
お客様の業務内容､ご予算に合ったシステムの選択が可能です。
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ケンユウテクノ株式会社

　平成  2年 2月 　　　東京都大田区にて設立、設立資本金500万円　　代表取締役　山口謙治 

　平成  2年 4月 　　　ＮＣ旋盤用自動プログラミングソフト『点郡円弧近似』開発 

　平成  2年 6月 　　　ＮＣ旋盤用自動プログラミングソフト『楕円球、放物球点郡円弧近似』開発 

　平成  2年 7月 　　　大田区南久が原営業部事業所増設 

  平成  2年10月   　　ＮＣ旋盤用自動プログラミングソフト『板カムソフト』開発 

　平成  3年 4月 　　　事務管理用『売買管理』開発 

　平成  3年 6月 　　　工場業務管理用『受注管理システム』開発 

　平成  4年 1月 　　　大田区鵜の木に工場建設 

　平成  4年 2月 　　　資本金増資　増資額500万円　資本金1,000万円とする 

  平成  4年10月  　 　パソコンによるＬＡＮネットワークシステム『生産管理システム』受注製作納入、日本におけるＬＡＮシステムのさきがけとなる 

　平成  7年 7月 7日　製造業業務管理ソフト（カスタマイズ可能なパッケージ型）標準版『受注＆売買管理システム７７７』発売

  　　工程管理・工程進捗管理・図面管理・簡易原価管理の機能あり 

　平成  8年  3月 　　　在庫管理版『受注＆売買管理システム７７７』発売 

  平成 10年 2月 　　　経理管理用『受注＆売買管理システム７７７』『台帳ソフト』開発 

  平成 10年 6月 　　　ユニット部品構成型『受注＆売買管理システム７７７』、引当予定機能付在庫システム『ユニット在庫』発売

  　　在庫機能なし『ユニット管理』発売 

  平成 11年 2月　　 　販売商社用『受注＆売買管理システム７７７』開発、売上成績管理・顧客管理・顧客別 

　平成 11年11月　   　工場売却 

  平成 12年 3月 　　　製造工程の中間在庫『仕掛資産管理』開発、EＤＩ取引ソフト発売開始 

  平成 12年 4月     　福岡営業所開設、福岡県福岡市南区長浜5丁目3番2号 

　平成 12年10月     　資本金増資　増資額2,000万円、資本金3,000万円とする 

  平成 13年 3月 　　　本社　新社屋完成　移転、本社　東京都大田区東矢口3丁目8番2号 

  平成 13年 9月　　 　『受注＆売買管理システム７７７』連動型経理ソフト『経理システム』サンプル発売 

  平成 14年 3月　　 　『受注生産管理システム７７７』へ名称変更 

  平成 15年 3月 　　　レンタルソフト事業開始、インターネット受注、ダウンロードによる自動インストール 

  平成 15年 5月 　　　福岡営業所移転、福岡県福岡市南区花畑2丁目34番8号 

  平成 18年 3月 　　　負荷管理システムパッケージ発売開始 

  平成 18年 9月 　　　『受注＆売買管理システム７７７』Ver７発売 

  平成 19年 3月 　　　『ものづくりERP生産管理システム７７７Ver7.0』パッケージ版発売 

  平成 19年 4月 　　　『ものづくりERP生産管理システム７７７Ver7.01』パッケージ版発売 

  平成 20年 2月 　　　Kenyou　web-EDIｻｰﾋﾞｽ開始 

  平成 20年 9月　　 　『ものづくりERP生産管理システム７７７Ver8』パッケージ版発売開始 

  平成 21年 2月　　 　携帯端末による受発注基幹情報管理システム発売開始 

  平成 21年 9月 　　　ＥＲＰ生産管理システム777Light新発売 

　平成 22年 7月 　　　『ものづくりERP生産管理システム７７７Ver9』パッケージ版発売開始

　平成 23年 1月 　　　『ものづくりERP生産管理システム７７７Ver10』パッケージ版発売開始

　平成 24年 4月 　　　名古屋営業所開設

　平成 24年11月 　　　日立システムズより『生産管理システム７７７クラウド』サービス開始

　平成 25年 2月 　　　『生産管理システムOEMクラウド』サービス開始

　平成 25年 5月 　　　東北仙台営業所開設

  平成 29年 4月　　　『ものづくりERP生産管理システム７７７Ver11』パッケージ版発売開始

  平成 29年 4月 　　　宮崎営業所開設

　平成 29年 7月　　　 プライバシーマーク取得

　令和   3年 6月　　　『ものづくりERP生産管理システム７７７Ver.12』パッケージ版発売開始
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中小製造業の必要なシステムとは

