
GLOVIA smartには、確実なシステム連携を富士通が保証する認定制度を設けています。これまで多くの導入実績を持つ富士通取扱い
商品はもとより、多彩なパートナー、ISVのソリューション商品にいたるまで、お客様のご要望にフィットしたGLOVIA smart連携商品を順次
ご提供してまいります。 
GLOVIA smartと連携できる商品には、以下の2つがあり、いずれも安心してご導入・ご活用いただけます。 

と連携可能なソリューション商品について 

パートナー企業、ISV企業のGLOVIA smart連携商品 

「　　　　　　　  　　 　　　　　 商品」 「　　　　　　　  　　 　　　　　　商品」 

富士通が取扱うGLOVIA smart連携商品 

GLOVIA smartは、お客様の必要に
応じて各パッケージソリューションを自
由に選択・連携が可能です。それに
より、経営環境の変化に合わせた柔
軟なシステム構築ができます。 
また、フロントシステム、業種システム、
共通業務システムなどのさまざまなシ
ステム情報を「GLOVIAsmartSOA」
により連携することで、会社経営の
ための「情報統合」が実現します。 

は「選べる」「つながる」そして「見える」 

すべてはお客様の成功のために 
すべてはお客様の成長とともに 
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■ 　　　　   　　　は日本における富士通株式会社の商標です。 

■ 　　　　  は日本およびその他の国における富士通株式会社の登録商標または商標です。　 　　　　  （グロービア）：Global Value Integrated Applications 

■ その他、記載されている会社名、製品名、名称などの固有名詞は各社の登録商標または商標です。 

インターネット情報ページ　http://glovia.fujitsu.com/jp/solution/glovia_smart/index.html
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富士通コンタクトライン 

製品・サービスについてのお問い合わせは 

������������
受付時間 ９:００～１７：３０（土・日・祝日・年末年始を除く） 

富士通株式会社 

◆製品の仕様は改良のため予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。 
◆このカタログには、森林認証紙、大豆インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。 
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SOA（Service Oriented Architecture）とは、アプリケーションあるいはその機能の一部を共通の「サービス」としてコンポーネント化し、それらを

必要に応じて組み合わせることで、システムを構成していくアーキテクチャーです。 

「GLOVIA smart SOA」は、このSOAの考え方に基づき新たに開発されたデータ連携の仕組みで、GLOVIA smartの各ソリューションを統合します。

業務・業種パッケージをサービス単位とし、標準インターフェースを介して、各パッケージを組み合わせてシステムを構成できるため、事業環境の変化

などに柔軟に対応できる『増改築型』のシステム構築が可能です。 

とは 

販売 FMMAX



流通卸売業様の成長を加速し、着実に成功へと導く。 
富士通の統合ERPパッケージ・ソリューション 

　『最新の情報システムを手軽で、かつ安価に導入・拡張させたい』『大切な情報資産を

最大限活かしたい』『会社の「今」の状況をリアルタイムで見たい』『経営のスピードを全社

レベルで向上させたい』。お客様のさまざまな課題やご要望に、柔軟かつスピーディーにお

応えする富士通のパッケージ・ソリューションです。 

　激化する低価格競争、多様化する顧客ニーズなど、厳しさを増す経営環境に「販売力

強化」「業務効率化」を実現するカスタマイズ型販売ソリューションを提供します。この販売

ソリューションを基幹業務の核にして、会計システム・人事給与システムなどの共通業務

パッケージをはじめ、ポータル・CRMなどのフロント業務パッケージに至る各システムを

“ソリューション・ユニット”としてご提供します。 

　中堅流通卸売業のお客様向けERPソリューションを、「短納期」「低コスト」「高品質」

でご活用いただけます。 

お客様に最もフィットするシステムが“スマート”に選べ、“スマート”に

つながり、そして“スマート”に活用いただけるソリューション、それが 

　　　　　　　　　です。 

販売力強化 

他社に先駆けた 
販売戦略を立案したい。 

顧客や取引先と 
緊密な関係を築きたい。 

営業マンの販売活動を 
徹底強化したい。 

社内の事務作業を 
もっと単純化したい。 

社内情報の共有化を 
推し進めたい。 

取引先とのやりとりを 
効率化したい。 

業務効率化 

社内の事務作業を 
もっと単純化したい。 

社内情報の共有化を 
推し進めたい。 

取引先とのやりとりを 
効率化したい。 
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トップメニュー 販売FMMAX 

