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システム概要

EDIプラットフォームによるグローバ
ル運送業者及びパートナー連携

OPUS Logistics 全フォワーディング業務をサポートする物流ソフトウェアです。

文書自動化による運営効率最大化

統合会計/営業管理機能

フォーワーダー全体業務に対応可能
な統合システム

24時間/7日グローバル顧客支援体系

グローバルWEB基盤の
シングルインスタンス・システム
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グローバル顧客支援(CS) / OPUS Logistics

グローバル顧客支援

・24h×7日稼働のヘルプデスク：
システムを介してマンツーマンのメッセージで
問い合わせ可能

・各国の貿易規則の変化に合わせて継続的に
コンプライアンスを更新：
税関、会計など

・IT専門チーム：
サーバー管理、ネットワーク構築、データ
統合、ERPインターフェース

・グローバルCSネットワーク及びローカルホット
ライン：
北米、中国、日本、韓国、ベトナム等多数

品質管理チーム

ソフトウェア・アーキテクト

テクニカル・アーキテクト

グローバルEDI管理チーム

韓国本社スタッフ：150名

グローバルCSネットワーク

問い合わせ

リアルタイムに
応答

グローバル顧客支援チーム
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グローバル顧客支援 / SmartLink eService



営業管理機能
概要

• 体系的な営業管理
一元化された運賃料率データベース

• コストベースの見積もりを通じた利益
のシミュレーション

• 作業単位別の正確な運賃算定
• 運賃改訂履歴管理

何ができるのか？

主な機能

段階別履歴管理で営業活性化 統合運賃情報共有

１．運賃DB登録及びアップロード
２．売相場 / 買相場で分類管理
３．顧客、輸送会社、路線、インコタームズ等アイテム別管理

１．商機管理で成約率の上昇
２．お客様登録から契約まで一元化された経過の管理
３．キャンペーン画面を利用して、効率的な販促活動の実施

１．登録料率に基づく見積
２．売相場 / 買相場基準利益シミュレーション
３．見積履歴管理

１．登録料率基準A/R請求額計算
２．船社 Buy Rate基準A/P支給額確認
３．見積作成前責任者承認

利益分析による見積作成支援 請求手順の透明性及び効率性



販売管理機能：営業のパイプライン管理

段階別営業活動 運賃料率DB管理及び利益
のシミュレーション

見積プロセス管理 運賃/運営管理統合

アカウント情報
戦略的な顧客情報の登録管理

要対応事案の入力
問題発生時の迅速な対処 

販売機会入力
ディテール販売機会の管理を強化 

キャンペーン活動入力
プロモーション活動を別管理 

営業ダッシュボード
営業活動の進捗状況概観



販売管理機能：運賃料率の管理

一元化されたデータベース内ですべての運賃料率を管理
- 販売管理PICは、顧客/サプライヤー、製品、路線、有効期間
有効契約と有効期限の契約照会機能
アクセシビリティのためのエクセルアップロード/ダウンロード機能
自動レーティングのための様々な計算方法
‐e.g.コンテナ、CBM、重量、範囲... 

段階別営業活動 運賃料率DB管理及び利益
のシミュレーション

見積プロセス管理 運賃/運営管理統合

レート管理
経路ごとの運賃DB管理

Auto Rating

海上 & 航空B/L 入力
料率の登録、請求書発行可能 



営業管理機能：見積

予想利益照会
買相場と見積に基づく予想利益の
シミュレーション 

運賃比較機能
運送業者選定のため、業者別に契約された
買相場に基づく費用総額計算    

/

見積入力
登録された料率による利益率照会  

レート比較
具体的な売買料金比較機能  

段階別営業活動 運賃/運営管理統合見積プロセス管理運賃料率DB管理及び利益
のシミュレーション



営業管理機能：見積

見積手順

管理者検収および承認を通じた見積書発行管理

統合運営プロセス

取引承認

e-ブッキングに使用可

契約売相場登録

管理者に承認された見積書は、顧客のe-ブッキング
時にテンプレートとして使用可能

契約された売売相場（売価）で自動登録が可能

作成 申請 承認 （見積） 了承 成約

差し戻し 取り消し 却下

修正

見積プロセス管理運賃料率DB管理及び利益
のシミュレーション段階別営業活動 運賃/運営管理統合



営業管理機能  : KPI

事業分野別 KPI レポート

KPI レポート :計画対比実績

事業分野別予想売上と費用（予算）を設定可能

事業分野：パフォーマンス管理と監視のためのカスタムグループ

実績測定のためのさまざまな要素：顧客、販売、貨物...

