の手間を省く事ができます。

● 産廃キング（販売仕入管理）への連動機能

管理票が無い地域で、廃棄物収集時に別途受け渡しを証明する書類が必要な場合は、受渡確認

票を御利用下さい。

● 管理表が不必要な地域でも受渡確認票で代用
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SMS-PC/ 年間保守契約
お得で安心のサービスが充実

最新版が無料で使える！
保守ユーザ契約をして頂いたお客様は、常に新機能をご利用することが出来ます。
アップグレード費用などは不要です。また今後予想される、マニフェストや行政報告の形式変更、WindowsOSの更新対応も無償でご提供致します。

お客様とともに・・・
保守ユーザのお客様より頂いた貴重なご意見、ご感想を、サポートスタッフから、開発スタッフに届けられ、新機能の開発の資源として役立てられます。 そう
して完成した新機能は、お客様へ無償で還元される仕組みになっています。

安心のサポート
電話だけでは、伝わらないことも多々あります。 弊社では、リモートサポートサービスを利用して、お客様の画面を確認しながらスムーズにサポートさせて頂
くことが可能です。

万が一の災害トラブルに備える
大切なデータは、人為的ミスを含め、ハード障害・ウイルス、そして災害などの様々な要因によって消失する恐れがあります。クラウドバックアップは、そんな
トラブルに対する保険になります。データが失われたとしても、そのデータをクラウドサーバから簡単に復旧することが可能です。また電話以外にも、メール
やFAXでは受付しております。

専門のサポートスタッフがお手伝い

SMS-PC/ 年間保守契約SSSMSMMSS-S-P-PPCPCCC/C// 年年年間年間間保間保保守保守守契守契契契契契約契約約約

お客様と株式会社エスエムエス（以下、「弊社」といいます。）は、弊社がお客様に提供する統合型産業廃棄物業務パッケージソフトウェアＳＭＳ産廃
ソフトウェアの年間保守サービス（以下、「SMS-PC 契約」）に関し、次のとおり契約を締結します。

納入商品ﾗｲｾﾝｽ別 SMS-PC 契約（年間保守契約書）

本契約は、弊社が用意するSMS-PC の申し込みに基づいて締結されるものであり、お客様はバリューパック（保守契約受諾証明書）に申込内容を記載し弊社へＦＡＸ若

しくは郵送にて用紙を送付いただくものとする。

第 １ 条　契約の成立

契約期間中に本契約の製品のカスタマイズ制作を行った場合は、その製品又はカスタマイズ部分については、本契約のサービスは適応されないものとする。

第 ４ 条　保守契約のサービスの範囲に関する除外事項

本契約の「SMS-PC 契約」のサービスは、購入または申込後のキャンセル及び途中解約はできません。またお客様が、本契約の解除、解約をなされましても、ご購入・

お支払いいただいた料金（消費税含む）はご返金いたしません。

第 ７ 条　解約

本契約に基づき、提供した保守サービスを利用した結果の損害および影響について、いかなる場合において弊社は責任を負わないものとする。

都道府県別年次報告書作成システムのSMS-PC 契約に際し各行政からの年次報告書作成要綱に変更が生じた場合は速やかに対応をするものとする。

但し、変更ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの修正期間が修正規模の大きさにおいて期間内に対応出来ない場合は、翌年の報告書作成提出期限を持って対応する事とする。