業務画面 会計システムメニュー 
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見える化／ドリルダウン 

情報分析 

お客様の必要に応じて、各パッケージソ
リューションを自由に選択・連携が可能
です。それにより経営環境の変化に合せ
た柔軟なシステム構築ができます。 

は“選べる！” 

GLOVIA smartではフロントシステム、業種システム、共通業務システムや、レガシーシステムを含めさまざまな基幹システムの
情報を「GLOVIA smart SOA」により連携することで、会社経営のための『情報統合』が実現します。 

で全社の情報がスマートに“つながる” 
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SFA人事 

が柔軟なシステム連携を容易に実現します 

certified商品（certified：サーティファイド＝保証）： 
GLOVIA smart開発規約に準拠した富士通の取り扱い商品 

enabled商品(enabled：イネイブルド＝認定）： 
GLOVIA smart開発規約に準拠したパートナーの商品 
 

で会社の「今」がスマートに “見える” 

GLOVIA smart会計では、経営に必要な情報を会計データウェアハウスに蓄積し活用。従来見ることの難しかった全社での
ビジネス状況をセグメント別、プロジェクト別などさまざまな切り口で分析し、リアルタイムに経営判断に活用することができます。 

グロービア・スマート エフエムマックス 

販売 FMMAX
新技術「                             」が実現する柔軟・容易なシステム連携 
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流通卸売業様の成長を加速し、着実に成功へと導く。 
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グロービア・スマート 

流通卸売業様の基幹業務をトータルにサポートする 
　「　　　　　　　　　　　　　　      　　       」は、発注・仕入、受注・売上、在庫管理、債権

債務管理などの基幹業務機能を網羅しつつ、流通卸売業様の業務特性に対応した、業

種特化型のパッケージソリューションです。 

　これからの企業情報システムとして必要な機能を備え、基幹業務システムのコアとして

次世代情報基盤の早期構築を実現し、順次拡張させていくことが可能です。 

販売 FMMAX
エフエムマックス 

販売 FMMAX

3 4

ポータルトップ画面 会計システム ログイン画面 

販売 FMMAX トップメニュー 

売上管理から仕入・在庫管理までの販売業務全般をサポート 

*ＥDI・ＥＯＳ受注処理はカスタマイズとなります。 

商品の受発注、入出荷、在庫管理や、取引先毎の売上、仕入、債権債務管理などの流通卸売業様の販売
管理業務全般をサポートします。 
ＥＯＳ受注*、直送、預り出荷といった取引形態や営業倉庫を含めた在庫管理にも対応しております。 

実績が証明する安定稼動 

GLOVIA smart 販売 FMMAXの累積導入実績は４,０００社以上*。卸売業、小売業をはじめ、製造、印刷、
建材、産業機器など、幅広い分野から高い評価をいただいております。 

お客様業務に合致したシステムをご提供 

豊富な導入実績より、多種多様な業種のお客様に対応してまいりました。業界特有の商習慣、企業独自の
業務形態や取引形態、事務処理の流れに合った細業種の雛形をご用意しております。1社1社に最適な
販売ソリューションをご提供します。 

初心者・上級者ともに使いやすい操作 

パソコンならではのマウスとキーボードを併用した簡単な操作とともに、専任オペレータ向けのキーボードのみ
の伝票入力もサポート。初心者・上級者のどちらにも使いやすい、快適な操作性を実現しています。 

セキュリティレベルに応じたメニュー設定 

全クライアントにすべての機能を開放する設定はもちろん、営業担当者に発注画面を使わせない、マスタの
登録作業は専任者のみといった、システムの利用環境に合わせたセキュリティ設定も可能です。 