さまざまなオプションを追加した複合レポートの発行が可能（15個以上） 



運営管理機能

概要

•

•

•

何ができるのか？

主な機能



船社スケジュール検索

顧客は、選択したスケジュールに基づいて輸送会社のスケジュールを照会し、e-ブッキングを生成することができ
ます。

作業者は顧客のe-ブッキングから出荷書類を作成することができます。

顧客から得た様々な貨物情報をe-サービスポータルで提供することができます 。   

船社スケジュ ル検索 荷主 e-ブッキング 



運営管理機能 : ワークフロー

中間目標登録 テンプレート生成 アラートタイムラインの設定 B/L 自動登録 モニタリング

  



運営管理機能  : ワークフロー

サービ範囲＆ルート設定
顧客別コンプライアンス反映

SOPに基づくタスク（中間目標）設定
各タスクのタイムライン設定

ディテール  To-Doリスト管理
要注意タスクの例外リスト管理

売上レポート、精算、QBRなどのレポートの標準化
お客様ごとの情報をマッピングしてDB化

精製されたデータ・セットを対象に標準化して管理
EDP、APIなどのインタフェースフォームのバックデータ
確保

業務効率、顧客満足度の向上 注文情報管理の可視化



Booking Form

Commercial Invoice

Packing List
Export License

Certificate of Origin

MSDS
Shipping Request

VGM

Manifest

Master B/L

House B/L

Arrival Notice

Import License
Bill of Lading

Release Order

Delivery Order

Proof of Delivery

Other Documents

書類

E 機能により効率的な文書管理が可能であり、ドキュメントを迅速に共有できるので、業務全体の効率を高めることが可能

顧客 システム
管理者

海外子会社 パートナー



顧客オーダー SOPに基づくワークフロー インターモーダルオーダー

Work Order

ジョブ顧客オーダー ハウスB/L

トラック輸送
オーダー #1

トラック輸送
オーダー #2

顧客の注文から簡単作成：マニュアル作業と繰り返し作業の削減

予定計画が含まれているワークフローを提供

トラック輸送オーダーとB / Lを統合：効率的なマルチモーダル輸送管理 

テンプレート

- 荷主用
- ユーザー用

コピー

既に生成されたB/Lから

E-ブッキング



運営管理機能 : e-ブッキング ＆ 船積指示（S/I）

ブブッキング、S/I送信

ブッキング・コンファメーション受信

e-ブッキング＆ 船積指示をEDIで管理・運用 

“船社と直結したEDIインターフェース”

EDによる「ワンクリック」ブッキング＆船積指示

船社からブッキング現況入手及び変更時自動更新

その他 776社以上の船社と連携



運営管理機能  :貨物情報共有
輸出及び輸入連動プロセス

書類作成完了 輸入 B/L 生成 A/R及びAA/P生成 到着通知
貨物引渡指示

輸出 海上及び航空

“貨物EDI”

