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セールスＦｉｔは、自社商品を持ちまわる営業担当者や施工業者向けの営業支援
ツールです。スマートフォンで、車内在庫管理や納品対応・入金対応が可能です。
既にお使いの基幹システムと連携させれば、営業担当の業務をリアルタイムに把
握できます。

セールスＦｉｔで出来ること

スマートフォンで納品処理・入金処理・在庫管理が可能。
ウェブシステムなのでクロームやサファリなどのブラウザがあれば運用可能。
万が一、スマホの故障や障害で利用できなくなっても、別のスマホでも継続利用可能。

モバイルプリンター（※）にて納品書・請求書や領収書がその場で印刷可能。
２０２３年１０月より始まるインボイス制度にも対応済。
※モバイルプリンターは株式会社サトー社製ラパンを別途購入いただきます。

クラウドデータベースを利用しているため、営業担当者の納品実績や集金実績がリア
ルタイムで本部より確認可能。
※通信障害や圏外の場合などリアルタイムに実績確認できない場合があります。この
時は通信復旧時にクラウドデータベースに書き込まれます。

倉庫在庫から商品や部材を持ち出す際に、車中在庫として登録することで持出在庫の
管理も可能になります。また、持ち帰って倉庫在庫に戻す処理や営業担当同志の在庫
融通にも対応しています。

データ変換ツールを使用して、既存の基幹システムとの連携も可能。
但し、データ変換ツールのカスタマイズが必須となります。
※概算費用（¥200,000 ～ ¥400,000）

外回りの担当者に向けた情報共有ツールもオプションで追加可能。
ただの掲示板ではなく、情報投稿者に対しての回答も可能。また、これを他のメン
バーも閲覧可能であるため、強力な情報共有ツールとして期待できます。

システム構成図

※スマートフォンやモバイルプリンターはお客様にてご用意ください。

※スマートフォンは機種を問いません。（古い機種や低スペックの場合は正常に動作しない場合があります。）

※モバイルプリンターはサトー社製ラパン（PT408e Bluetooth版）が標準仕様となります。それ以外のプリンター
でも対応可能ですが、別途印刷エンジンのカスタマイズ費用が発生します。

納品(販売)管理 入金管理 在庫管理 出退勤管理

現場へ直行直帰の担当者も考慮して、出退勤管理の機能もオプションで追加可能。
担当者の動向がリアルタイムで確認可能。
例）8:45（出社）⇒9:30（Ａ社）⇒13:30（Ｂ社）⇒15:00（Ｃ社）⇒17:45（退社）
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機能概略

システムにログイン

出退勤データ（出勤）を保存【データベース】

「持ち出し・持ち帰り」メニューより、持ち出しを選択

自社倉庫より、車中倉庫へ商品を積み込み

車中倉庫に在庫を計上【データベース】

積み込んだ商品をシステムに入力

顧客への納品伝票を入力

出退勤データ（勤務）を保存【データベース】

売上実績データを登録【データベース】

車中在庫より在庫数量を減算【データベース】

納品書（または納品書兼請求書）を出力

請求実績データを登録【データベース】

領収書を出力（入金があった場合のみ）

入金実績データを登録【データベース】

営業担当同志の在庫融通

「持ち出し・持ち帰り」メニューより、載せ換えを選択

車中在庫を払い出す方が、載せ換え入力をする

車中在庫より在庫数量を減算（載せ替え元）【データベース】

車中在庫より在庫数量を加算（載せ替え先）【データベース】

業務終了時（帰着時）

「持ち出し・持ち帰り」メニューより、持ち帰りを選択

商品毎の持ち帰り数量を入力

在庫差異をスマホで確認 ⇒ ＯＫの場合は、在庫差異票を出力

車中在庫より在庫数量を減算【データベース】

出退勤データ（退勤）を保存【データベース】

自社倉庫の在庫を減算【データベース】

自社倉庫の在庫を減算【データベース】

青字：標準機能 赤字：オプション機能
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商品Ａを５０個積み込み

