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INTER-STOCKとは？

通販の物流管理、製造業の部品在庫管理、卸売業の在庫管理、倉庫業の入出荷検品・・
企業の業務システムに本格的な物流プロセスを追加します。
販売管理システムだけでは実現できない、在庫削減、ヒューマンエラー撤廃、出荷品質の
向上、ロット管理を圧倒的なコストパフォｰマンスと拡張性＋自由な機能で実現します。

導入企業800社突破！

導入成功率＆稼働率99.8%以上

追加コストが発生しないセミスクラッチ型
倉庫管理パッケージ（WMS）

業歴16年の豊富な実績！
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開発コンセプト

WMS導入プロジェクトで「追加コストを頂かない」という
オンザリクスのこだわり
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追加コストが際限なく膨らむトラブルは、業務パッケージ導入時のトラブルの中で最も頻発するケースで
あり、顧客がパッケージ導入を躊躇する要因の一つとなっています。特に機能が豊富に作り込まれたパッ
ケージソフトはこの傾向が強く、こうしたパッケージソフトの基本設計に影響を及ぼすようなカスタマイ
ズが必要になると、結局ゼロからスクラッチで開発した方が安かったというケースも頻発しています。

パッケージソフトの導入を巡るこうしたトラブルは、減るどころかむしろ増えており、今後も収まる気配
がありません。低コストでスピーディに導入できるパッケージソフトを導入した結果、時間もコストも膨
大にかかり、ようやく本稼働したと思ったら、今度はパッケージソフトのバージョンアップで追加の請求
書が届くといった具合です。

一般的なWMS導入においては、プロジェクトの開始前に顧客の求める要件に対して必要なカスタマイズを
整理し工数を見積もりしますが、不確定要素の多い物流システムにおいて、この段階であらゆる要件を想
定することは極めて困難です。

また、顧客の事業成長に関わる内部環境変化や法制度や技術刷新による外部環境変化に対しても、一般的
には顧客が追加コストを負担することになります。当社は、お客様と同じ立場に立ち、一体感を持って問
題解決に取り組むために、当初予算に対して追加のコストを頂かないという強いこだわりを持っています。

この考え方を製品コンセプトの中核になる重要な理念「セミスクラッチ型」として掲げ、それを「無償プ
ロトタイプ作成」「無償カスタマイズ」「完全オープンソース」という3つの無償サービスにより実現して
います。



セミスクラッチ型とは？

1
無償プロトタイプ

作成

2
運用に寄り添う
カスタマイズ

3
追加カスタム無料

4
ソース&DB公開

5
将来の内製化支援

５つの特徴的な導入手法で稼働率99.8%と顧客満足No1を実現！

契約前 開発
運用
テスト

納品 稼働後

99.8%の稼働率を誇るWMS導入の成功パターン

課題

本当に利用できる
か不安

無料でプロトタイ
プをカスタマイズ
してテスト可能

解決

課題

自社の仕組み、運
用に合うか不安

現場の運用に寄り
添うカスタマイズ

解決

課題

追加、追加で費用
が重む

当初契約予算から
追加費用不要

解決

課題

いつまでサポート
して貰えるのか不安

ソースとDBを完全
公開で安心

解決

課題

システムの独占化
が不安

内製化支援で自社
が主導権を握れる

解決
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セミスクラッチ型3つの無償サービス 5
１.無償プロトタイプ作成 2.無償カスタマイズ 3.完全オープンソース

ご契約前にシステムの操作性、
有効性を確認頂けます

「追加コスト」が必要ない
WMS導入プロジェクト

ベンダーではなく、
顧客が主導権を握るということ

一般的にパッケージシステムを検討す
る際は、デモによる機能確認、もしく
は体験版の試用による操作性の確認を
行います。しかし、パッケージシステ
ムにカスタマイズを施さなければシス
テムを試用することが出来ないケース
も少なくありません。

この場合、顧客側は契約後にカスタマ
イズ対応して初めてシステムを試用す
ることになるため、プロジェクトの後
工程で手戻りが発生することになりま
す。

当社ではご契約前にプロトタイプを無
償で作成するサービスを実施すること
で、こうしたリスクから開放します。

当社製品には、800社の企業の物流プ
ロセスや業務ノウハウが沢山つまって
います。業種・業態を問わず、中堅企
業の物流倉庫に必要とされる多種多様
な業務要件を汎用化し、「オプション
モジュール」として提供しています。