◆７７７は望めば望むほど高い管理ができるよう設計されています。

そして次のコンセプトを掲げています。
　　・三日で使える使いやすさ
　　・現場が大事の現場主義
　　・柔軟に拡張変更できるカスタマイズ対応

　中小企業特有の分割・特急などの処理への対応は
　専用オペレータを必要としません
　システムを現行業務に合わせる柔軟なカスタマイズ
　バーコード管理・EDI取引などのシステムへの対応

◆ ERP生産管理システムは小さな巨人

生産管理から経理業務まで管理する777は
ERP（統合ソフト）です。

◆ 業種別導入実績 ■ 豊富な業種別システムの実績

◆鍍金処理　　　◆回路基板製作　　　　◆機械､工具商社　　　 　◆板金加工　　　　◆歯切り加工　　　◆樹脂成型加工
◆樹脂加工　　　◆金型製作　　　　　　　◆ゴム成型＆金型製作　◆研磨加工　　　　◆材料販売　　　　◆鋳物鋳造
◆焼入れ処理 　◆木型加工　　　　　　　◆特殊バルブ製造　    　◆一般部品加工　◆鉄骨、製缶製作組立
◆航空部品　　　◆医療器具メーカー　　◆食品加工　　　　　　　　◆食品卸商社　　　→他業種別導入実績多数

製造業は各社､取扱う製品や材料加工方法により､それぞれ管理の仕方が多様です。
その多様さを根気良くシステム化しました。

下記、業種別専用画面以外にも多くの業種を手がけてきました。その業種に合った受注管理を実現します。

[ゴム成型業] [樹脂射出成型業] [焼入れ業] [鍍金業]

◆ 便利な機能 ■ 各一覧画面の共通機能

・一覧画面の検索や機能は一つの画面を
　覚えると後は同じです。
・各項目の並び順は自由に項目を選択し
　昇順・降順が複数設定できます。
・画面に表示されているものを印刷できます。
・Excel出力機能がすべての一覧画面に付いています。
・いつも瞬時に元伝を呼び出せます。



◆ 受注管理 ■ ここに製造業にかかわる全ての情報が集まっています

製造の履歴管理が出来ます。この受注入力画面は多様な業種対応の
専用入力画面があり､柔軟にカスタマイズが可能です。

全てはこの画面から･･･

受注を入力し工程を組み､作業指示書を発行し､外注に手配します

・図面・検査票・デジタル画像等のあらゆるファイル管理機能
・工程管理や手配先、実績時間記録
・原価集計
・在庫引当状況 etc・・・

独自製品メーカー・アッシー製品の製造業の
購入手配､在庫管理を強力にサポート

◆ ユニット管理 ■ 構成部品のある受注品の管理です

・構成部品のExcelデータを読込むことが可能です。
・構成部品にサブアッシーを組込むことが出来ます。
・部品もアッシー部品も工程進捗管理出来ます。
・下層階層数は12階層まで組込むことが可能です。
　(標準)
・受注構成表にて構成の全てを確認、
　選択した階層の部品構成表画面を呼び出し、
　その場で部品構成の修正が可能です。

豊富な機能

◆ 受注残一覧 ◆ 一目で受注残高と納期遅れがわかる

納期管理の徹底で信頼向上

・納期遅れ､納期間近が色分けされ
　一目で納期管理が出来ます。
・取引先別にも一覧表示ができ取引先の
　信頼が向上します。
・現在の受注残高はいくらか確認できます。
・納期より売上日を予想し､取引先の締め日
　から請求月別に仕分けます。

