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生産ソリューション

Advanced 生産管理

受注生産業種向け生産管理パッケージ
ToDoリストと
お気に入りからスタート。
ログインすると、利用者に該当するToDoリストが表示さ
れます。よく使う機能はお気に入りとして登録できます。
1クリックで目的の機能へ容易にたどり着き、利用者の
業務をサポートします。

異なる仕様も、
１つの品番とＢＯＭで登録。

仕様番号と品目番号で製造ＢＯＭを管理し、要求仕
様の変化へ柔軟に対応できます。必要なタイミングで
仕様番号を指定してMRPを実行することで、任意の
部品構成による、さみだれ手配にも対応できます。

必要な情報は、
各部門で分散入力。

多数存在する品目属性の登録は、担当部門ごと
に分けたわかりやすいインタフェースで、各部門
の分散入力をサポートします。

MRP実行後は、製番で紐づく
手配をコントロール。
製造番号に対し、各手配の親子関係を管理でき
ます。構成ツリーのインタフェースで、計画変更に
伴う手配の引当て替えも簡単にできます。

MRP：Material Requirements Planning

リードタイム短縮をパッケージで後押し

機能紹介

機能名

共通管理

計画管理

製造管理

調達管理

実績管理

棚卸管理

機能内容
案件／在庫状態の検索と閲覧を行う
原価計算処理結果の検索とグラフを利用した閲覧を行う
予算を含めた計画の追加、更新、複製、削除を行う
受注(承認済)、計画に対して所要量展開処理の実行指示を行う
在庫／手配引当を実行後に、手配作成を行う
手配（指図／発注）の追加、更新、複製、削除を行う
手配間の引当(親子)の編集を行う
製造品手配の確定、纏め、纏め解除、指図書発行を行う
指図に対し、各工程における製造実績(数量)の入力を行う
購入品手配の確定、発注、纏め、纏め解除、注文書発行を行う
発注に対し、受入／検収の実績入力を単票／一覧形式で行う
手配間の引当に基づき、出庫表の発行を行う
在庫の出庫、支給、移動、廃却、開発物件払出、現品票発行を行う
Hi-PerBTウェブ購買導入時に発注、検収実績、納期数量回答を行う
在庫の発注点割れ品目を検知し、警告メールの送付を行う
指図に対し、各工程の作業実績(時間)の入力を行う
棚卸対象の倉庫を選択し、棚卸開始、計算、完了指示を行う
棚卸開始後、倉庫棚に存在する在庫数と廃却数の入力を行う

■機能一覧

Hi-PerBT Advanced 生産管理

■動作環境

サーバ

ハードウェア

ソフトウェア

その他ソフトウェア

CPU： 3.0GHz、4コア以上
メモリ： 8GB以上
　　　 DBを含む場合、16GB以上
OS： Microsoft Windows Server 2019
　　　Microsoft Windows Server 2016
DB： Oracle Database 18c
　　　Oracle Database 12c
　　　Oracle Database 11g
Microsoft .NET Framework 4.6.2以上
Microsoft Internet Information Services 10
Microsoft Internet Information Services 8.5

クライアント

ハードウェア

ソフトウェア

その他ソフトウェア

CPU： 2.0GHz、2コア以上
メモリ： 4GB以上
OS： Microsoft Windows 10
ブラウザ： Microsoft Internet Explorer 11
　　　　　Microsoft Edge
Adobe Acrobat Reader DC

生産モジュール機能（必須選択モジュール）
機能名

販売管理

機能内容
引合の追加、更新、複製、削除を行う
見積の入力、見積書発行を行う
受注の入力、受注書発行を行う
出荷準備の入力、出荷準備表発行を行う
出荷実績の入力、納品書発行、出荷案内書発行を行う
売上実績(検収基準のみ)の入力を行う
製造番号毎、科目別に予定原価の入力を行う

販売モジュール機能（任意選択モジュール）

機能名

原価管理

機能内容
会計システムからの出力が想定される、部門別労務費／経費の入力を行う
月次原価計算の締指示を行う
日次／月次の原価計算（費目／部門／製品）処理の実行指示を行う
受入に対し、単価未決定の確認、単価未決定表発行、警告メール送付を行う
入出庫／作業実績と経費情報より製造番号別に直接費計算を行う
部門毎の直接費を計上し、間接費の配賦を行う
部門別に配賦した間接費を製造番号毎へ配賦を行う