そのため、どのような複雑な業務プロ
セスをもつ物流倉庫であっても、追加
カスタマイズ費用なしにシステムを導
入します。

また弊社で提供するモジュールで足り
ない機能については、メーカーとして
の責任を持って当社自らが必要性を判
断した場合、お客様のご要望する機能
の開発工数が発注金額を超えるもので
あっても、追加コストを頂くことはあ
りません。

従来パッケージシステムの導入は開発
ベンダーが主導権を握っていました。

弊社は、ロジスティクス領域をITで武
装するための戦略的パートナーとして
オンザリンクスをご利用いただくとい
うのが基本スタンスです。

ロジスティクス領域のIT化は自社が主
導権を握って開発をする時代です。
パッケージはあくまでツールでありな
がら、これまではパッケージベンダー
が主導権を握ってきました。

しかし、強い企業は自社が主導権を
握って物流システムをアジャイルで
どんどん進化させています。この流れ
に乗れない企業はいずれ競争力を失う
ことになります。



導入企業様のご紹介

すでに多くのお客様二ご導入頂き、ご満足頂いています。
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メディア掲載実績

お陰様でINTER-STOCKは多業界から高い評価いただいています

7



プロダクトポジショニング

コ
ス
ト

高

稼働力 高

稼働力 低

他社ＷＭＳ

他社在庫管理
パッケージ

インター
ストック

機
能
・
拡
張
性

高

導入期間 長

導入期間 短

他社ＷＭＳ

他社在庫管理
パッケージ

インター
ストック

機
能
・
拡
張
性

低

コ
ス
ト

低

倉庫管理システム(WMS)領域でのインターストックのポジショニング

INTER-STOCKはカスタマイズに強い中堅企業向けの倉庫管理パッケージ(WMS)です。
顧客へのヒアリングを通じてシステムを作り込んでいくため、基幹システムとの連携、急激なトラ
フィックへの対処、マーケットの要求に応じたフレキシブルなカスタマイズなど、中規模以上の企
業が抱える特有の在庫管理、物流の問題への対処が出来るノウハウが他社にはない強みです。
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ターゲットポジショニング

倉
庫
在
庫
管
理

倉庫規模 大

倉庫規模 小

他社ＷＭＳ

他社在庫管理
パッケージ

インター
ストック

販
売
管
理
機
能

中規模倉庫を保有し、本格的な物流システムを短納期で導入したい中堅企業様が私たちのお客様
です。弊社はコンサルティング、開発、運用サポートをワンストップで提供出来る物流ソリュー
ションに専門特化した企業です。

他社在庫管理
パッケージ

荷主企業のシステムではなく、自前のＷＭＳで
アピール強化を図りたい中小規模３ＰＬ企業

既存の販売(基幹)管理システムの在庫管理機能
では、現場が回らない中堅メーカー系企業

受注の急激な増加に伴い、本格的な物流システ
ムの導入が急務なＥＣサイト運営企業

情報システム担当、物流専任担当がいなく、
物流システム導入を一括でアウトソースしたい
中堅企業

こんな企業様が私達のお客様です。
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ソリューションマップ

発注から出荷までの物流プロセスをトータルでサポート出来る物流に
特化したサービスが私達の強みです。
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システム概要

見積

売上

販売管理システム
(既存基幹システム)

仕入

受注

発注

入荷検品

入荷実績データ

ピッキング
(摘み取り)

ハンディ連携

ハンディ連携デジタルピッキング

出荷実績データ

在庫管理

・ロケーション管理
・ロット別在庫管理
・SKU別在庫管理
・在庫分析

トレーサビリティ

・入荷履歴
・出荷履歴
・ロットトレース

BIツール

・出荷分析
・作業分析
・在庫分析
・グラフ作成

ipad連携

在庫引当

インターストックのサポート範囲 ※一部オプション有り

発注から仕入まで、受注から売上までの物流プロセスを的確
にサポートします。

棚卸

出荷検品
(種蒔き)