５０

8:45 出勤
出退勤管理

業務開始時
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商品Ａを２０個納品（残＝３０）

３０

営業先処理

売上 △△ストア 商品Ａ 20個
売掛 △△ストア 商品Ａ 20個
入金 △△ストア ¥18,000

実績データ
8:45 出勤
9:50 勤務 〇〇商事

14:33 勤務 △△ストア

出退勤管理
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商品Ａ１０個他車へ（残＝２０）

２０
売上 △△ストア 商品Ａ 20個
売掛 △△ストア 商品Ａ 20個
入金 △△ストア ¥18,000

実績データ
8:45 出勤
9:50 勤務 〇〇商事

14:33 勤務 △△ストア

出退勤管理
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商品Ａ２０個を持ち帰り

２０
売上 △△ストア 商品Ａ 20個
売掛 △△ストア 商品Ａ 20個
入金 △△ストア ¥18,000

実績データ

在庫差異
（なし）

8:45 出勤
9:50 勤務 〇〇商事

14:33 勤務 △△ストア
17:15 退勤

出退勤管理
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スマホ画面・帳票凡例

メインメニュー画面 伝票明細入力画面

売上入力と納品書・請求書発行

入金入力と領収書発行

車中在庫の管理

納品書・請求書の再発行

領収書の再発行

当日売上の照会

伝票番号は自動採番

得意先CDと登録番号を表示

同一商品同一顧客の前回販売時
の単価を表示します

原価を表示します

利益と利益率を表示

取引毎の利益や利益率など会社の
収益に関する情報を表示。

請求書（インボイス制度対応済）

登録番号を記載

税率毎の消費税額の表記

適合業種

販売営業・ルート営業・建設業・施工業など

情報共有オプション（チャット機能）

テーマ毎にチャットルームが開設され、全てのユー
ザーが自由に閲覧・投稿できます。
チャットの履歴はデータベースに永久保存されます。

勤怠管理オプション（ダウンロードデータ）

全ての担当者の行動履歴が逐次保管されます。
ログイン（出社）ログアウト（退社）とみなすことで、１月分
を集計すれば勤務表としても利用できます。



機能一覧

機能 標準仕様
／オプション

スマホ（社外）
／ＰＣ（社内） 機能詳細

納品処理
（標準）

標準 スマホ 顧客先での納品処理を行います。
納品処理により、以下が自動で行われます。
・納品データの登録
・納品書／請求書の発行
・在庫の払い出し
・勤務履歴への登録

返品処理
（標準）

標準 スマホ 顧客先での返品処理を行います。
返品処理により、以下が自動で行われます。
・納品データ（赤）の登録
・納品書／請求書（赤伝）の発行
・在庫の受入（または破棄）
・勤務履歴への登録

入金処理
（標準）

標準 スマホ 顧客先での入金処理を行います。
入金処理により、以下が自動で行われます。
・入金データの登録
・領収書の発行
・勤務履歴への登録

返金処理
（標準）

標準 スマホ 顧客先での返金処理を行います。
返金処理により、以下が自動で行われます。
・返金データの登録
・勤務履歴への登録

在庫管理
（標準）

標準 スマホ 持出在庫、入出庫（販売・返品受入）、在庫融通（他営業
との在庫移動）による在庫状態をリアルタイムに管理。
持ち帰り時に棚卸を実施し、理論在庫との照合を行う。

伝票出力
（標準）

標準 スマホ 任意のタイミングで、発行済伝票の再出力を行います。
※伝票紛失や印字ミスに対応

データ連携
（オプション）

オプション ＰＣ 基幹システムとのデータ連携を行います。
営業担当者が持ち帰った伝票を、基幹システムに手入力す
る手間が省けます。
基幹システムの仕様により連携が出来ない場合は、データ
の照会ツールを作成してご提供できます。
（別途の御見積になります。）

情報共有
（オプション）

オプション ＰＣ／スマホ 本部と営業担当間でのチャット形式のコミュニケーション
ツールです。ＬＩＮＥ等のツールの使用がはばかられる場
所では便利です。
チャットの履歴は全てデータベースに残ります。

出退勤管理
（オプション）

オプション ＰＣ／スマホ 各営業担当者のログイン（出社）、ログアウト（退社）、
業務時間内の営業履歴を全て記録します。
データはエクセルにダウンロード可能です。

価格表

No 商品／サービス 金額 補足
１ 「セールスフィット」１Server ¥2,900,000 １サーバーライセンス

クライアントはフリー

２ 初年度維持管理費 ¥100,000 クラウド利用料（１年分）
ドメイン取得・利用料（１年分）
リモートサポート（１年分）

３ 情報共有ツール（オプション） ¥150,000

４ 出退勤管理ツール（オプション） ¥150,000

Sales
Fit



導入サポートメニュー【標準提供】

メニュー 詳細

クラウド環境準備 レンタルサーバ業者との契約代行
レンタルサーバ契約、ドメイン取得・契約

レンタルサーバの初期設定
※ＳＡＫＵＲＡインターネットのプレミアムプランが標準となります。
※他社サービスの利用も可能ですが、ＭｙＳＱＬの利用が可能なものに限ります。

データベース構築 データベース生成・構築
セキュリティの設定

初期データのエントリー 以下の必須マスターの登録
・ユーザーマスター
・顧客マスター
・商品マスター
・倉庫マスター
・自社基礎情報

※既定のエクセルフォーマットにお客様にてデータを作成して頂きます。
基幹システムからのダウンロードデータをレイアウト変換して使用することも
可能です。ご不明な点は御相談ください。

ＰＣ設定 クラウドデータベースのデータダウンロードツールの導入
※売上データや入金データなどをエクセルで自由に操作できます。
※エクセル（Microsoft Office）はお客様にてご準備ください。

動作検証 スマートフォンでの動作確認（データ登録・印刷）
パソコンでのデータダウンロードの確認

操作マニュアルの提供 個々のお客様向けに操作マニュアルを作成いたします。
画面のハードコピー等はカスタマイズされたお客様画面にて作成します。
※マニュアルはＰＤＦファイルでのご提供となります。

操作説明 基本的な操作説明。
スマホが圏外等の場合の注意点を説明。
プリンターに関する基本操作やメンテナンス、用紙入れ替え等の説明。
※ＳｋｙｐｅやＴｅａｍｓなどのオンライン説明となります。
※プリンターに関してはメーカー提供の保守契約の締結を推奨します。

導入サポートメニュー【別途御見積】

メニュー 詳細

レンタルサーバのグレードアップ ホスティングサービスではなく、サーバ１台丸ごと借り上げる場合等
サーバの信頼性や冗長性の向上のためのグレードアップ
※標準サーバとの差額は実費での御請求となります。
※詳細はスカイピーシー営業までお問い合わせください。

現地説明会の実施 利用者向けの説明会を御社にて実施いたします。

初期データの作成代行 マスターの作成を全て代行いたします。
※現在システムを運用していない（紙ベース運用）お客様向け
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お問い合わせ

E-Mail info@skypc.jp

TEL 0994-40-9666

有限会社スカイピーシー
〒893-0014   鹿児島県鹿屋市寿７丁目１－１７
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