出荷作業終了後、EDIを介して海外支店へB / L情報の転送

二重入力作業なしで輸入B / L情報の生成（自動B / L 作成）

クラウドストレージサービスを通じた取引先間の電子文書共有（アップロード/ダウンロード）

電子文書共有機能

A/R：売掛金勘定
A/P：買掛金勘定



運営管理機能  : ローカリゼーション
多国語メニュー支援 

文書作業 - 現地語に対応

多国語に対応 

現地の文書様式を提供
　例）トラック輸送オーダー、見積、請求書 



会計管理機能

概要

• 自自動レーティング及び収益確認
• 信用管理及び債務/債権管理
• ERPインターフェース

何ができるのか？

主な機能

自動レーティング 未収金管理 SAP インターフェース

正確な見積 未収金管理のため多彩なツールを提供 システム統合水準のインターフェース

1. 見積書及び運賃料率に基
づく自動レーティング

2. 予想収益情報に基づく管
理者承認プロセス

1. 顧客の信用管理機能
2. 未収金管理のための預け
　入れ /支払い機能  

会計伝票自動生成機能
グローバルERPのシステム
インターフェース実績多数



会計管理機能 : インボイス作成及び決算

自自動レーティング 収益チェック及びインボイス作成 承認及び ブロック

見積 レート

売相場は見積書に基づく
自動レーティング

貨物単位の収益を簡単に
確認 

管理者によるインボイス
作成承認
インボイス全体の現況管理

管理者監査

承認



会計管理機能: A/P（買掛金）自動承認

A/Pモモジュール

予想費用算定 買掛金勘定（A/P）自動受信 監査及び承認

買相場

見積書

契約した買相場と見積書から推定支出費用を算出

EDIまたはウェブポータルを通じてベンダーからA / P情報を受領

算出済みの推定支出に基づくA / P金額査定

A/Pプロセスの自動化
ペーパーレス

チェック

監査

承認

海運船社 内陸運送



会計管理機能 :顧客の信用管理及び債務管理

（取引禁止対象者スクリーニング）機能を活用し、パートナー情報の入力時に信用度の確認が可能

顧客別に信用限度、支払期間などの指標を総合的に管理し、基準に達していなければ自動的に取引停止 

Ad-Hoc Performance Report

顧客やビジネスパートナーを対象とした詳細な信用管理で、取引の透明性を向上させ不良債権発生のリスクを予防



会計管理機能: 会計伝票及びERPインターフェース

会計伝票の作成

グローバルなERPシステムとの豊富なインターフェース経験
SAP : ONE, Dubai Port World, Sumisho Global Logisticsなど多数

ERPインターフェース監視画面

その他15以上の ERP I/F



統合管理機能

概要

• グローバルな税関コンプライアンス
• 統合的な視覚化

• 顧客ごとにカスタマイズされたEDI
インタ―フェース提供

何ができるのか？

主な機能

税関申告 統合的な可視性 荷主 EDI

1. グローバルな税関に直結するイ
ンターフェース

2. 税関申告システムで２０年以上
の経験

1. 貨物情報及び書類の共有
2. 貨物追跡機能(海上、航空及び
内陸運送）

1. 1,000社以上のグローバル企業
を対象にEDIサービスを提供

2. 検証済みの標準EDIパッケージ

グローバル税関申告のため
安定的なインターフェース提供 検定されたEDIソールション顧客サービスの総合機能



統合管理機能：グローバルな税関コンプライアンス

Country Customs Rule Support

U.S.A.

AMS (Automated Manifest System)

AES (Export Manifest System)

ISF (Import Security Filing)

Canada ACI (Advance Commercial Information)

Japan AFR (Advance Filing Rules)

Korea
KAMS (Korea Air Manifest System)

Export/Import MFCS

Europe
ENS (Entry Summary Declaration)

EXS (Exit Summary Declaration)

Germany Zap-Sea/Air (Export Cargo Manifest)

年以上に渡りグローバルに税関サービスを提供してきた経験に支えられ、多くの国の税関申告

を処理できる技術と能力を備えています



統合管理機能：統合的な可視性

貨物情報、電子文書、運送業者などのグローバルパートナーから入手した追跡情報など、
様々な分野を統合し可視化した情報を提供しています 

情報 電子文書 運送業者などのグロ バルパ トナ から入

可視化機能 グローバルパートナー



統合管理機能：荷主EDI

以上のグローバル企業にEDI接続サービスを提供しています。

サイバーロジスティクスの標準EDI / インターフェースパッケージで時間とコストを削減できます。 

主な顧客であるグローバル企業
MAP (EDI MSG翻訳資源)

Rail  & TruckingInvoice

Draft B/L EQ Movement

Vessel SKD M & R

ACK Booking

Booking Shipping Load Discharge

Cargo Tracking Customs

Transfer Monitoring Reporting
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End of  Presentat ion