送り状発行
出荷伝票発行
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ホストインターフェース全体図

・入荷予定データ取込
・入荷予定リレーション機能（一括入荷確定）
・入庫登録（ロケーション確定）
・入庫実績確認
・入庫実績CSV出力

入荷予定
CSV形式

仕入

ホスト

入庫

WMS

入荷実績
CSV形式

売上

ホスト

出庫

WMS出荷実績
CSV形式

・受注データ取込
・出荷リレーション機能（在庫引落確認）
（ロケション確認）
・ピッキングリスト出力（アイテム別+店舗別）
・出庫実績確認
・出庫実績CSV出力

在庫

WMS
・ロケーション別在庫管理
・在庫調整
・在庫振替
・棚卸
・棚卸差異リスト

在庫

ホスト

棚卸実績
CSV形式

在庫データ
CSV形式

ERP/基幹

＜インターストックと連携実績のある基幹システム＞
・SAP/ スマイル / 奉行 / カクテル / 電脳工場 / mcframe / GLOVIA
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物流センターシステムフロー （入荷→入庫）

発注登録

ホスト

発注データ
出力

ホスト

事
務
所

倉
庫

入荷予定
データ

入荷予定
データ取込

WMS

入荷リスト
発行

WMS

入庫実績
データ取込

ホスト

入庫実績
確認

WMS

入荷検品

WMS

入荷実績
データ

ロケーショ
ン確定

WMS

入荷品、入荷数量を入荷
予定データと照合

棚格納
入庫ラベル

発行

WMS

ソースマーキングされていな
い品目はバーコードラベルを
貼り付け
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物流センターシステムフロー （ピッキング→出荷）

受注登録

ホスト

受注
データ出力

ホスト

事
務
所

倉
庫

出庫予定
データ取込

WMS

出庫予定
データ

在庫引落

WMS

出荷

在庫引当
確認

WMS

ピッキング
リスト発行

WMS

ピッキング

WMS

ピッキング
リスト

出荷進捗
確認

WMS

出荷検品
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送り状
納品書発行



インターストックの特徴

複数倉庫一元管理 複数荷主対応 フリーロケーション
管理

高度な在庫引当
（拠点＆ロケ割れ、先入先出）

OCR,RFID対応

インターストックは中堅企業向けの本格的WMSです。
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インターストックの強み

インターストック(WMS)の優位点

カスタマイズに強い独自の導入手法 セミスクラッチ型
完全自社開発の為、柔軟にカスタマイズに対応可能です！

インターストックは弊社が設計から開発までを行った完全自社パッケージの為、柔軟な
カスタマイズに対応することが出来ます。物流で必要なコア機能はパッケージを利用し、
貴社独自の機能については、カスタマイズで対応することでベストなご提案を可能にします。

1

WMS内製化支援 ソース＆データベースは完全公開
オープンソースで将来の内製化を支援します！

システムの導入はこれまでベンダーが主導権を握っていました。インターストックはパッ
ケージでありながら、ソース＆データベースを完全公開しています。システムの独占化を防
ぎ、将来の内製化も支援いたします。

2

操作性にこだわり使いやすいデザイン
業務パッケージでありながら、操作性とデザインにこだわっています。

業務パッケージにありがちな、動けばいいといった見にくいデザインや、操作性を無視した
画面設計をインターストックでは大きく見直しました。画面の配色も人が識別しやすい色を
採用するなど、工夫を凝らしています。

3
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オンザリンクスの強み

オンザリンクスの優位点

業界15年、導入企業社数800社以上の実績
豊富な実績による経験で貴社にベストなシステムをご提案します！

長年の経験により弊社が気付いたこと。それは、効果性の高いWMSを導入する為には
「理想」「運用」「教育」の一貫性が保たれた仕組みを構築する必要があるということ。
私達はその仕組みの構築をコンサルテーションするプロフェッショナルを目指しています。

1

物流専門のサポート力で導入稼働率99.8%を実現
ロジスティクスに精通したエンジニアによるシステム構築

物流に特化したワンストップサービスにより、導入企業様の不安を解消します。
物流改善、在庫管理、倉庫管理に専門特化した導入・構築プランにより、実に導入企業様の
99.8％が現在も稼働中です。

2

カスタマイズ開発パートナーと共創体制を強化
インターストックをより多くの企業様にご利用頂く為に

弊社で開発しているインターストックは東京、大阪、福岡にいるカスタマイズ開発パート
ナーにてカスタマイズ対応が可能です。今後もこうした共創パートナーを厳選して関係を
強化することで、インターストックをより多くの企業様にご利用頂く予定です。

