拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
法改正による企業環境が内部統制に左右される現状で、システムを効率的で且つ戦略的なパッッケージ利用に移り
つつあります。そこで今回私共は、物流業向け戦略ＷＥＢ版会計システム『SeaCASTⅡ』と平成 20 年秋に、予定され
ております次期 Sea-NACCS 対応に準拠したＹＪＫパッケージ･システム、『trade-N・F』を利用した業務改革ソリューシ
ョンをご紹介するセミナーを企画いたしました。
皆様のご参加をお待ち申し上げております。
敬具

開催日程：

2007年6月14日（木） 13:30～16:30

13:30
開会・ご挨拶
13:40 戦略会計Ｗｅｂ版『ＳｅａＣＡＳＴⅡ』の紹介
14:25
休 憩
14:40 ＹＪＫ業務改革パッケージ 『ｔｒａｄｅ-Ｎ』の紹介
15:25
休 憩
15:40 ＹＪＫ業務改革パッケージ 『ｔｒａｄｅ-F』の紹介
16:30
閉会ٛ

＊13：00受付開始

（株）エイ・アイ・エス
郵船情報開発（株）
郵船情報開発（株）

最寄駅/交通機関
JR/東京メトロ銀座線･半蔵門線/東急東横線/新玉川線/京王井の頭線
渋谷駅 徒歩５分

住所
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂１－１２－１
渋谷マークシティウエスト１８階
日本 IBM 渋谷事業所

お申込は別紙「参加申込書」で

Web環境での
オープンで拡張性に富んだ

海運・港運業向け
戦略会計パッケージ
ＷＥＢ対応版

内部統制(日本版SOX）への取組み 他

充実した入力支援機能
経理知識の無い経理部門以外のユーザ
ーでも簡易に入力作業が行なえるように
入力支援機能があります。
1．仕訳パターン/伝票複写機能
頻繁に発生する取引をあらかじめ仕訳パ
ターンとして登録しておき、伝票入力時に
仕訳パターンを呼び出せる他、過去の伝
票をコピーして伝票作成が可能です。
２．自動仕訳機能
勘定科目がわからない場合に、取引分類
あるいは取引内容を選択することにより、
あらかじめ取引内容と紐付けておいた勘
定科目が自動作成されます。
３．決算仕訳の翌期振戻機能
見越計上、繰越計上などの翌期に振り戻
す必要のある決算仕訳は、振戻日を指定
することにより、指定日に自動で振戻伝票
が作成されます。

Ｂ/Ｓ勘定消込機能
海運業・港運業関連業種では、前受金、立替
金、代理店債権/債務、その他未決算勘定な
どのＢ／Ｓ勘定の取引が決済されているかど
うかの顛末の管理に多大な労力がかかりま
す。自動消込対象の科目が計上された仕訳
データを借方、貸方それぞれ一覧表示し、取
引先、船名、航路などのマッチングキーで自
動マッチングさせます（手動によるマッチング
も可）。マッチングできず残っている仕訳デー
タが未決済のデータと解るようになり、顛末の
管理を効率的に行うことが可能です。

相殺精算
船主との間の借船料と立替金の精算、外地代理店
との間の代理店債権債務の精算が可能で精算書
（STATEMENT）の作成及び精算データを使って
支払処理、入金処理が可能です。

物流業向け業務改革
ソリューションセミナー

インターネット標準技術を
採用したＷｅｂベースの

NVOCCパッケージ
システム

trade-N

trade-N / trade-F
2008年更改Sea NACCS対応
内部統制(日本版SOX）への取組み 他
機能概要
機能概要
ｔｒａｄｅ-Ｎは、NVOCC事業者の業務を、輸出入別・手配種類別・業務段階別に効率良く処理・管理する仕組みを提
供します。 また、インターネットのWeb 技術の採用により当システムをWorld-Wide で利用頂く事も可能です。
以下は輸出業務（青字）・輸入業務（赤字）に関連する代表的な機能です。

Ｂｏｏｋｉｎｇ機能
荷主から受付けたBooking を各
種マスターを使用しながら登録し、
Booking-No. を割当てます。
登録されたBooking 情報は、変更
やキャンセルも含め一元管理され
ます。

Ｄ/Ｒ作成指示
受付けられたBooking がFCL カー
ゴの場合は、荷主や海貨宛に
Dock Receiptの 作成指示書を作
成します。

Ｂ/Ｌ管理機能
Booking データと荷主や海貨か
らのS/I 情報からHouse B/L情報
を登録・管理します。
Freight 計算は、荷主･積揚地･サ
ービス･タイプの組み合わせによっ
て自動設定されますが、設定され
たレートを画面上で変更することも
可能です。

請求・支払（輸出・輸入共通）
HouseとMasterの各B/L 情報
から、海外精算や国内精算、未
収管理を行います。
海外精算は、外地代理店との
Profit Share を計算し、計算書
やStatement を作成します。
Profit Share の計算は、代理店
別のパターンに沿ったレート･マ
スターで自動計算されます。