◆ 受注伝票形式入力 ■ 受注入力の形式が選択できます

・工程管理を省略、伝票形式の入力機能です。
・卸売商社の受注入力に適しています。

トレーサビリティを完備

・誰がいつどこで作業したのか、その時紐づけられた図面および写真検査表等のファイルを確認出来ます。



◆ 工程進捗管理 ◆ ４色の色分けで工程進捗が一目瞭然

工程進捗の見える化

・着手､継続､中断､終了の4色で表示
・作業日報のバーコード入力との連携で進捗管理
・標準の日付表示は予定納期と工程完了日で表示しますが､
　カスタマイズで工程ごとの入り数工程残留数も表示可能
・ユニット構成製品も「ツリー構成」でわかりやすく表示

※ オプションで　「負荷スケジュール管理」もあります。

◆ 作業日報一覧 ◆ 日報一覧に豊富な機能

工程ごとの集計や項目で並替え、Excel出力して分析することで
生産工程の無駄や弱点が見えてくる。

・品名別､図番別､期間別､機械別､作業者別などの
　絞り込み機能で情報を整理
・加工工程ごとの実績集計が可能
・データをExcel出力して､独自に分析
・日報の修正は管理者のみ可能

◆ 作業日報入力

バーコードハンディターミナル
　　　　　(オプション)

バーコード入力の簡単な
操作からトレーサビリティ管理
原価管理が始まる

・何時、誰が、どの機械で、何をどれだけ作業したか
・着手、継続、中断、終了の4段階で時間を把握
・作業日報のバーコード入力で進捗取り
・一人で機械の多台持ち、1アイテムの複数ライン同時加工に対応
・現場業務に合わせたカスタマイズも可能



◆ 発注入力 ◆注文書は3種類から選択可能

受注からの発注以外にも一般購入品など直接入力で発注可能

・直接入力で注文書を発行します。
・仕入過去の履歴､マスター登録データから､品名型式を複写が可能です。
・特定の受注の原価集計に関連付けることも可能です。
・PDFデータの出力が可能なのでメールに添付することが出来ます。

◆発注データから仕入計上

購入品の在庫入庫も分納がOK　豊富な機能で入力も軽減

・通常は発注書もしくは現品票を使用し､仕入バーコード処理で仕入伝票は
　自動作成されます。
・依頼先が指定伝票を忘れても発注からの選択で仕入処理は大丈夫
・購入品は仕入処理とともに自動入庫されます
・仕入の分納・過納・不足納にも対応出来ます。
・仕入過去や売上からデータ複写からも出来ます。
・仕入明細に勘定科目が付けられます。

◆ 仕入入力

◆ 原価管理機能 ◆ 原価管理は貴社独自に進化します

集計区分ごとの原価の把握で業務の見直しができる

・材料費､内製費､外注費､処理費､購入費､管理費などの区分で原価を集計
・疑問に思ったら､集計値の根拠になるデータを瞬時に呼び出せます。
・原価集計は仕掛品も可能。
　期末などに仕掛資産がワンクリックで集計できます。
・データをExcelに出力して､独自に分析
・カスタマイズにより､求める集計分析がワンクリックで表示



◆ 見積書入力 ◆見積書作成

便利な機能で情報の連携が可能

・過去の見積データ複写機能で再見積が簡単に
　出来ます。
・見積から受注を作成することが出来ます。
・受注入力の工程明細で積算した金額を見積作成
　出来ます。
・印影出力機能が付いています。
・PDFデータの出力が可能なのでメールに添付することが
  出来ます。

受注入力画面からどのように見積したか
瞬時に呼び出すことが出来ます。

◆ 売上入力 ◆受注データから売上計上

豊富な機能で入力の手間を削減

・売上バーコード画面から受注入力で出力した作業指示書の
　バーコードを読むことで簡単に売上処理が可能です。
・画面左下の｢受注残からの選択｣のリストから選択をしても
　同様の売上処理ができます。
・受注入力のない物の売上処理として、幾つかの補助機能があります。
　これにより入力の手間を極力削減する工夫がされています。