ログイン・ポータル画面からさまざまなシステムのご利用が可能です。 

販売 FMMAX 受注計上画面 

モバイル Excel Web受注 CRM FAX受注 EOS受注 FAX発注 

販売情報分析 

SFA／ナレッジ系ソフトウェア 

 GLOVIAsmart商品を含むさまざまな会計システム（財務会計・管理会計） 

運用管理ソフトSystemwalkerによる自動運用 

データウェア 
ハウスツール 

Excel

SystemWalker/ListWORKS

その他のシステム連携 

売上・売掛業務  仕入・支払業務  
商談管理 承認機能 

輸出入 

在庫管理 
原価管理 

仕入先元帳 指定伝票 

得意先元帳 
請求書 

個別消込 

［電子帳票システム］ ［社内での情報共有］ 

出　荷 

出荷指示 

得意先別／商品別 
出荷指示済未出荷一覧表 

ピッキングリスト 

受　注 見　積 引　合 

直送受発注 

直送売上 

入荷予定 

入　荷 

仕　入 

仕入伝票 
仕入日記帳・日計表 
各種の仕入管理表 
（仕入先別・商品別など） 
各種の仕入推移表 
（仕入先別・商品別など） 

仕入先別／商品別 
入荷予定済未入荷一覧表 

発　注 

支　払 

支払日記帳 
支払予定表 
支払手形明細票 

入　金 

入金日記帳 
回収予定表 
受取手形明細票 

売　上 

売上伝票 
売上日記帳・日計表 
各種の売上管理表 
（得意先別・商品別など） 
各種の売上推移表 
（得意先別・商品別など） 

倉庫内物流（LOMOS他） 
仕訳 

連携データ 

売上・入金 
仕入・支払 
データ 

実績データ 

DWH

： カスタマイズ機能 ： 標準機能 

*旧製品の実績含む。 
システム全体図 

販売 FMMAX

販売 FMMAX



グロービア・スマート 

流通卸売業様の基幹業務をトータルにサポートする 
　「　　　　　　　　　　　　　　      　　       」は、発注・仕入、受注・売上、在庫管理、債権

債務管理などの基幹業務機能を網羅しつつ、流通卸売業様の業務特性に対応した、業

種特化型のパッケージソリューションです。 

　これからの企業情報システムとして必要な機能を備え、基幹業務システムのコアとして

次世代情報基盤の早期構築を実現し、順次拡張させていくことが可能です。 

販売 FMMAX
エフエムマックス 

販売 FMMAX
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ポータルトップ画面 会計システム ログイン画面 

販売 FMMAX トップメニュー 

売上管理から仕入・在庫管理までの販売業務全般をサポート 

*ＥDI・ＥＯＳ受注処理はカスタマイズとなります。 

商品の受発注、入出荷、在庫管理や、取引先毎の売上、仕入、債権債務管理などの流通卸売業様の販売
管理業務全般をサポートします。 
ＥＯＳ受注*、直送、預り出荷といった取引形態や営業倉庫を含めた在庫管理にも対応しております。 

実績が証明する安定稼動 

GLOVIA smart 販売 FMMAXの累積導入実績は４,０００社以上*。卸売業、小売業をはじめ、製造、印刷、
建材、産業機器など、幅広い分野から高い評価をいただいております。 

お客様業務に合致したシステムをご提供 

豊富な導入実績より、多種多様な業種のお客様に対応してまいりました。業界特有の商習慣、企業独自の
業務形態や取引形態、事務処理の流れに合った細業種の雛形をご用意しております。1社1社に最適な
販売ソリューションをご提供します。 

初心者・上級者ともに使いやすい操作 

パソコンならではのマウスとキーボードを併用した簡単な操作とともに、専任オペレータ向けのキーボードのみ
の伝票入力もサポート。初心者・上級者のどちらにも使いやすい、快適な操作性を実現しています。 

セキュリティレベルに応じたメニュー設定 

全クライアントにすべての機能を開放する設定はもちろん、営業担当者に発注画面を使わせない、マスタの
登録作業は専任者のみといった、システムの利用環境に合わせたセキュリティ設定も可能です。 