3
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導入メリット１

導

入

前

同一商品の異ロッ
ト出荷でミスがま
た発生した（涙）

先入れ先出しで在庫がメチャクチャ

品目別の在庫は合うが、ロット別で
みると現場の在庫と全く合わない

現場での先入れ先
出しとシステムの
出荷伝票が合わな
い・・

良品と不良品の在庫が混ざって大変

良品と不良品の在庫が一緒になって
管理されている為、引当が困難

2枚？？、4枚？？
間違って４枚で在庫
引当しちゃった・・

導

入

後

フリーロケーションで解決

同じ商品で異なるロットのアイテム
は別棚で管理します

先入れ先出しチェックでミス撤廃

出荷伝票を入力する際に、古いロッ
ト在庫があればアラートを表示

在庫のステータス管理で安心

同一商品でも在庫の状態別に在庫数
量を把握することができます。

ロット違いの商品
は異なる棚に置い
てあるので分かり
やすい♪

古いよ！
システムが自
動チェックし
てくれるので
とても楽♪

良品が２枚
不良品が２枚

固定ロケーションの限界

ロット別の在庫管理を行いたいが、
固定ロケーションでは限界が・・

倉庫管理、在庫管理のお悩みを一気に解決します！
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導入メリット２

物流現場での様々なトラブルにインターストックが効きます！

導

入

前

数量単位が複数あって大変

入荷時と出荷時で数量単位が異なる
為、計算ミスが頻発・・

在庫の分析はエクセルのマクロで

回転率や不良在庫の洗い出しはエク
セルで行うので、とても面倒

在庫が変わるたびにシステム
から在庫データを取り出し
て・・再集計

棚卸にいつも時間がかかってしまう

現場への棚卸の指示リストが品目順
で出力される為、不効率

導

入

後

複数単位も自動変換で簡単

入荷時、出荷時、在庫時とシーンご
とに数量単位を自動変換します。

在庫分析資料もかんたん作成！

回転率やデッドストックの確認は
集計条件を指定するだけ。

ロケーション別に棚卸指示

改ページの指定も出来るので、指示
書を担当者へ振り分け楽チン！

マスタに数量単位を
登録しておけば、勝
手に変換してくれる
ので楽チン♪

品
目
順

システムの在庫マスタを
元に品目順で出力された
指示書は使いにくい

ロケーション順にソートしたり、
ロケーションで改ページ指定も
出来るので棚卸効率ＵＰ！

えっと・・
１パレット120個だ
から、１２０個かけ
る８パレットで・・

1PL
120個

※最大３つまで
管理可能

在庫回転率
在庫回転期間
不足在庫一覧
不良在庫一覧

これで作業に
集中できる
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インターストックの主な機能

入 荷 出 荷 在 庫 棚 卸 その他

入荷予定

入荷検品

入荷状況

現物入荷

入荷ラベル

入荷予定(発注)データの登録機能

伝票別or仕入先別or品目起点での入荷検品機能

入荷予定に対して入荷状況を確認する機能

入荷予定のないデータの現物入荷登録機能

商品に貼付するラベル発行機能
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インターストックの主な機能

入 荷 出 荷 在 庫 棚 卸 その他

出荷予定

出荷検品

出荷状況

現物出荷

在庫引当

出荷予定(受注)データの登録機能

伝票別or品目別or納入先別での出荷検品機能

出荷予定に対して出荷状況を確認する機能

出荷予定のないデータの現物出荷登録機能

受注データから在庫を自動引き当てする機能
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インターストックの主な機能

入 荷 出 荷 在 庫 棚 卸 その他

ロケ管理

ロット管理

先入先出

ロケ移動

在庫参照

固定ロケ、フリーロケでの在庫管理機能

ロット単位、SKU単位での在庫管理機能

先入れ先出しを考慮した在庫引当機能

在庫のロケ移動を登録する機能

ロケ別、品目別、SKU別に在庫を参照する機能

在庫分析 不良在庫、欠品在庫を参照する機能

在庫調整 理論在庫数を強制的に修正する機能

在庫推移表 日々の在庫の推移(入出庫)を参照する機能

22



インターストックの主な機能

入 荷 出 荷 在 庫 棚 卸 その他

在庫ロック

棚卸指示

棚卸登録

実棚比較表

物流を止めずに棚卸を実施出来る機能

理論在庫を元にロケ別に棚卸指示リストを発行

棚卸の実数をカウントし登録する機能

理論在庫数と実棚数を比較照合する機能
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インターストックの主な機能