第 ８ 条　免責事項

お客様と弊社は、本契約の保守サポートの履行に関連して知り得た業務上の秘密、本サポート事項、その他の機密を第三者に漏洩しないものとする。

第 ９ 条　機密保持

お客様は、本契約の保守サポートを受ける権利を第三者に譲渡しないものとする。

第１０条　譲渡の制限

本契約の定めのない事項、または本契約の各条項に関し疑義が生じた場合は、お客様および弊社は誠意を持って協議し、円満に解決するものとする。

第１１条　協議

本契約に関して、お客様と弊社間において訴訟の必要が生じたときは、弊社所在地を管轄する地方裁判所をもって合意管轄裁判所とする。

第１２条　合意管轄

保守契約の費用については、バリューパック（保守契約受諾証明書）の申込金額が、その期間中の保守契約費用となる。

第 ６ 条　保守契約の費用

（１） 本契約は、バリューパック（保守契約受諾証明書）を FAX またはポストに投函した日を起点として、申込年数期間を契約期間とする。

（２） 本契約の更新は、契約期間が終了する前に弊社より、更新に関するご案内を郵送いたします。その案内に従って契約期間が終了する前に更新手続きを行い更

       新契約料の料金を支払うことで、契約を更新するものとし、契約期間が終了する前に手続きを行わない場合は、契約が終了となる。

      （自動更新を行うためにも預金口座振替申込書・自動払込利用申込書をご利用ください。  ※ SMS直接契約ユーザのみ）　

第 ５ 条　契約の期間と更新

契約期間中に本契約で提供される本サービスは、以下の通りである。

（１）契約している製品がバージョンアップした場合の製品無償提供（弊社の都合で商品体系が変化した場合は変化した商品体系に基づき新商品は新たに購入が必要にな

       る場合がある）

（２）本製品がサポートしているマニフェスト用紙の印字フォーマットに変更があった場合の製品無償提供。

第 ３ 条　保守契約のサービス内容

本契約が対象となるのは、バリューパック（保守契約受諾証明書）に記載されている商品が対象となる。

第 ２ 条 保守契約の対象
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産廃ソフト価格表　
統合型産業廃棄物業務パッケージソフトウェア ＳＭＳＣｏｒｐ． Ｐｒｏｄｕｃｔｓ ＬｉｎｅＵｐＳＳＳＭＭＭＳＳＳＣＣＣｏＣｏｏｏｏｒｒｐｐｐ．ｐ． ． ＰＰＰＰｒｒｏｒｏｏｏｏｄｄｄｕｕｕｃｃｃｔｔｔｓｓｓ  ＬＬＬｉｉｉｎｎｎｅｅｅＵＵＵｐＵｐｐｐｐ

（2022年3月現在）

■ メインとクライアントについて

   LAN環境下において複数台のパソコンでシステムを運用する場合に必要です。

　 例： 3台のパソコンで産廃キングを運用する場合は、「メイン 1本」 「クライアント 2本」で運用が出来ます。

　　 　サーバーをご用意される場合でも、クライアントパソコン 3台の場合は、上記内容で運用が出来ます。

3ヶ月間製品無料貸出サービスもご用意しています。

209,000 

418,000 

96,800 

96,800 

48,400 

165,000 

96,800 

165,000 

96,800 

165,000 

96,800 

165,000 

96,800 

968,000 

968,000 

96,800 

418,000 

275,000 

96,800 

418,000 

33,000 

418,000 

165,000 

96,800 

165,000 

96,800 

165,000 

66,000 

418,000 

96,800 

110,000 

22,000 

110,000 

55,000 

165,000 

ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛｰﾝ

ﾒｲﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ

Light Edition ﾒｲﾝ

Light Edition ｸﾗｲｱﾝﾄ

ﾒｲﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ

ﾒｲﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ

ﾒｲﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ

ﾒｲﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ

ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛｰﾝ

ﾒｲﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ

ﾗｲｾﾝｽﾌﾘｰ

ﾒｲﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ

ﾒｲﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ

ﾗｲｾﾝｽﾌﾘｰ

ﾒｲﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ

ﾒｲﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ

ﾒｲﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ

ﾒｲﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ

4,400

4,400

1,199

1,496

495

1,001

495

1,001

495

1,001

495

1,001

495

4,400

4,400

1,199

3,300

2,805

495

4,400

440

3,300

1,001

495

1,001

495

4,400

1,001

4,400

1,199

48,400

48,400

13,200

16,500

5,500

11,000

5,500

11,000

5,500

11,000

5,500

11,000

5,500

48,400

48,400

13,200

36,300

30,800

5,500

48,400

4,840

36,300

11,000

5,500

11,000

5,500

48,400

11,000

48,400

13,200

販売価格商品名 及び 摘要　 １カ月保守 １年保守
ベーシック

P.34ページをご覧下さい
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計量器指示計連携 プロトコル作成

