管理機能

・見積作成管理機能
・見積単価データベース
・見積仕様計算機能
・見積シミュレーション機能
・受注登録管理機能
・自動変更履歴管理機能
・作業指示書作成機能
・送り状作成機能
・日程検索機能
・印刷予定組換え機能
・各種予定表自動作成機能
・工程進行管理機能
・生産実績管理機能
（前工程／後工程）

・発注入庫管理機能
（外注／用紙／材料）
・原価管理機能
・利益管理機能
・売上管理機能
・納品書発行機能
・請求書発行機能
・製品在庫管理機能
・在版管理機能
・保管データ管理機能
・文書データ管理機能
・各種集計表自動作成機能
・レコードバックアップ機能

自動見積機能

印刷の見積作成を仕様入力・シミュレーションしながら短時間に
誰でも簡単に行えます
見積単価データベース ペラ物綴じ物対応
シミュレーション機能

「印刷管太郎 XI パッケージ版」は、見積作成から売掛・買掛管理ま
で、印刷会社の全ての業務を一元管理することが可能で、必要な
情報を誰もが共有し、直感的に業務を進行することで、全社の見え
る化を可能にします。
また、
日々の業務で入力され、蓄積したデータ
から、外部にデータを書き出すことなく直接、集計・比較検討が出
来る機能を備えており、
これらの機能は、業務進行の効率アップ、業
績向上に大きく貢献します。

印刷管太郎サーバー
FileMaker Server

プリンタ

売掛買掛管理機能

売掛管理機能
売掛台帳データベースの請求データを元に、請求一覧・入金一覧・
売掛一覧・売掛元帳管理・請求書一括出力が可能です
買掛管理機能
仕入台帳データベースの仕入データを元に、支払一覧・支払予定
一覧・買掛一覧・買掛元帳管理が可能です。
・入金管理機能・入金予定表作成
・支払管理機能・支払予定表作成
・売掛管理機能・売掛一覧・売掛残高一覧
・買掛管理機能・買掛一覧・買掛残高一覧
マスタデータ

・得意先マスタ
・取引先マスタ
・仕入品目マスタ
・用紙品目マスタ

・印刷機マスタ
・作業項目マスタ
・社員マスタ
・サイズマスタ

「印刷管太郎 XI ASP版」は、
「XI」の全ての機能をご利用頂け、
イン
ターンネットでどこからでも接続出来るクラウドタイプ
会社内、工場、出先でもインターネットに繋がる環境があればいつ
でも、
どこでも、
データセンタの印刷管太郎サーバーにアクセスして
閲覧、操作が可能！
保存データは、定期的に別拠点へ転送され、2重化のバックアップ
体制
サーバーメンテナンスはデータセンタ側なので、故障時の対応も安
心（対応時間：9時〜18時）
サーバー・クライアント間の通信は、SSL（Secure Sokets Layer）使
用による暗号化通信でセキュリーティも万全

本社
営業・総務・経理

サーバー管理
サーバー故障時
対応

インターネット等
通信回線

印刷管太郎DB
FileMaker Server

データセンター

インターネット網
SSL暗号化通信

定期的に別拠点へ
バックアップ

WiMAX/3G等

印刷管太郎クライアント
FileMaker Pro
印刷管太郎クライアント
FileMaker Pro

クライアント FileMaker Pro 18 Advanced
Windows 10 Pro Edition, Enterprise Edition
Windows 8.1 Standard Edition, Windows 8.1Pro Edition
Windows 7 SP-1 Pro Edition, Windows 7 SP-1Ultimate Edition
Mac OS High Sierra 10.14,Mac OS Sierra 10.13
サーバー FileMaker Server 18,FileMaker Pro 18 Advanced
Windows Server 2016 Standard Edition
Windows Server 2012 R2 Standard Edition
Mac OS High Sierra 10.14,Mac OS Sierra 10.13
CPU Dual Core , 4-Core
RAM 8GB 以上
ディスプレイ SXGA（1280×1024）
以上の解像度

●インストールには DVD ドライブが必要です

価

格（税抜き）

印刷管太郎 XI パッケージ版

￥1,080,000

印刷管太郎クライアント
FileMaker Pro

外出先

インターネットに接続可能な環境（ADSL等下り8Mbps以上推奨）
FileMaker Pro 18 Advanced

クライアントOS Windows
Windows 10 Pro Edition, Enterprise Edition
Windows 8.1 Standard Edition, Windows 8.1Pro Edition
Windows 7 SP-1 Pro Edition, Windows 7 SP-1Ultimate Edition
Mac
Mac OS High Sierra 10.14,Mac OS Sierra 10.13

（※）Windowsをお使いの場合の注意点
ユーザーアカウント名に日本語（マルチバイト文字）
を使われている場合、接続がで
きません。
ユーザーアカウント名をアルファベットに書き換える必要があります。

格（税抜き）

印刷管太郎 XI ASP 版
初期導入費 ￥50,000（導入時のみ）
月間使用料 ￥70,000（1 年毎更新・接続制限台数なし）
SSL 証明書料金 ￥30,000（年額）