ログイン・ポータル画面からさまざまなシステムのご利用が可能です。 

販売 FMMAX 受注計上画面 

モバイル Excel Web受注 CRM FAX受注 EOS受注 FAX発注 

販売情報分析 

SFA／ナレッジ系ソフトウェア 

 GLOVIAsmart商品を含むさまざまな会計システム（財務会計・管理会計） 

運用管理ソフトSystemwalkerによる自動運用 

データウェア 
ハウスツール 

Excel

SystemWalker/ListWORKS

その他のシステム連携 

売上・売掛業務  仕入・支払業務  
商談管理 承認機能 

輸出入 

在庫管理 
原価管理 

仕入先元帳 指定伝票 

得意先元帳 
請求書 

個別消込 

［電子帳票システム］ ［社内での情報共有］ 

出　荷 

出荷指示 

得意先別／商品別 
出荷指示済未出荷一覧表 

ピッキングリスト 

受　注 見　積 引　合 

直送受発注 

直送売上 

入荷予定 

入　荷 

仕　入 

仕入伝票 
仕入日記帳・日計表 
各種の仕入管理表 
（仕入先別・商品別など） 
各種の仕入推移表 
（仕入先別・商品別など） 

仕入先別／商品別 
入荷予定済未入荷一覧表 

発　注 

支　払 

支払日記帳 
支払予定表 
支払手形明細票 

入　金 

入金日記帳 
回収予定表 
受取手形明細票 

売　上 

売上伝票 
売上日記帳・日計表 
各種の売上管理表 
（得意先別・商品別など） 
各種の売上推移表 
（得意先別・商品別など） 

倉庫内物流（LOMOS他） 
仕訳 

連携データ 

売上・入金 
仕入・支払 
データ 

実績データ 

DWH

： カスタマイズ機能 ： 標準機能 

*旧製品の実績含む。 
システム全体図 

販売 FMMAX

販売 FMMAX



豊富な導入実績がものがたる 
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豊富な導入実績 

GLOVIA smart 販売 FMMAXの累積導入実績は4,000社以上*。卸売業、小売業をはじめ、製造、印刷、
建材、産業機器など、幅広い分野から高い評価をいただいております。業界特有の商習慣、お客様固有の
業務等、幅広い業種・業務においてきめ細かく対応しております。 

・ 一般顧客への販売管理を実現 
・ 物流業務のシステム化（運送会社伝票、荷札発行、重量管理等） 
・ ロット別在庫を半製品を含め把握 
・ ギフト業務への対応 

薬品製造業様　導入事例 

・ 多い直送品に対する発注業務の簡素化 
・ 端尺の在庫管理 
・ 物件単位の利益管理 
・ ロット毎の在庫管理 

建材クロス卸業様　導入事例 

建材クロス卸売業様【物件管理・端尺管理】 

1.受発注業務 
　・受注（在庫出荷と発注手配）管理 
　・納品物流情報と入荷物流情報を指定 
　・受注数を上回る発注数の指定（ロット数） 

2.物件管理 
　・受注に紐付く発注管理で粗利管理 
　・工事番号による複数受注と原価管理 

1.受注業務 
　・運送情報の登録 
　・重量計算によるコンテナ積載管理 
　・2次販社への売上金額情報管理 

2.出荷管理 
　・運送会社送り状発行機能 
　（運賃管理・手数料管理・荷札発行） 

3.在庫管理 
　・原料、副資材、半製品の在庫管理 
　・ロット別倉庫別の在庫管理 
　・ロット単位の入出荷トレーサビリティ管理 
　・生産実績に基づく在庫振り替え 