◆ 在庫管理 ◆ 製造業の在庫管理

製造業の在庫管理は複雑ですが777はその複雑さに強力に対応します

・引当管理が出来ます。
・仕掛管理が出来ます。
・仮出庫機能があります。

これらの機能がリアルタイムで動きます
その他
・素材の自動引当、在庫管理が出来ます。
・棚番管理､発注点割れ管理が可能です。

・軽減税率対応（オプション）

◆ 在庫一覧

豊富な検索機能でマスターを呼び出す

・検索や絞込み機能を組合せ､在庫金額合計を見る
・データをExcel出力して､独自に分析

[税率区分登録]
軽減税率用



◆ 在庫引当

在庫引当は、実在庫数及び仕掛在庫数（発注中及び製作中の数量）から必要数を引当てます。

・引当により、受注時の在庫の
　出荷可能数や不足数を把握することができます。
・在庫引当によって複数受注による在庫割れを
　出荷前に把握できます。
・引当情報は「在庫数修正」の受注引当リストに表示。

◆ 素材引当

部品製作において必要素材数を自動引当管理することができます。

・使用素材を製品マスタに登録し、部品製作に必要とする素材、数量を設定すると
　部品製作に必要な素材数を引当てることができます。

[製品マスタ]の
素材番号をクリック

素材[製品マスタ]の在庫修正をクリック 素材の引当リストが確認できます。

◆ 入出庫管理機能

出庫情報を管理しているので、常に正確な在庫を把握できます。

・様々な製造現場で発生した物の入出庫情報を一元管理します。
・入出庫情報は｢入庫｣｢出庫｣｢全て｣での一覧が可能で、期間指定による物の動きの見える化を実現します。

◆ 在庫棚卸機能

製品･部品･材料の在庫状況と引当状況(今後の動き)・不足状況を一覧表示します。

・各製品･部品･材料は、在庫数、引当数、不足数を
 一元管理にて修正･訂正することができます。(管理者のみ)
・各種検索により棚卸したいものを絞り込んで、　
　まとめて処理することができます。
・引当状況については、一括で選択したもの全てに
　再引当することが可能です。
・棚卸実施日ごとに記録するので過去の在庫状況も
　確認ができます。



◆ 発注点割れ発注

・製品マスタには在庫の最低在庫数である「発注点」と「手配数」（ロット数）が設定できます。
・在庫引当の仕掛在庫数（発注中及び製作中の数量）が発注点以下になったアイテムを「発注点割れ発注」に一覧表示し、
　この画面情報から、発注書発行や製作指示情報を作成することができます。
・「発注点割れ発注」には、発注点割れ数と発注数が表示されていますが、
　製品マスタに登録されている「手配数」単位で発注数が自動で決定されます。

　ユニット製品の共通部品の在庫管理に最適です。

◆ 発注点割れ情報から発注手配が可能です。

◆ 図面を含むファイル管理

ネットワーク上にあるPCのハードディスクの
容量の限り保存出来ます。

・商品マスター､受注管理に登録出来ます。
・Excel､Word､画像ファイル（JPEG・BMP・TIFF）PDFなどのファイル
　が登録管理出来ます。
・検索機能で呼び出しも簡単
・画像の連続表示検索も可能
・一受注で何枚も登録出来ます。
・各社､複合機のスキャナー機能との連動も可能

◆ 図面表示と印刷

すっきり画面に表示

A4でもA3でも印刷が出来ます。

[4分割表示] [受注入力] [見積書]

受注入力で登録された図面を4分割連続表示をし、目的の図面をダブルクリックすることで
その受注情報が瞬時に表示され原価や見積状況が把握できます。



◆ バーコード管理 ◆ バーコード処理を活用

バーコードリーダーを活用し､手入力によるミスを防ぎ､省力化､スピードアップに有効です。

バーコード処理と連動される各処理機能
・作業指示書印刷
　　日報処理・工程進捗表・完成品入庫処理・原価集計・
　　売上処理
・注文書印刷
　　購入品入庫・仕入処理

                                                 あらゆるところでバーコードは活躍します。

[原価集計] [工程進捗表] [完成品入庫処理]

◆ 統括集計表 ◆ 売上､仕入､粗利全体が見える。

・決算期内の月ごとの売上､仕入金額を取引先ごとに一覧表示します。
・年度の月間売上､仕入､粗利合計を一覧表示します。
・通常の締め日集計と1日末日締め日集計のどちらでも集計が可能