印刷管太郎XIにはファイルメーカー等のアプリケーションソフトはふくまれません。印刷管太郎をご利用頂くためには、別途FileMaker Pro及びFileMaker Server 16のライセンスが

検索

必要となります。
また、FileMaker Goを利用される場合は、同時接続ライセンスも必要となります。必要ライセンンス数、費用等につきましては、別途ご相談とさせて頂きます。

販売店

発売元

■本
社
■静 岡 支 店
■北関東営業所
■東 北 営 業 所
■新 潟 営 業 所

誠伸商事株式会社 www.seishin.co.jp

〒145-0062
〒422-8034
〒321-0104
〒983-0841
〒950-0853

パッケージ版 / ASP版

印刷管太郎クライアント
FileMaker Pro

動作環境（ASPサービスの場合）

価

印刷業向け統合経営支援ソフト
FileMakerテンプレート

印刷工場

印刷管太郎クライアント
FileMaker Pro

データセンター

動作環境（パッケージ版の場合）

・自社情報設定登録
・見積DB設定登録
・前工程作業DB設定登録
・後工程作業DB設定登録

東京都大田区北千束2-9-10
静岡県静岡市駿河区高松2-17-11
栃木県宇都宮市台新田1-6-9
宮城県仙台市宮城野区原町3-8-9
新潟県新潟市東区東明7-2-24

TEL.03-5751-3011
TEL.054-340-1191
TEL.028-684-1981
TEL.022-299-6661
TEL.025-286-9040

IK-XI-fm17-201808

印刷管太郎 XI は、
直感的に印刷業務管理を実現するツール
で、
印刷会社で必要とされる管理項目をトータルにサポート
する印刷MIS
（Management Information System）
です。
印刷管太郎 XI は、
見積作成から売掛・買掛管理まで、
印刷会
社の全ての業務を一元管理することが可能で、必要な情報
を誰もが共有し、直感的に業務を進行することで、全社の見
える化を可能にします。
また、印刷管太郎 XI では、
日々の業務で入力され、蓄積した
データから、外部にデータを書き出すことなく直接、集計・比
較検討が出来る機能を備えており、
これらの機能は、業務進
行の効率アップ、
業績向上に大きく貢献します。
サーバー・クライアントタイプの印刷管太郎 XI パッケージ
版、
インターネットでどこからでも利用できるクラウドタイプ
の印刷管太郎 XI ASP版、
2つのタイプを用意致しました。

は印刷業に必要とされる様々な管理項目を一元管理し

直感的な経営戦略のお手伝いを実現するソフトウエアです

印刷管太郎 XI のフロー

印刷管太郎 XI の入力画面等
インフォメーション画面

マスタ登録画面

複雑な見積を迅速に作成可能
過去のデータも瞬時にアクセス
受注登録もワンクリックでOK

得意先・取引先など顧客情報を含め
12種類のマスタを入力
見積では選ぶだけで入力可能

全ての業務はインフォメーション画面から
電子掲示板付き

工程管理表

作業表

受注管理画面

見積シミュレータ

見積作成画面

印刷の見積作成を仕様入力・シミュレーション
しながら短時間に誰でも簡単に行えます

進行予定表

受注した仕事を正確に管理
予定変更も変更履歴管理によってリアルタイムに
把握でき正確な作業指示書が作成可能

作業予定表 / 日程表

日報入力

作業日報
作業者による日報
入力から、作業者
毎の生産高を集計
することができます

印刷機間組換え表

印刷機の印刷予定をビジュアルに簡単に組み換え
印刷機マスタの設定により各印刷機の印刷予定時間を自動算出

印刷生産実績集計管理（日別集計）

プリプレス、刷版、用紙、印刷、製本、加工の
詳細情報を管理

受注した仕事が現在どの工程に流れているのかを
マーキングによってリアルタイムに管理

売上管理

原価見積比較表

売上台帳から売上登録はワンクリック
標準で得意先別売上集計、営業担当別売上集計、
営業担当別月別売上推移表、全社月別売上比較表を出力

日報入力により、
社内実原価を算出
受注毎に見積との比較が可能
営業戦略を練る資料がボタン1つで確認できる

印刷生産実績集計管理（月別集計）

受注した仕事全体を正確に管理。入校、初校、下版、
印刷、納品などの情報をビジュアルにグラフ表示

買掛管理

売掛管理

売上台帳からの月次処理により
ボタン1つで売掛管理が可能

実績推移表

各作業の予定日付が入力されていれば、本日以降の予定として
出力・校正刷、刷版、印刷、製本、納品等の予定表が出力可能

仕入台帳からの月次処理により
ボタン1つで買掛管理が可能

月報集計

作業者による日報入力から、
各工程の作業項目毎集計、
日報集計、
月報集計が可能

予算設定管理表
予算入力画面
得意先別、
月別予算管理が可能

予算・実績管理表

印刷予定と印刷生産実績をリアルタイムに把握
より詳細な生産管理を実現

任意の期間で、印刷機毎に印刷予定・印刷中・印刷刷了が
一目で確認できます

売上台帳から任意の期間で、得意先別売上集計、営業担当別売上集計、
営業担当別月別売上推移表、全社月別売上比較表を出力

予算に対して
月別、
四半期毎の達成率を
一目で把握

