
FACT　Android（タブレット・スマホ）検品システム

１．メニュー

オンライン時 オフライン時

- 処理内容 - - 概要 -
出荷 商品の出荷登録を行います。

Android端末(タブレット・スマホ)から出荷登録を行った場合は同時に出荷予定検品も済みとします。

入荷 商品の入荷登録を行います。
Android端末(タブレット・スマホ)から入荷登録を行った場合は同時に入荷予定検品も済みとします。

棚卸 商品の棚卸登録を行います。

出荷予定検品 出荷登録した商品の検品登録を行います。
（システムで出荷登録を行った後、現場で出荷作業時に検品を行う操作です。）

入荷予定検品 入荷登録した商品の検品登録を行います。
（システムで入荷登録を行った後、現場で入荷作業時に検品を行う操作です。）

メンテナンス 管理情報とファイル共有の設定を行います。

未送信一覧（共通）

Wi-Fiの接続が切れたときなどのオフライン時、入力したデータはファイルに格納されます。
ファイルに格納されたデータは未送信一覧から一括登録を行います。

オンライン時 オフライン時

画面表示内容 オフライン状態で登録したすべてのデータ（出荷・入荷・棚卸・出荷予定検品・入荷予定検品）を一覧表示します。

未送信一覧（共通）
種別 入力を行った処理を　出荷/入荷/棚卸/検入/検出　で表示します。
受注先名/仕入先名 受注先名または仕入先名を表示します。
商品名 商品コード、商品名を表示します。
予定日/納期/出荷日 出荷予定日、納期または出荷日をyy/mm/ddで表示します。
入出荷数/在庫数 入力を行った数量を表示します。

オフラインのとき表示されます。

タップすると再接続を行います。（他画面も同様）

再接続後、未送信データが存在した場合、未送信一覧(共通）画
面を自動で表示します。

タップするとメンテナンス

の設定を行う画面に遷

移します。

オフライン状態で登録したデータが存在する場合に表示されます。

（他画面も同様）

タップすると未送信一覧(共通）画面を表示します。

オンラインのとき表示されます。
送信ボタンをタップでオフライン
で入力したデータを一括登録
します。
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２．出荷

商品の出荷処理を行います。

未出荷一覧 オフライン時

画面表示内容 出荷予定日が本日以前の未出荷の商品が一覧表示されます。

最終取込時刻 データを取得した最終時刻を表示します。
件数 取得したデータ件数を表示します。

未出荷一覧
受注先名 受注先名を表示します。
商品名 商品コード、商品名を表示します。
予定日 出荷予定日をyy/mm/ddで表示します。
出荷残数 出荷残数を表示します。

出荷処理画面 数値入力表示

QR読込時の入力チェック
品番が一致しない場合

既に読込済のバーコードの場合

出荷用の現品票でない場合

QR読込、出荷数の入力を行い、入力ボタンのタップで出荷数に入力
した数量が加算されます。
複数の在庫ロットがある場合は続けてQR読込、出荷数の入力を行います。
すべての在庫ロット入力後、登録ボタンで出荷登録を行います。
オフラインの場合は、未送信一覧の送信ボタンで出荷登録を行います。

画面表示内容
受注 受注先名を表示します。
商品 商品コードを表示します。

商品名を表示します。
棚 保管場所を表示します。
予定日 出荷予定日をyy/mm/ddで表示します。
出荷 入力数/出荷予定数　を表示します。

タップすると出荷画面に遷移します。

上下のスワイプでスクロールします。

タップするとカメラが起動します。

現品票のバーコード読込を行い

ます。
読取を行った商品コードをチェッ
クし、一致しない場合はエラー
メッセージを表示します。

タップすると数値入力表示され

数量の入力が行えます。

数量の入力は必須です。0より

大きい整数を入力してください。

バーコード読込を行った在庫番

号が表示されます。
手入力はできません。

オフライン状態で登録したデータが存在する場合に

表示されます。

タップすると未送信一覧画面を表示します。

入力ボタンをタップで入力した数
量が出荷数に加算されます。

タップすると出荷数が加算さ
れ在庫番号・数量がクリアさ
れます。
在庫番号・数量が未入力、

数量の入力が整数でない・0
より小さい値の場合はエラー

メッセージを表示します。

入力チェックを行いチェックＯＫであれば登録確認メッセージが表示さ

れるので「YES」を選択します。登録完了後は一覧表示に戻ります。

オンラインの場合は、出荷登録を行います。

オフラインの場合は、登録情報をファイルに格納します。

前の画面に

戻ります。

他画面も

同様です。
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入力時の入力チェック
在庫番号が未入力の場合 数量が未入力の場合 数量が整数でない場合 数量に0より小さい値を入力した場合

登録時の入力チェック
入力を行っていない場合 入力した出荷数が出荷予定数を上回る場合

未送信一覧

オフライン状態で登録した出荷データを一覧表示します。
※処理内容は未送信一覧（共通）を参照
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３．入荷