I/I管理機能
外地代理店からのManifestに
基づいたI/I情報の登録と管理を
行います。
登録されたI/I情報は、後続の処
理における基礎データ（A/N・
D/O出力、など）として利用され
ます。

Status管理（輸出・輸入共通）
輸出業務であればBooking
やD/R 作成指示、B/L 発行、
精算処理など、輸入業務であ
れば、I/I、A/N・D/O発行など
各作業やイベントに沿った進
捗管理手段を提供します。

データ検索（輸出・輸入共通）
B/L データがDataBase に累
積されますので、収支管理な
ども含め様々な検索データを
統計･分析の作業に利用可能
です。

House-B/L入力画面

物流業向け業務改革
ソリューションセミナー

インターネット標準技術を
採用したＷｅｂベースの

海貨業務向け
パッケージシステム

trade-F

trade-N / trade-F
2008年更改Sea NACCS対応
内部統制(日本版SOX）への取組み 他
機能概要
機能概要
ｔｒａｄｅ-Fは、海貨業者様の業務を、輸出入別・業務段階別に効率良くリアルタイムに処理・管理する仕組みを提
供します。各船社毎の異なる多様なドキュメントの出力や、煩雑な請求業務の自動処理によって作業の迅速化と
サービス品質の向上、さらに充実した収支管理機能により、リアルタイムで収支の把握を可能にします。
また、ＮＶＯＣＣシステムであるtrade-Nとの連携により、海貨業務とＮＶＯＣＣ業務をシームレスかつ高度に統合す
ることも可能です。
以下は輸出業務（青字）・輸入業務（赤字）に関連する代表的な機能です。

S/I(Shipping Instruction)管理

Status管理（輸出・輸入共通)

配送管理

荷主様からの船積作業依頼に基
づいたS/I情報の登録と管理を行い
ます。本船スケジュール単位でS/I
一覧を検索表示することや、荷姿、
マーク、W/M(Weight & Measure)
の簡易入力も可能です。

輸出業務であればS/I登録、
D/R発行、CLP発行、通関状況
など、輸入業務であればI/I登
録、通関状況、配送手配など、
各作業イベントに沿った進捗管
理の手段を提供します。荷主、
B/L-No.による検索などで作業
進捗を常に把握・共有する事に
より、人為的ミスの防止やサー
ビスレベルの向上に寄与します。

輸入貨物のデバンニング情報や
ＣＹコンテナ配送などの情報、配
車手配や傭車依頼の情報の登録
をします。これにより、入港から配
送までの全体的な作業計画が作
成でき、計画に沿ったよりスムー
ズな作業を実施することが出来ま
す。

通関管理（輸出・輸入共通）
通関に係わる情報の登録や請求
計算を行う上で必要な情報を登録・
管理します。登録された情報から
は、税関報告に必要な情報（例え
ば「通関業務取扱明細簿（日計表、
月計表）など）の出力を行うことが
可能です。

船積管理
登録されたS/I情報から、各船社
のD/Rを出力します。またS/I情報
からCLPの基本情報を作成、CLP
独自の項目を追加登録する事に
よってCLPを作成して出力します。

請求・支払（輸出・輸入共通）
S/I・I/I各情報から国内精算、未
収管理を行います。

I/I(Import Instruction)登録
受注情報として、輸入作業指
示内容ならびにI/I基本情報、付
加情報を登録します。登録され
たI/I情報は、後続の処理におけ
る基礎データ(通関情報、配送
情報、請求情報、など)として利
用されます。

S/I入力画面

物流業向け業務改革ソリューションセミナー申込書
申込締切：200７年6月12日(火) 送付先：FAX ０３－５４２５－７２０２
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ご所属

お役職

E-Mail

弊社ホームページからもお申し込みいただけます

http://www.yjk.co.jp
ご提供いただいた情報はIBMまたはIBMの子会社、関連会社、ビジネスパートナーなどからお客様に、
IBM製品、サービス、活動などに関する情報を提供するために使用させていただく場合があります。
E-MailまたはFAXでの提供をご希望されるお客様は最初のボックスにチェックを行ってください。
また、他の情報の提供をご希望されないお客様は２番目のボックスにチェックを行ってください。
なお、ご連絡の際には、直接お電話を差し上げる場合もございます。
□ E-mail(またはFAX)で送って構いません。
□ 提供したデータは、今回の目的以外には使用しないでください。

お問い合わせ
郵船情報開発株式会社 営業グループ
東京都港区西新橋３－２３－５ 御成門郵船ビル
担当 ： 茂木・河内 ＴＥＬ：03-5425-7201 FAX：03-5425-7202
E-Mail：saleｓ@yjk.co.jp http://www.yjk.co.jp
日本アイ・ビー・エム株式会社
担当：若原 ＴＥＬ：03-5459-6894 E-Mail:takuma@jp.ibm.com