原価モジュール機能（任意選択モジュール）

機能名
受注情報連携
手配構成取得

機能内容
受注の参照、追加、更新、削除を行う
手配間の引当(親子)情報取得を行う

WebAPI
機能名

マスタメンテ
権限管理

機能内容
システムで使用する各種マスタのメンテナンスを行う
ユーザの操作権限の管理を行う

共通機能

サーバ（AP/DB） クライアント

DB（Oracle） ブラウザ（IE/Edge）サーバAPP

■システム構成図



ムダ・悩み、Ｈｉ-ＰｅｒＢＴが解決

Advanced 生産管理 受注生産の追及課題　

悩みはリードタイムと在庫のバランス、
要求仕様へ柔軟に対応できるATO運用を提供

設計・購買ソリューションとの連携により、PLM・SCMをトータルサポート

WebAPI基盤を実装、ニーズに応えるインタフェースを個別提供

リードタイム短縮をパッケージで後押し

生産活動の正確な
状況が把握できない…
コスト・進捗を見える化し、後追いの活動を企画化、
早期リカバリを後押しします。

関連部門から状況が伝わらない…
ノンストップの情報伝達により、目的意識の統一化を
図り、階層化組織の弱点である部門最適の壁を壊し、
ムダ・ロスを無くします。

異なる生産プロセスを
１システムで管理したい…
製品区分、新規・繰り返しで、MRPの自動・手動
実行を切り替え、最適なシステムフローを提供します。

適切な製造・購買要求を
自動で出したい…
厳密な引当管理のもと、実在庫・未来在庫を自動で
引当て、最小限の要求数量から手配を作成します。

ノウハウを集約した多様な業務ソリューション

受注生産の競争力を強化するカスタマイズ事例

Hi-PerBT SERIES

業務／運用に
フィット

● 受注生産業種向け機能を標準実装
● 個別要件をカスタマイズ可能、コンフィグレータ、
   プランニング機能向け部品あり
●モジュール単位で導入可能

●自社で開発
● 多言語サポート
● ユーザ数に依存しない基本サポート

● Hi-PerBT SERIESと標準連携
● 外部システム連携機能(WebAPI)を拡充可能
● データベースを公開

● 主要機能はWebで操作
● 直観的なデザイン&操作性
● ToDoリストとお気に入りで効率UP

安心

簡単
使いやすい

拡張性

設計ソリューション

生産ソリューション

購買ソリューション

運用ソリューション

ＣＡＤシステム

債権債務システム

会計システム

MRP

Hi-PerBT Advanced BOM

勝つ製造業の切り札ＰＬＭを
目的別ＢＯＭで実現

Hi-PerBT 購買管理
企業価値を向上させる内部
統制を購買管理で後押し

Hi-PerBT ウェブ購買
リアルタイムなＥＤＩでサプライ
ヤーとの連携を強化

Hi-PerBT Console
自動監視と実行でシステム運用を安定化

Hi-PerBT Advanced 生産管理
受注生産業種向けの設計・
購買ソリューションと連携する
シンプルなテンプレート

Hi-PerBT Advanced 図面管理

モノづくりの核となる設計資産
を一元管理し活用

計画
投入販売

管理

製造
管理

原価
管理

在庫
管理

設計ソリューション 購買ソリューション

外部システム

ATO：Assemble to Order、日本語で受注組立生産／ PLM：Product Lifecycle Management
SCM：Supply Chain Management／WebAPI：Web Application Programming Interface

外部システム
クライアント

ウェブブラウザ、フォーム
アプリケーションなど

要求

HTTP通信

応答 WebAPI

生産管理
APサーバ

Configurator(コンフィグレータ)

標準BOM

仕様・条件

部品表展開

生産日程
展開

MRP
(引当)

要求仕様
入力

ATOからCTOへ、見積業務の改善

Planning (プランニング) SchedulingからPlanningへ、計画業務の改善

外注
加工費

労務費・経費

材料費

展開指示
自動立案結果
メンテナンス

MRP：Material Requirements Planning

総親品目のＢＯＭ

製品

製品

ユニット

部品

特殊仕様

ユニット

部品

設計

製品

ユニット

部品

加工 組立 配線

払出：組立

払出：加工

ＭＲＰの
作成する手配

総親品目の
立案結果

見積BOM 受注BOM 製造BOM

製造BOM

工程パターン

生産日程計画
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