請求書用会社情報  CG 作成

指定請求書カスタマイズ（1帳票）

インストール及び個別技術指導業務費用
1回指導出張費宿泊費 別途実費

2回指導出張費宿泊費込

受注配車売上一覧オプション (受注配車セット )

産廃イチロー

ひも付けセット

返送セット

契約書セット

搬出汚染土壌印刷セット

産廃キング

前受金管理オプション (産廃キング ) 

受注配車セット

コンテナセット

産廃在庫セット

一廃ハナコ

産廃シロー

産廃イチロー・産廃キング　セット商品

ナビコ

ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛｰﾝ

ﾒｲﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ

Light Edition ﾒｲﾝ

Light Edition ｸﾗｲｱﾝﾄ

ﾒｲﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ

ﾒｲﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ

ﾒｲﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ

ﾒｲﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ

ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛｰﾝ

ﾒｲﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ

ﾗｲｾﾝｽﾌﾘｰ

ﾒｲﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ

ﾒｲﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ

ﾗｲｾﾝｽﾌﾘｰ

ﾒｲﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ

ﾒｲﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ

ﾒｲﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ

ﾒｲﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ

商品名 及び 摘要　

受注配車売上一覧オプション (受注配車セット )

産廃イチロー

ひも付けセット

返送セット

契約書セット

搬出汚染土壌印刷セット

産廃キング

前受金管理オプション (産廃キング ) 

受注配車セット

コンテナセット

産廃在庫セット

一廃ハナコ

産廃シロー

産廃イチロー・産廃キング　セット商品

ナビコ

3年保守
プロフェッショナル

5 年保守
エンタープライズ

193,600

193,600

52,800

66,000

22,000

44,000

22,000

44,000

22,000

44,000

22,000

44,000

22,000

193,600

193,600

52,800

145,200

123,200

22,000

193,600

19,360

145,200

44,000

22,000

44,000

22,000

193,600

44,000

193,600

52,800

130,680 

130,680 

35,640 

44,550 

14,850 

29,700 

14,850 

29,700 

14,850 

29,700 

14,850 

29,700 

14,850 

130,680 

130,680 

35,640 

98,010 

83,160 

14,850 

130,680 

13,068 

98,010 

29,700 

14,850 

29,700 

14,850 

130,680 

29,700 

130,680 

35,640 

※記載金額は全て消費税込の価格です。



動作環境について
産廃ソフトウェアの仕様内容

弊社の産廃ソフトシリーズ共通の仕様 /動作環境になっています。
他社ソフトにて既にSQL Server をご使用の場合は、別のパソコンをご用意してください。弊社ソフトでは、1つのSQL Server 内で他社ソフトを共存させることは推奨して
おりません。 （共存することにより、どんな障害が発生するか予測ができないため） 他社ソフトの動作あるいはデータにも影響が及ぶ可能性もありますので、おやめ下さい。 ( イ
ンストール自体も正常にできないこともあります ) 
他社ソフトと共存させる場合は上記リスク があることを理解した上で お客様の責任のもとでインストール・運用をしていただくようお願いいたします。

複数台のパソコンで運用時の注意点
1. パソコン台数が5台以上の場合は、データベース専用機としてWindows Server を設置してください。

    3 台以上のパソコンで運用する場合も、Windows Server の設置をおすすめします。（※ 複数台のパソコンを接続するネットワークは「有線ＬＡＮ」環境を推奨します 。）