商品の入荷処理を行います。

未入荷一覧 オフライン時

画面表示内容 入荷予定日が本日以前の未入荷の商品が一覧表示されます。

最終取込時刻 データを取得した最終時刻を表示します。
件数 取得したデータ件数を表示します。

未入荷一覧
仕入先名 仕入先名を表示します。
商品名 商品コード、商品名を表示します。
納期 納期をyy/mm/ddで表示します。
入荷残数 入荷残数を表示します。

入荷処理画面

棚一覧

QR読込、入荷数と保管棚の入力を行い、登録ボタンで入荷登録を行います。
オフラインの場合は、未送信一覧の送信ボタンで入荷登録を行います。

画面表示内容
仕入 仕入先名を表示します。 登録時の入力チェック
商品 商品コードを表示します。 数量に0より小さい値を入力した場合 数量が未入力の場合

商品名を表示します。
納期 納期をyy/mm/ddで表示します。
入荷 入荷数/発注数　を表示します。
残数 入荷残数を表示します。

登録時、入荷数が発注数を下回る場合は 登録時、入荷数が発注数を上回る
「不足完納」の確認メッセージを表示します。 場合は確認メッセージを表示します。

未送信一覧

オフライン状態で登録した入荷データを一覧表示します。
※処理内容は未送信一覧（共通）を参照

オフライン状態で登録したデータが存在する場合に

表示されます。

タップすると未送信一覧画面を表示します。

バーコード読込を行った内容が

表示されます。

手入力はできません。
未入力でも登録が行えます。

入力チェックを行いチェックＯＫであれば登録確認メッセージが表示されるの

で「YES」を選択します。登録完了後は一覧表示に戻ります。

オンラインの場合は、入荷登録を行います。

オフラインの場合は、登録情報をファイルに格納します。

タップするとカメラが起動します。

バーコード読込を行います。

タップすると棚一覧が表示され一覧から

選択が行えます。
手入力もできます。

タップすると入荷画面に遷移します。

上下のスワイプでスクロールします。

タップすると数値入力表示さ
れ数量の入力が行えます。
数量の入力は必須です。
0より大きい値を入力してくだ
さい。
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４．棚卸

商品の在庫調整、保管場所の変更を行います。

棚卸画面 オフライン時

棚卸画面（QR読込後）

QR読込後、在庫数と保管棚の入力を行い、登録ボタンで棚卸登録を行います。
オフラインの場合は、未送信一覧の送信ボタンで棚卸登録を行います。

画面表示内容
仕入 仕入先名を表示します。
商品 商品コードを表示します。

商品名を表示します。
(棚情報) 棚コード、棚名を表示します。

在庫数を表示します。
※オンラインの場合に表示します。

未送信一覧

オフライン状態で登録した棚卸データを一覧表示します。
※処理内容は未送信一覧（共通）を参照

タップするとカメラが起動します。

現品票のバーコード読込を行います。
読込後、データ表示を行います。

タップすると棚一覧が表示され一覧から選択が行えます。
棚情報と同じときは棚情報のタップで設定が行えます。
手入力も可能です。

タップすると数値入力表示され数量の入力が行えます。

数量の入力は必須です。0以上の値を入力してください。

オフライン状態で登録したデータが存在する場合に表示

されます。

タップすると未送信一覧画面を表示します。

オンラインの場合は、DBに
登録されている棚の情報が

表示されます。未送信の

データがある場合は未送信

データを優先表示します。

オフラインの場合は棚情報
の表示はしません。

入力必須チェックと数量の入力がマイナスでないかのチェックを行い

チェックOKであれば登録確認メッセージが表示されるので「YES」を選

択します。

登録完了後は表示がクリアされます。

オンラインの場合は、棚卸処理を行います。

オフラインの場合は、登録情報をファイルに格納します。
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５．出荷予定検品

商品の出荷予定検品処理を行います。

出荷予定検品一覧 オフライン時

画面表示内容 本日以前の出荷で未検品の商品が一覧表示されます。

最終取込時刻 データを取得した最終時刻を表示します。
件数 取得したデータ件数を表示します。

未出荷一覧
受注先名 受注先名を表示します。
商品名 商品コード、商品名を表示します。
出荷日 出荷日をyy/mm/ddで表示します。
出荷数 出荷数を表示します。

出荷予定検品画面

QR読込、出荷数の入力を行い、入力ボタンのタップで出荷数に入力した
数量が加算されます。
複数の在庫ロットがある場合は続けてQR読込、出荷数の入力を行います。
すべての在庫ロット入力後、登録ボタンで出荷予定検品登録を行います。
オフラインの場合は、未送信一覧の送信ボタンで登録を行います。

画面表示内容
受注 受注先名を表示します。
商品 商品コードを表示します。

商品名を表示します。
棚 保管場所を表示します。
出荷日 出荷日をyy/mm/ddで表示します。
出荷 入力数/出荷数　を表示します。
(在庫番号) 出荷した在庫ロット一覧を表示します。