マスタ管理 

単価管理 

在庫管理 
端尺管理 
ロット管理 

支払／買掛 

仕入 

入荷 

発注 

請求／売掛 

売上 

出荷 

受発注 

薬品製造業様【ロット別在庫管理・物流管理】 

会計連携（　　　　　　　　　　　　　連携） 

受注 

出荷 ギフト受注 

売上 在庫管理 
生産実績登録 
ロット別管理 支払／買掛 

請求／売掛 

仕入 

入荷 

発注 

会計連携（　　　　　　　　　　　　　連携） 

4.他システム連携 
　・GLOVIA smart会計BPへの仕訳連携 

5.ギフト受注管理 
　・過去注文者への案内状発送 
　・案内状に基づくリピート受注登録 

3.在庫管理 
　・端尺の在庫管理 
　・出荷ラベルと在庫ラベルの同時発行 
　・ロット単位の入出荷トレーサビリティ管理 
　・ロット別在庫管理 

4.豊富な単価決定機能 
　・商品グループ別得意先別掛率設定 
　・商品別得意先別仕入先別掛率、 
　　単価設定（売上・仕入） 
　・商品グループ別従量制単価設定 

流通細業種 

・包装用品卸売業（紙、紙製品を除く） 
・電気機械器具卸売業（家庭用品を除く） 
・金属加工機械卸売業 
・その他の飲料・飲料卸売業 
・野菜卸売業 
・圧縮ガス・液体ガス卸売業 
・化粧品卸売業 
・その他の建築材料卸売業 
・金物卸売業 
・建設用石材 
・自動車部分品・付属品卸売業 
・生菓子製造業 
・他に分類されないその他の卸売業 
・袋物製造業 
・日本料理店 
・複写業　　　  　　　　 　　 など 

製造細業種 

・木材・竹材卸売業 
・工業用ゴム製品製造業 
・印刷業 
・冷凍機・温室調整装置製造業 
・とび工事業 
・プラスチック板・棒・管卸売業 
・ベントナイト鉱業 
・医療用機械器具製造業 
・開閉装置・配電盤 
・金属プレス製品製造業 
・強化プラスチック製容器 
・電気機械器具卸売業 
・内装工事業 
・複合肥料製造業 
・舗装工事業 
・その他の衣服 　　など 

・ サイズ別在庫をより正確に、より早く把握し、在庫の適正化を実現 
・ 受発注業務と売上・仕入処理、会計仕訳までの社内事務作業を低減 
・ お客様サービスの向上へつながる情報の提供 

