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      株式会社エースシステム 

ダストコントロール管理システム 
の ご紹介 

データ入力のムリ、ムダ、ムラを排除し、業務の省力化、迅速化、正確化を実現 

省力化による業務生産性の向上に大きく貢献します 
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◆はじめに 
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拝 啓 貴社ますますご清祥のこと心よりお慶び申し上げます。 
 

さて、このたびは、ご提案の機会を賜りましたこと厚くお礼申し上げます。 
 

弊社では、これまで長年にわたって培った、ダスト・コントロールおよびリネン・サプライなどクリーン
サービス関連業界における基幹システムの開発経験と、これら業界への多くの導入経験をもとにした、ト
ータルソリューションを積極的に提供してまいりました。 
 
このたびのご提案に際しましては、貴社システムの早期安定稼動を目標とした汎用性・拡張性の高い、パ
ッケージ製品を核にして、これまでの経験とあわせ貴社業務の特性なども考慮した上で、経営戦略的なシ
ステムのご提案をさせていただきます。またあわせまして、アプリケーション、ネットワーク、ハードウ
ェア機器、通信等の各分野におけるエキスパートとの協力により、貴社システムの再構築に参画してまい
る所存でございます。 
 
これからの厳しい競争の中で生き抜く為にも、抜本的且つ効率的な業務システムにより、社員一人一人の
モチベーションを高めると共に、スピーディで品質の高いサービスをモットーに、お客様の満足度向上を
目指す経営は欠かせません。 
 
是非この際に、貴社の長き良きシステムソリューションパートナーとしてご用命いただけますれば、誠に
光栄に存じ上げますので、何卒宜しくお願い申し上げます。                                                                           
            敬具 
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◆当社のご紹介 
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会社概要 

本社 
香川県高松市香西南町４７３－１ 
 
東京事業所 
東京都千代田区神田東松下町２８－５ 吉元ビル３F 
 
代表者 ： 河野 猛 
従業員 ： ２９名 
 
長年にわたって培った寝具リネンサプライ管理ソフト開発・販売を始めとして、介護保険関係の 
福祉用具レンタル管理ソフトでは、国内大手事業者へのトータルソリューションを積極的に展開 
しています。 
その他ではリネンサービスに関連する業種ソフトウェアのご提供を通じて、関連事業者様の業務 
効率化をコンセプトにしたシステム提案を得意としています。 

主な製品 

・寝具リネンサプライ管理システム     ・ダストコントロール管理システム 
 
・福祉用具レンタル管理システム      ・自動ＦＡＸ／ＯＣＲ管理システム 
 
・ＲＦＩＤユニフォーム管理システム     ・ＣＴＩ管理システム 
 
・サージカルリネン管理システム     
 
・私物洗濯管理システム            

株式会社エースシステム 東京事業所 
〒101-0024 東京都千代田区神田東松下町28-5 吉元ビル3F 

  Tel :03-3527-1204 Fax :03-3527-1709 
 http://www.acesys.co.jp 
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◆これからの課題点（仮定） 
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●社外・取引先の動向 

１、競合他社のシステム武装による集中攻撃と市場規模の縮小 

２、多様化していく商品ニーズと商品供給体制への対応 

３、ネットワーク社会の到来（インターネット通販等） 

 

●解決すべき課題 

１、顧客管理の不徹底による売上ロスと対外的信用の維持 

２、売上に比例する、人件費等労務コストの抑制 

３、少ない社員で業務の効率化（労働生産性）のための情報共有化 

４、トータル的な在庫把握による全社在庫の有効活用 

５、リアルタイムな経営情報による迅速な決定判断 

６、業務の標準化 
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◆ダストコントロールシステムの概要 
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◆ダストコントロール業界向け専用パッケージソフトです 
 ○ダストコントロール業では、毎日きめ細かい作業が繰り返されています。そこでは、日々の 

  販売業務、在庫管理、商品の生産、入出荷作業などをはじめ、エリア実績情報の収集整理等 

  の管理業務においてさまざまな課題が存在しているのではないでしょうか？ 

 ○このシステムはダストコントロール業向けの専用ソフトとして開発され、業務に必要な下記 

  基本機能群と関連オプション群により業務効率化を図るためのパッケージ製品です。 

   

 
契約管理 受発注管理 生産在庫管理 

配送予定 

生産指示 

在庫情報 
ダストコントロールシステム 

４ 

３ 

２ 

１ 

業種専用パッケージ（低コスト・早期安定導入） 

生産計画の最適化（在庫保管効率アップ） 

部門業務の可視化（業務効率アップ） 

全社経営情報の一元管理（スピードアップ） 

経
営
基
盤
改
革 
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◆システムのコンセプト 
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◆全社営業情報の一元化により、契約・売上・仕入・在庫全ての情報が経営本部にお 