入 荷 出 荷 在 庫 棚 卸 その他

データ取込

データ書出

マスタ管理

入荷予定、出荷予定、マスタデータを取込み

入出荷実績、在庫情報を書出し

担当者、商品、ロケ、得意先、仕入先の管理

24



マスタ機能一覧

品目マスタ

品目の情報を管理するマスタです。

倉庫マスタ

在庫を管理する倉庫の情報をメンテ
ナンスするマスタです。

ユーザーマスタ

倉庫・在庫管理を行う現場担当者を
登録・管理するマスタです。

ロケーションマスタ

各倉庫のロケーション（棚番）をメ
ンテナンスするマスタです。

仕入先マスタ

仕入先の情報を管理するマスタです。

得意先マスタ

得意先の情報を管理するマスタです。

配送地域マスタ

配送地域を管理するマスタです。

カテゴリマスタ

品目分類またはSKUの情報を管理す
るマスタです。

納品先マスタ

納品先の情報を管理するマスタです。

衣類

マスタ機能

得意先別単価マスタ

同一品目で得意先毎に単価を設定し
ます。

仕入先別単価マスタ

同一品目で仕入先毎に単価を設定し
ます。

運送会社マスタ

運送会社の情報を管理するマスタです。

仕入先別納入先マスタ

同一品目で仕入先毎に納入先を設定
します。

得意先別納品先マスタ

同一品目で得意先毎に納品先を設定
します。
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日時処理機能一覧

ログイン機能

特定ユーザー以外のシステム利用を
制限する機能です。

入庫実績一覧

品目の入荷情報を登録する機能です。

出庫実績一覧

品目の出荷情報を登録する機能です。

移動実績一覧

品目の倉庫間、もしくはロケ間の移
動を登録する機能です。

棚卸実績一覧

品目の棚卸データを登録する機能です。

棚卸指示書発行

棚卸指示書を発行します。

日次処理機能

ハンディ連携

ハンディターミナルを利用して入荷、
出荷、移動、棚卸が行えます。

OP

実棚比較表

システムの理論在庫と実棚在庫数量を
比較して、差異を確認します。

入荷残リスト

入荷指示データに対して、入荷され
ていない残データを確認します。

出荷残リスト

出荷指示データに対して、出荷されて
いない残データを確認します。

入荷検品リスト

入荷検品時に使用するバーコード付き
の検品リストを発行します。

出荷検品リスト

出荷検品時に使用するバーコード付き
の検品リストを発行します。

OPOP

OP

OP

棚卸ロック機能

入出荷を動かしながら、棚卸が行える
機能です。

在庫引当機能

受注データを元に在庫を引当し、引当
不可の場合は欠品リストを発行します。

バーコードラベル作成

バーコードラベルを専用プリンタから
発行します。

在庫調整

システム在庫を強制的に調整を行う機
能です。

OP

外部データ取り込み

マスタデータ等の他システムの外部
データをテキストで取り込みます。

受発注伝票登録

受注伝票、発注伝票の登録を行います。
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集計・分析機能一覧

在庫明細

倉庫にある在庫の明細情報を確認出
来ます。

ﾛｹｰｼｮﾝ別在庫一覧

倉庫＆ロケーション別の在庫情報を
確認出来ます。

ロット別在庫一覧

ロット＆日付情報別の在庫情報を確
認出来ます。

在庫推移表

日々の在庫の推移、入荷数量、出荷
数量を確認出来ます。

在庫回転率・回転期間

品目ごとの在庫回転率、交叉比率を
確認出来ます。

不足在庫一覧

発注点に対して不足している在庫を
一覧で確認出来ます。

過剰在庫一覧

集計・分析機能

発注点に対して過剰となっている在
庫を一覧で確認出来ます。

デッドストック一覧

滞留日数、最終出荷日より判定して、
死蔵在庫品をリストアップします。

在庫差異分析

在庫の過剰品目数、不足品目数、
差異無し品目数を見える化します。
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INTER-STOCKの主な特徴１