◆ 売上粗利集計で分析

[売上統括集計表] [総合統括集計表] [仕入統括集計表]

売上粗利集計で毎月に推移､
年度ごとのデーターをグラフ
で表示しExcelにも出力

◆ 機能設定（PC権限設定）

生産管理システム777をインストールしているパソコンには固有の機械識別番号が付与されています。
その識別番号ごとに機能の使用制限をかけることが可能です。

・編集入力可能・不可、使用不可、
　また原価集計や金額等をパソコンごとに
　非表示に設定することができます。

・取引先別の年間売上及び粗利が月ごとに表示されます。

[売上納入処理] [仕入受入処理]

[日報処理]

　バーコードハンディターミナル
　　　　　　(オプション)



取引先���データ取込【カスタマイズ可能】

公開���サイト　　　http://www.kenyou.net

◆貴社の発注管理を“�������サービス”によるインターネット取引に変えてみませんか！
　KenyouEDIメンバーシステムにより低価格での導入が実現出来ます。
　一度､お問合せください。 

Kenyou.Net　Web-EDI　System

負荷管理機能【カスタマイズ可能】

EDIデータは取引先様によりデータ構造が異なる場合が多く、すべて統一されておりません。
それらのデータを受注管理に取り込み、手入力によるミスを防ぐことができます。
特に大量のデータを取り込む場合には入力時間が短縮でき、コストダウンに貢献できます。

777777777

777777777

777777777

EDIデータ取り込み機能 取引先の発注データを取り込むことができます。



【標準機能及びオプション】

受注工程管理

受注入力(単品部品）

受注入力(ﾕﾆｯﾄ部品）

受注一覧

受注残一覧

手配納期一覧

工程進捗表

作業日報入力【バーコード処理】

作業日報一覧

原価集計一覧

発注管理

発注入力

未発注一覧

発注済一覧

売上管理

売上入力

売上一覧

売上集計

売上台帳

売掛集計

売上請求書発行

検収入力【売上検収処理】

売上バーコード入力

仕入管理

仕入入力

仕入一覧

仕入集計

仕入台帳

買掛集計

仕入請求書付合せ

発注済リスト

仕入バーコード入力

在庫管理

在庫マスタ登録

在庫一覧

在庫修正

在庫棚卸

入出庫一覧
製作品入庫処理

発注点割れ一覧

その他

図面管理

図面（ファイル）一覧

見積書入力

見積書一覧
補助マスター登録

取引先管理

入金・出金管理

入金入力

出金入力
入出金一覧

集金・支払予定

統括集計【売上・仕入・総合】

売上粗利集計【グラフ表示】

自社登録
売上繰越初期設定

取引先年間更新

社員設定登録

項目名設定

登録マシン管理

機能別パラメーター設定

登録PC別機能設定

勘定科目設定

開発・販売元

ケンユウテクノ株式会社
URL http://www.kenyou.co.jp

その他　オプション

　受発注データ取込み

取引先EDIデータ取込み

取引先Excelデータ取込み

Kenyou.Net  Web-EDI　System
　工程管理

負荷管理機能

　帳票類作成（カスタマイズ）

指定伝票印刷

各出力帳票印刷

グラフ作成

　その他

専用管理画面

受注の伝票形式入力機能

軽減税率対応

ISO9000対応(文書管理機能)

売上月別(注残一覧　集計予定日)

JANコード
QRコード

ハンディターミナル
タブレット

本      社　　　　〒146-0094　東京都大田区東矢口3-8-2
　　　　    　　　　TEL 03-5713-1511　 FAX 03-5713-1512
仙台支店　　　　〒983-0045　宮城県仙台市宮城野区宮城野1-12-15　松栄宮城野ビル2F
　　　　　　　　　　TEL 022-253-6268　 FAX 022-253-6269
名古屋営業所　〒482-0022　愛知県岩倉市栄町２丁目80　セラビル3F-3
大阪営業所     〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島6-2-3　チサンマンション第7新大阪604

※本仕様はシステム改良のため変更する場合があります。 20210601

発注点割れ発注

製品の素材引当機能

在庫引当機能