2. 下記条件のいずれかに該当する場合は、SQL Server Standard もしくは Enterprise（有償版）にしてください。

    ・マニフェスト（もしくは売上伝票）が月間5,000枚を超える場合

    ・得意先件数が5,000件を超える場合

    ・パソコン台数が5台以上になる場合

      ※ SQL Server Express でも運用は可能ですが、メモリを1ＧＢまでしか利用できず、快適な運用を保証できません

※ 快適にご利用いただくために、より高スペックのプロセッサを搭載したコンピュータ、並びにより多くのメモリ搭載をおすすめします。
※ 産廃ソフト インストール時にインターネット環境が必要になる場合がございます。
※ Windows XP / Windows Vista / Windows Server 2008以前の環境での動作は保証しておりません。（マイクロソフト社のサポート終了のため）
※ Microsoft Office Excel 2016以上がインストールされていることが必須条件となります。
※ インターネット環境は IPv4に対応しています。（IPv6には非対応）

Microsoft® SQL Server 2019/2017/2014
Standard/Express Edition/Workgroup/ Enterprise

SQL Server Express Edition（無償版）について
 ・データベース領域は最大10GBとなります。
 ・利用可能なメモリの最大容量は1GBとなります。
　例 :64bit マシンでメモリが8GBの場合でも1GBまでしか利用できない

Windows Server®2019/2016/2012 Microsoft® Windows® 11/10/8.1 Microsoft® Windows® 11/10/8.1

Intel Xeon 2.8GHz 以上

4GB以上（※64bit 版の場合、8GB以上推奨）

空き容量30GB以上（データベース容量を除く）

USBポート1個 （プリンタ使用時+1個）

Intel Core i5（推奨 :core i7） Intel Core i5（推奨 :core i7）

推奨：FHD(1920×1080）      テキストやその他の項目の大きさ：小 -100%( 既定 )

「Microsoft IME」推奨

「MS-IME」 又は 「SMSオリジナル郵便番号辞書」から選択可能

OSに対応した（カラー）レーザプリンタ

マニフェスト印字する場合は、OSに対応したドットプリンタが必要になります。
推奨プリンタ : fit7450Pro / MICROLINE 8480SU3-R

データベース

メイン版 クライアント版

OS

CPU

メモリ

HDD

インタフェース

ディスプレイ

日本語入力

ドットプリンタ

レーザプリンタ

郵便番号辞書

SQL Server Express

1,400件

1,500件

2,300枚

2,000枚

5台

SQL Server Standard

4,400件

6,300件

6,200枚

11,200枚

12台

SQL Server

得意先

現場

売上伝票（月間）

マニフェスト（月間）

パソコン台数

業務量に応じた能⼒のサーバーをご⽤意下さい。
下記のいくつかの事例ではストレスなく運⽤をしていただいております。あくまで参考程度でお考え下さい。

複数のパソコンで産廃ソフトを使いたい！

データの参照だけをしたい

オプションソフトで機能を充実

1台目はメイン版 2台目以降はクライアント版

データ参照だけのリードオンリー版

オプションソフトを追加

メイン版 クライアント版 クライアント版

リードオンリー版

返送セットひも付けセット産廃イチロー

リードオンリー版

※ リードオンリー版のみでは動作しません。必ずメイン版が必要になります。リードオンリー版はデータ参照しか出来ません。

※ オプションソフトのみでは動作しません。必ずメインのソフト必要になります。産廃イチロー ライトエディション版では、オプションソフトはご利用できません。
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産廃イチロー

産廃キング

産廃シロー

ひも付けセット

返送セット

在庫セット

契約書セット

コンテナセット

受注配車セット

排出汚染土壌印刷セット

一廃ハナコ

ナビコ

書類作成日 　　　年　　月　　日

借用期間

貸出ソフト

　　　年　　月　　日から3ヶ月間とする。

会社名

代表者名

住　所

電話番号

FAX番号

209,000円

968,000円

418,000円

165,000円

165,000円

165,000円

165,000円

165,000円

275,000円

165,000円

165,000円

418,000円

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

フリガナ

〒

印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下、甲という）は、SMS産廃ソフトの購入検討を目的として、産廃ソフトウェアを