インターストックは現場で活用出来る沢山の便利な機能が
パッケージされています。

固定ロケーション管理 フリーロケーション管理 ロット管理 作業管理

在庫差異率 一括・循環棚卸

品目名・品目ｺｰﾄﾞ複数管理 識別情報(SKU)管理 複数単位管理 複数倉庫管理

発注点&安全在庫管理 CSVｲﾝﾎﾟｰﾄ・ｴｸｽﾎﾟｰﾄ

品目マスタに主ロケーションを
設定することで固定ロケーショ
ンでの管理ができます。

入荷登録時にロケーションを任
意に登録することでフリーロ
ケーション管理が行えます。

入荷、出荷登録時にロットNo
を登録することでロットのト
レースが行えます。

入荷、出荷の作業を誰がいつ
行ったかを管理できます。

一括棚卸、循環棚卸を選択して
棚卸が行えます。

発注点、安全在庫を設定するこ
とで、欠品による機会損失を防
ぎます。

全てのマスタデータはテキスト
ファイルでインポート、エクス
ポートが可能です。

品目コード、品目名はそれぞ
れ３つまで管理できます。

色

サイズ

形状

１つの品目で最大
３つまで識別情報
を設定可能です。

設定された識別情
報毎に在庫が把握
できます。

> >

入荷、出荷、在庫参照それ
ぞれのシーンで在庫の扱い
単位を自動変換します。

複数倉庫での在庫管理が行え
ます。倉庫別、倉庫統合のど
ちらでも在庫を把握できます。

※エディションにより一部ご利用頂けない機能がありますので、担当アドバイザーにご確認下さい。

棚卸時の在庫の差異率を簡単に
確認可能です。
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INTER-STOCKの主な特徴２

返品処理 在庫欠品リスト 在庫調整 棚卸指示書作成

納品先・納入先設定 仕入先・得意先別単価

バーコード作成 先入れ先出しチェック ペーパーレス入荷検品 ペーパーレスピッキング

在庫回転率 不良在庫チェック

売上返品、仕入返品の登録
をハンディターミナルで行
います。

受注から在庫引当を実行後に欠
品在庫をリスト作成可能です。

３個 6個

任意のタイミングで在庫数量を
調整することが出来ます。

棚卸用の指示書を
発行できます。

ロケーション毎に
発行することも可
能です。

仕入先と得意先毎に納入先と納
品先を設定できます。

仕入先と得意先毎に商品の単
価を設定できます。

品目毎に在庫の回転期間、
在庫の回転率を確認すること
が出来ます。

入庫日と最終出庫日により動き
のないデッドストックを確認で
きます。

品目マスタに登録したデータ
より、専用プリンタにバーコー
ドラベルを発行できます。

在庫引当時、ロットの日付情報
を元に、先入れ先出チェックが
行えます。

入荷検品時、商品のバーコード
をスキャンして、そこから発注
伝票を選択し検品可能です。

※エディションにより一部ご利用頂けない機能がありますので、担当アドバイザーにご確認下さい。

インターストックは現場で活用出来る沢山の便利な機能が
パッケージされています。

ピッキング時、ピッキングリス
トを発行せずに、ハンディのみ
で作業が可能なモードです。
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こんな企業におすすめです！

出荷量が急激に増えて、出荷トラブルが続出しているネットショップ様(広島県)

このような沢山のご相談から、導入を決断頂きました。

全国５拠点の物流センターの作業標準化を図りたい医薬品卸売業様(岩手県)

過剰在庫により資金繰りが悪化しているアパレル卸売業様(岡山県)

得意先にロット管理の粗雑な仕組みの改善を迫られたお菓子製造業様(京都府)

工場が4箇所あり協力会社にも製品の在庫を置いている為、各拠点での製品在庫
がブラックボックス化している産業機械製造業様(岡山県)

発注した部品の受入検品がシステム化されていない為、タイムリーな発注残管理
が行えない電気部品製造業様(福岡県)

包装資材、半製品の在庫がアナログ管理の為、全く合わない麺製造業様(岡山県)

医療器具の使用期限管理が煩雑な作業になり、発注管理や在庫数の管理もシステ
ム化されていない為、過剰在庫となっているバイオ事業会社様(滋賀県)
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お客様の喜びの声多数！

「出荷作業の人員が１６人から１２人に削減出来ました。」

沢山の企業様で改善効果を喜んで頂いております。

容器卸売業様(岡山県)

「８億５千万円あった平均在庫が5億6千万円まで削減出来ました。」

電気部品卸売業様(広島県)

「誤出荷の件数が月平均6件から月ゼロ件になりました。誤出荷ゼロ３００日を突破しました。」

電気部品卸売業様(広島県)

「受注ＵＰにより出荷の量は増えましたが、在庫の量は減りました。」

アパレル通販業様(広島県)

「在庫がピッタリ合い、会計士さんにも褒められました。 」

業務用品通販業様(福岡県)

「お客様からの在庫の問い合わせに自信を持って回答出来るようになりました。 」

ブランドバック販売業様(東京都)
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出荷残＆進捗確認画面イメージ