未送信一覧

オフライン状態で登録した出荷予定検品データを一覧表示します。
※処理内容は未送信一覧（共通）を参照

オフライン状態で登録したデータが存在する場合

に表示されます。

タップすると未送信一覧画面を表示します。

タップすると出荷予定検品画面に遷移します。

上下のスワイプでスクロールします。

バーコード読込を行った在庫番

号が表示されます。
手入力はできません。

入力ボタンをタップで入力した数
量が出荷数に加算されます。

タップするとカメラが起動します。

現品票のバーコード読込を行います。

読取を行った在庫番号をチェックし、下記の場合はエラーメッセージを表示し

ます。

・出荷用の現品票でない

・品番が一致しない

・出荷対象の在庫でない

・既に読込済のバーコード

数量の合計が出荷数と一致するかチェックを行いチェックＯＫであれば登

録確認メッセージが表示されるので「YES」を選択します。

登録完了後は一覧表示に戻ります。

オンラインの場合は、出荷検品登録を行います。

オフラインの場合は、登録情報をファイルに格納します。

タップすると出荷数が加算され

在庫番号・数量がクリアされま

す。
在庫番号・数量が未入力、
数量の入力が整数でない・出
荷数と一致しない値の場合は
エラーメッセージを表示します。

タップすると数値入力表示され数量の入力

が行えます。

数量の入力は必須です。

整数の値を入力してください。
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６．入荷予定検品

商品の入荷予定検品処理を行います。

入荷予定検品一覧 オフライン時

画面表示内容 本日以前の入荷で未検品の商品が一覧表示されます。

最終取込時刻 データを取得した最終時刻を表示します。
件数 取得したデータ件数を表示します。

未入荷一覧
仕入先名 仕入先名を表示します。
商品名 商品コード、商品名を表示します。
入荷日 入荷日をyy/mm/ddで表示します。
入荷数 入荷数を表示します。

入荷予定検品画面

QR読込、入荷検品数と保管棚の入力を行い、登録ボタンで
入荷検品登録を行います。
オフラインの場合は、未送信一覧の送信ボタンで登録を行います。

画面表示内容
仕入 仕入先名を表示します。
商品 商品コードを表示します。

商品名を表示します。
入荷日 入荷日をyy/mm/ddで表示します。
発注 発注数を表示します。
入荷 入荷数を表示します。

未送信一覧

オフライン状態で登録した入荷予定検品データを一覧表示します。
※処理内容は未送信一覧（共通）を参照

オフライン状態で登録したデータが存在する場合

に表示されます。

タップすると未送信一覧画面を表示します。

バーコード読込を行った内容が

表示されます。

手入力はできません。
未入力でも登録が行えます。

タップすると数値入力表示され

数量の入力が行えます。

数量の入力は必須です。

タップするとカメラが起動します。

バーコード読込を行います。

タップすると棚一覧が表示され一覧から

選択が行えます。
手入力もできます。

タップすると入荷予定検品画面に遷移します。

上下のスワイプでスクロールします。

入力必須チェックと数量が入荷数と一致するかのチェックを行いチェックＯＫ

であれば登録確認メッセージが表示されるので「YES」を選択します。

登録完了後は一覧表示に戻ります。

オンラインの場合は、入荷登録を行います。

オフラインの場合は、登録情報をファイルに格納します。
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７．メンテナンス

管理情報とファイル共有の設定を行います。

管理情報画面

画面表示内容 保存済の管理情報を表示します。

DBサーバ DBサーバを表示します。
接続DB名 接続DB名を表示します。
DBユーザ DBユーザを表示します。
DBパスワード DBパスワードを表示します。
タイムアウト（秒） タイムアウトの秒数を表示します。
共有ユーザー 共有ユーザーを表示します。
共有パスワード 共有パスワードを表示します。
共有フォルダ 共有フォルダを表示します。

ファイル共有画面

画面表示内容 保存済のファイル共有を表示します。

ユーザー名 ユーザー名を表示します。
パスワード パスワードを表示します。
共有フォルダ 共有フォルダを表示します。
ファイル ファイルを表示します。

タップするとファイルが一覧表示され、

ファイルの選択が行えます。

入力必須チェックと秒の入力が整数であるかのチェックを行いチェックＯＫで

あれば登録確認メッセージが表示されるので「YES」を選択します。

登録完了後は前画面に戻ります。

タップすると数値入力
表示され秒の入力が

行えます。

整数で入力します。

認証画面が表示されます。

パスワード入力後、各設定画面に遷

移します。

タップすると入力表示され
各項目の入力が行えま

す。
DBサーバ・接続DB名・
DBユーザ・DBパスワー
ド・タイムアウト(秒)は入
力必須です。

タップすると入力表示され

各項目の入力が行えま
す。
ユーザー名・パスワード・
共有フォルダ・ファイルは
入力必須です。

入力必須チェックを行いチェックＯＫであれば登録確認メッセージが表示されるので「YES」

を選択します。

オフラインでは登録はできません。

メニュー画面のメンテナンスのアイコン
をタップするとメンテナンスの選択画面
が表示されます。設定を行いたい項
目をタップします。
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