借用するにあたり、下記の事項を守り責任を持って使用することを誓約いたします。

1. 借受けた産廃ソフトウェアのご利用によって、何らかの損害等を負っても賠償責任を問いません。

2. 保管を適正に行うとともに、ご使用中の紛失、盗難等の防止に十分注意いたします。

3. 借受けた産廃ソフトウェアを紛失、盗難等の事故が発生した場合には、株式会社エスエムエスにすみやかに届けると
    ともに商品の定価を持って買取ります。

4. 借用期間の終了等返却を求められた場合には、借受け産廃ソフトウェアをすみやかに返却いたします。なおその際に
    生じる運送諸費用等は甲の負担といたします。

5. 借受け産廃ソフトウェアの利用目的は、SMS産廃ソフトの購入検討目的以外にはご利用しないことをお約束いたします。

株式会社エスエムエス 殿

必要事項をご記入のうえ、弊社本社宛まで FAXもしくは郵送をお願いします。

株式会社エスエムエス　本社
〒640-8392　和歌山県和歌山市中之島255番地8

FAX：073-488-4441

<

キ
リ
ト
リ>

● 最新版の産廃ソフトからご自由に選択可能。
　  産廃イチロー、産廃キング、産廃シローなどを始めとする産廃ソフトシリーズ全ての中からお好きな産廃ソフトを選ぶことが出来ます。

● 困ったとき安心のサポート体制
　  通常は、年間保守サービス加入が必要な電話対応サポートもご利用頂けます。専門のスタッフがスムーズに解決へ導きます。

● 期間終了後は「購入」または「返却」を自由に選択出来ます
　  ご満足頂けると判断して頂ければ、そのままご購入することが可能です。
　  又、ご満足頂けなかった場合はご返却して下さい。その際に別途費用を請求することはございません。

● お申し込み方法について
     右のSMS産廃ソフト貸出票に必要事項をご記入のうえ、弊社本社宛てまで郵送して下さい。
     FAXでも受け付けています。FAX番号：073-488-4441

SMS 産廃ソフト貸出票
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撮る・見る・送る
そしてコンテナの管理を！会社の財産を守ります！

・コンテナ管理を手書きや表計算ソフトで行っているが手間

・何処に自社のコンテナが設置しているか不明

・コンテナの設置、引上げ時、コンテナ番号を正確に書き取っているか不安

・コンテナ番号づけを正しく行っているが、番号が重複していないか心配

日常抱えているお悩みを産廃コンテナ beeがお助けします



株式会社エスエムエス
〒640-8392　和歌山県和歌山市中之島255番地8

公益社団法人 全国産業資源循環連合会 賛助会員

*Microsoft,Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。*Windows NT は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
*Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。* その他記載された製品名及び会社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
記載内容と実際の製品が異なる場合、実際の製品を優先します。

https://www.sanpai.com/ https://smsonline.shop-pro.jp/
SMS産廃ソフト /公式サイト オンラインショッピング

詳しくはネットで クリック カチッ！

産廃イチロー 検索

取扱店

発行：2022年3月

※このソフトウェア製品は、購入されたお客様自身がインストール・操作することを前提に販売
されております。販売・指導会社等に、ソフトウェア製品のインストール、サポート、導入指導、
入力代行、ネットワーク構築などをご依頼される場合には、別途費用がかかります。特に、ネッ
トワーク環境の整備・設定作業をご依頼になる場合は販売店にご相談をお願い致します。

本　　　社
北海道支店
宮 城 支 店
東 京 支 店
愛 知 支 店

TEL.073-488-3400( 代 )　FAX. 073-488-4441
TEL.011-765-8626　FAX.011-788-2298
TEL.0229-91-0935　FAX.0229-91-0936
TEL.03-5809-3760　FAX.03-3861-6193
TEL.0587-54-5360　FAX.0587-54-5350