出荷予定データに対して、ハンディターミナルで出荷した実績を突合して、
出荷の進捗をリアルタイムに確認を行います。
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受注データ（出荷予定データ）に対してインターストック上の理論在庫を自
動引当した結果を確認する画面です。引当の編集も可能です。

在庫引当確認画面イメージ 33



実棚比較表画面サンプル

ハンディで棚卸を行った実績データをシステム上の理論在庫データと突合する機
能です。システム上の理論在庫と実在庫の差異がワンクリックで確認出来る為、
大変便利な機能です。
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帳票イメージ／入出荷検品リスト

指示No順

詳細版（A４ヨコ）

簡易版（A４タテ）
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需要連動型在庫最適化

たった３つの数字を設定するだけで、過剰在庫を抑制し、欠品の発生リクスを最
小限に抑えることが可能になります。わずか３ヶ月で在庫を適正化可能です。

3ヶ月で適正在庫

を実現！

発注点,発注量,安全在庫

を自動算出

過去出荷実績を用いて動的発注点管理での在庫適正化の実現
発注・補充コントロールとキャッシュフロー改善。
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ハンディターミナル連携オプション

メニュー画面 入荷画面 在庫問い合せ画面

入荷、出荷、棚卸など倉庫業務に
必要な機能をハンディターミナル
一台で行うことが出来ます。

ハンディ画面で在庫を簡単に確認
することが出来ます。
品目からも、ロケからも検索が行
えます。

★ハンディターミナル機能のご紹介

ロケーション入力、ロット入力、
ＳＫＵ入力等、設定で入力項目を
自由に設計可能です。
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HT画面イメージ／出荷検品 38



文字認識対応OCR機能

※文字認識はカスタマイズ費用が別途必要になります。
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INTER-STOCK エディション

本格的倉庫在庫管理パッケージ(WMS)を以下の価格で提供しています。

(基本ライセンス＋ユースウェア＋年間保守)

5,000,000円～

★カスタマイズ無しの参考価格

※本価格はソフトウェアのみの費用です。ハンディターミナル等のハードウェア費用は別途お見積りになります。
詳しくは営業窓口にお問い合わせください。

(基本ライセンス＋ユースウェア＋年間保守＋カスタマイズ)

8,000,000円～

★カスタマイズ有りの参考価格

インターストックは倉庫管理システム(WMS)パッケージ導入時のクライアント企業の不満を解決する為に、
独自の導入スタイルをとっています。
インターストックの基本スタイルは、当初システム導入費用以外はカスタマイズ費用を別途頂かないという
点です。当初の倉庫管理システム(WMS)の導入目的、目標を達成する為に仕様変更が必要な場合は、当初
費用内で対応しています。
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連携ソリューション

輸快通快はオーダーに対して、最適な
配送キャリア、在庫拠点を導き出し、
物流コストを削減します。

インターストックと完全連動し、ピッキング、仕分け、発送業務の
効率化、生産性向上を強力にサポートします。

41

トータルコストの最も安い

出荷指示を自動生成

オーダーマネジメントシステム(OMS)



クラウドサービス（AWS）

ﾊﾝﾃﾞｨｰﾀｰﾐﾅﾙ ラベルプリンター

アクセスポイント

上位システム

＋

AWS

高いセキュリティ！
高い可用性！
高パフォーマンス！

Amazonのクラウドプラットフォーム上でインタース
トックをサービス提供します。
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導入時のフォローアップ

項目 内容

インストール作業 担当SEが現場にて作業致します。

動作確認 インストール作業後に不具合、バグ発生等が無いかを確認致します。

マスタ取り込み 基幹システムよりマスタデータを読み込みます。

動作確認 マスタデータの読み込み後、不具合、バグ発生等が無いかを確認致します。

総合テスト システムが総合的に実装できているかをテスト致します。

教育・操作指導 作業者及びシステム管理者に対しての教育・操作指導を行います。

テスト運用 実際に作業者及びシステム管理者の方にテスト運用を実施して頂きます。

本稼働 本稼働開始当日は、担当営業と担当SEが現場にお伺いし状況を確認致します。

研修対象 研修概要 日数

一般作業者向け

日常業務
運用マニュアルを通じて、システムの概要と

日常業務に関しての説明会を実施
半日

ハンディ

ターミナル操作

ハンディターミナルを利用した日常業務に関して、

実機を用いてロールプレイングを実施
５日

システム

操作

各種管理レポート参照方法、帳票出力方法ならびに

システム操作方法の説明を実施
２日

システム

管理者向け

（運用者）

システム

運用

通常運用（開始／終了運用、監視、統計情報収集）と

他システムとの連携等について説明を実施
２時間

メンテナンス
設定情報メンテナンス方法、障害発生時の対応方法、

データバックアップ方法等について説明を実施
２時間
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導入後のサポート