 いてリアルタイムに掌握できることで更なる経営のスピード化を図ります。 

全社経営情報の一元化（スピードアップ） 

◆各業務部門間の情報共有と可視化により、断片化していた業務連携密度を高め、各 

 業務の効率化（重複業務の見直し）による管理コストの低減化を推進します。 

部門業務の可視化（管理業務効率アップ） 

◆契約情報からの日週単位での生産所要量を生産部門に提供できるため、必要な物を 

 必要なだけ生産（出荷準備手配）することで生産・在庫の最適化を目指します。 

生産計画の最適化（在庫保管効率アップ） 

◆専業パッケージシステムであるため、低コスト・早期安定導入はもちろんのこと、 

 独自開発にありがちな導入後のミスマッチも、事前にフィット＆ギャップ精査を、 

 きめ細かく行うことで、運用面での留意点を明らかにしていきます。 

業種専用パッケージ（低コスト・早期安定導入） 
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◆システムの構成 
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ダストコントロール 

管理ＰＫＧ 

④ 
生産物流PKG 
（ｵﾌﾟｼｮﾝ） 

⑦口座振替／コンビニ／ 
クレジット(ｵﾌﾟｼｮﾝ) 

③ 
ハンディPKG 
（ｵﾌﾟｼｮﾝ） 

⑤ 
原価管理PKG 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ） 

統合管理ｼｽﾃﾑ 
 

SMART/Ⅱ 
①基本PKG 

 

契約管理 
売掛管理 
買掛管理 
配送管理 
在庫管理 ⑧ 

会計連携PKG 
（ｶｽﾀﾏｲｽﾞ） 

生産原価 

納品指示 

納品回収結果 
配送日報 

投入原価 
配送原価 
固定費 
変動費 

生産指示 

仕上実績 

売上配送原価 

② 
FAX/OCR 

PKG(ｵﾌﾟｼｮﾝ) 
FAX送信 

FAX受信 

入金情報 

⑥ 
WEB受発注 
(ｵﾌﾟｼｮﾝ） 

ユニフォーム 
管理ＰＫＧ 

（単独導入可能） 

受発注情報 
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◆特徴：ダスコン業務に特化した機能性 
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契約入力画面 

契約明細入力画面 交換実績入力画面 

※画面は現行のものです。実際に提供されるものとは異なる場合があります。 

お試し・停止・再開 

予定などの顧客情報も 

管理できるため適切な 

営業訪問が可能です 
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◆売上損失の防止 

 売上日報により、契約ﾙｰﾄ通り訪問できなかったお客様ﾘｽﾄが日報上に出力さ 

 れます。 

 営業責任者は営業へのフォロー指示により売上損失がカバーできます。 

 

◆計画的生産と積込支援 

 契約情報や代理店からのＦＡＸデータにより、先付の生産予定と配送者別の 

 積込予定リストにより、過剰積載や欠品が回避できます。 

  

◆別々に行われていた買掛（発注、仕入、在庫）管理を、システムに統合でき 

 るため、事業収支における売上と仕入情報を会計システムに連携可能です。 

 

 

◆期待されるシステム導入効果 

－9－ 
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◆期待されるシステム導入効果 
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◆本支店のネットワーク化によるデータの一元化と共有により、正確な生産管 

 理と資材コントロール/不良債権の未然防止が行えます。 

 

◆システム統一による、人材の育成と業務の標準化の実現 

 

◆全事業部データの集中管理による経営情報の提供 

 データはサーバーで一括管理され、全ての拠点で情報入手が可能となります。 

 本社での全社集計作業の廃止や転記作業が無くなり事務省力化が計れます。 

 



Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ（ｃ） 2014 Ａｃｅｓｙｓｔｅｍ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ａｌｌ ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｒｄ   

◆機器構成 ※具体的な機器・ﾈｯﾄﾜｰｸ構成につきましては別途打合せの上決定とします 
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【各営業所】 

【ﾊｰﾄﾞ関係】 

Windows2012R2ｻｰﾊﾞｰ 

SQLServer2014 

CPU×2 

MEMORY/8GB 

HDD（RAID5）/UPS 

 

【ｿﾌﾄ関係】 

ﾀﾞｽｺﾝ管理ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
*ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ 
*ﾊﾞｯｸｸｱｯﾌﾟｿﾌﾄ 

Windows7以降PC 

【事業本部】 

VPNﾙｰﾀｰ 

【工場・物流センター】 

生産実績 

棚卸実績 

タブレット 【お客様】 

納品・回収・集金 

携帯型ﾌﾟﾘﾝﾀ 

 (ｵﾌﾟｼｮﾝ) 

広域ﾈｯﾄﾜｰｸ環境下 

   （VPN) 

*印は事業者様ｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰによります 

VPNﾙｰﾀｰ 

タブレット 

Wi-Fi 

無線AP 

無線AP 

納品書 