項目 サポート内容

定例会実施
導入後に現場の方や、システムご担当者の方を含めてヒヤリングを行い、運用面の実用性を高
めていけるようフォローも行っております。

電話サポート
使い方、技術相談、修理相談、すべて受け付けます。お急ぎの場合にご活用頂くと便利です。
どんな些細なことでもお気軽にご相談下さい。

メールサポート
忙しくて、電話サポートの受付時間に、ご都合がつかない場合などにご活用下さい。電話での
ご説明が難しい内容につきましても、詳しいご案内を差し上げられますので便利です。

リモートサポート
オペレーターがお客様のパソコンを遠隔で操作し操作支援、障害復旧を行います。スピーディ
で確実なサポートが可能です。

現地出張サポート
専門の技術者が現地へ出張し、操作支援、障害復旧、運用アドバイスを行います。お電話、
メールにてご予約下さい。

※定例会実施はご契約内容により異なります。
※上記は年間保守契約にご契約頂く必要がございます。
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物流分析レポート作成サービス

を無料で作成いたします！

御社の物流・在庫管理改善ポイントが5分で分かる！

「物流・在庫水準分析レポート」

簡単なアンケートにお答え頂くだけで御社の
弱点や改善ポイントが一目で分かる魔法のレ
ポートです！

●わが社の在庫水準は？
●業界平均と比べてどうなの？
●在庫が現金化されるまで何日？

そんな社長が気になる自社の課題・・

ズバッとお教えします。

https://www.inter-stock.net/zaiko_report/
WEBからも診断できます！
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お悩み相談・解決

倉庫・在庫管理に課題を抱える企業様によくある

「７つの課題」
□保管場所が分からずに倉庫内を探すことが多い
□棚卸ではいつも差異が出る
□常に過剰在庫が発生している
□在庫回転率の把握をしていない
□誤入荷、誤出荷が発生している
□先入れ先出しが行えていない
□正確な在庫数は倉庫へ行かないと分からない

『倉庫・在庫改善 お悩み相談室』
倉庫管理、在庫管理でお悩みの方へ。

どんな事でもお気軽にお問い合わせ下さい。
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サポート＆サービス

オンザリンクスが真心込めて、お客様の現場をご支援します。

オンザリンクスアドバイザー 電話サポート メールサポート

リモートサポート 現地出張サポート ＰＣアップグレード保証サービス

無料出張セミナー 物流・在庫管理無料診断サービス

導入前の運用相談はもちろ
ん、導入後の効果的な倉庫
運用を有資格の専門アドバ
イザーが丁寧にサポートしま
す。

使い方、技術相談、修理相談、
すべて受け付けます。お急ぎの
場合にご活用頂くと便利です。
どんな些細なことでもお気軽に
ご相談下さい。

忙しくて、電話サポートの受付時
間に、ご都合がつかない場合など
にご活用下さい。電話でのご説明
が難しい内容につきましても、詳し
いご案内を差し上げられますので
便利です。

オペレーターがお客様の
パソコンを遠隔で操作し操
作支援、障害復旧を行いま
す。スピーディで確実なサ
ポートが可能です。

専門の技術者が現地へ出
張し、操作支援、障害復旧、
運用アドバイスを行います。
お電話、メールにてご予約
下さい。

ＯＳの入れ替えに伴い、システム
のリプレイス費用が○○百万もか
かってしまう・・。そんな不安を解消
する安心保障サービスを準備いた
しました。

セミナー講師が御社に出張して、
勉強会を行います。
経営者層向け、現場リーダー層
向け、現場担当者向け、販社様
向けなど様々な立場の方へ向
けた物流・倉庫改善の出張セミ
ナーを開催中です。

物流・在庫管理改善ポイントが5分
で分かる！「物流・在庫水準分析
レポート」を作成します。簡単な
アンケートで診断する方法、半
日の現場視察により診断する方

法をご選択下さい。
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オンザリンクス営業拠点

広島・東京に営業拠点を構え、
全国に導入実績がございます。

【営業拠点】

どんなことでもお気軽にお問い合わせ下さい。

0120-125-308
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