アパレル業様　導入事例 

アパレル業様【サイズ別在庫管理】 

1.受注計上 
　・得意先からの受注情報登録 
　・受注一覧表の出力 

2.発注計上 
　・在庫が無い場合、受注と仕入先への発注を 
　　同時に処理する 
　・仕入品、在庫品の補充発注処理 
　・仕入先への発注書を自動FAX送信する 

3.売上計上 
　・納品に基づき売上計上を行う 

●仕入品・在庫品 
1.受注・加工指示 
　・受注に基づき加工指図データを作成する 

2.発注計上 
　・在庫確認後、加工指図をみて仕入先へ発注 

3.売上計上 
　・生産完了、加工完了情報から売上処理実施 

1.売掛請求　2.支払・買掛 ●月次処理 

1.サイズ別管理　2.発注点管理 ●在庫管理 

●製造品 

受注 

加工指示 

売上 

加工工場 

照会／在庫 

在庫管理 
仕入 

請求／売掛 支払／買掛 

入荷 

FAX発注 

発注 

会計連携（　　　　　　　　　　　　　連携） 

多い直送品に対する発注業務の簡素化 化学薬品卸業 

エステティックサロン業 

靴卸売業 

容器の出荷・回収の管理 

内容物と容器の売上の連動 

ロット毎の在庫管理と毒物・劇物のトレーサビリティを管理 

店鋪毎の売上集計 

サービスの消化管理レベルの管理 

正確な売上把握 

店鋪拡大への柔軟な対応 

お客様サービス向上に繋がる情報の提供 

ピッキング業務を平準化・簡素化 

サイズ別の在庫管理 

展示会業務 

EOSデータ連携 

米精米卸業 ロット毎の在庫管理を行い、粗利益を把握 

関連会社間の取引の自動取引 

生産システムからの精米実績の取り込み 

システム連携による省力化 

輸入石材加工卸業 大理石等の石材を輸入、または国内業者から仕入れ、 
顧客ニーズに合わせ、石材の切断、研摩等の加工を 
外注業者に委託し販売する 

医療機器卸業 受注内容に基づいたリアルタイム発注 

受注残管理による徹底した納期管理 

メーカー品番による品番管理 

発注書発行省力化 

細業種 機能・特徴 

その他細業種・機能・特徴 

設備工事業 

瓦製造業 

工事標識製造業 

紙袋製造業 

アパレル業 サイズ別在庫をより正確に、より早く把握し、 
在庫の適正化を実現 

受発注業務と売上・仕入処理、会計仕訳までの 
社内事務作業を低減 

お客様サービスの向上へつながる情報の提供 

薬品製造業 一般顧客への販売管理を実現 

物流業務のシステム化 
（運送会社伝票、荷札発行、重量管理等） 

ロット別在庫を半製品を含め把握 

ギフト業務への対応 

食品加工販売業 

建材クロス卸業 多い直送品に対する発注業務の簡素化 

端尺の在庫管理 

物件単位の利益管理 

ロット毎の在庫管理 

工事原価管理 

工事原価の人件費および経費の一括管理 

原価割れの即時把握 

受注および原価計上の承認機能 

細業種 機能・特徴 

水産加工業 原料グレード・ロット（仕入単位）毎の在庫金額の把握 

製品毎の原価金額を歩留・経費計算の把握 

発注から配送手配の簡素化 

取引毎の利益管理 

木製品製造販売業 見積管理 

生産指示と実績管理による製品在庫管理 

作業実績管理による生産状態の把握 

受注残管理による納期管理 

多量商品点数での物流（ピッキング・配送）の効率化 

取り寄せ商品の発注業務の自動化 

チェーン店別単価など幅広い単価への対応 

賞味期限毎に在庫管理 

前頁に記載した事例以外にも、流通業・製造業をはじめ、数多くの業種・業務のお客様に導入されております。 

等級別色別商品別在庫管理 

商品残高と経費（運賃）残高の別管理 

回収を明確に把握 

パレットの貸出管理 

発注から購買承認までの一括管理 

物流業務の運賃管理 

製品構造の管理による部品在庫管理 

輸出入に関する外貨管理 

受注内容に基づいた作業予測 

分納情報の把握 

作業実績情報による生産状態の把握 

外注加工管理による納期管理 

平 均 年 商：84億円 
年商レンジ：1.8億円～1,888億円 

流通 
45％ 

製造 
50％ 

農林水産 5％ 

*旧製品の実績含む。 

販売 FMMAX
エフエムマックス グロービア・スマート 
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豊富な導入実績 

GLOVIA smart 販売 FMMAXの累積導入実績は4,000社以上*。卸売業、小売業をはじめ、製造、印刷、
建材、産業機器など、幅広い分野から高い評価をいただいております。業界特有の商習慣、お客様固有の
業務等、幅広い業種・業務においてきめ細かく対応しております。 

・ 一般顧客への販売管理を実現 
・ 物流業務のシステム化（運送会社伝票、荷札発行、重量管理等） 
・ ロット別在庫を半製品を含め把握 
・ ギフト業務への対応 

薬品製造業様　導入事例 

・ 多い直送品に対する発注業務の簡素化 
・ 端尺の在庫管理 
・ 物件単位の利益管理 
・ ロット毎の在庫管理 

建材クロス卸業様　導入事例 

建材クロス卸売業様【物件管理・端尺管理】 

1.受発注業務 
　・受注（在庫出荷と発注手配）管理 
　・納品物流情報と入荷物流情報を指定 
　・受注数を上回る発注数の指定（ロット数） 

2.物件管理 
　・受注に紐付く発注管理で粗利管理 
　・工事番号による複数受注と原価管理 

1.受注業務 
　・運送情報の登録 
　・重量計算によるコンテナ積載管理 
　・2次販社への売上金額情報管理 

2.出荷管理 
　・運送会社送り状発行機能 
　（運賃管理・手数料管理・荷札発行） 

3.在庫管理 
　・原料、副資材、半製品の在庫管理 
　・ロット別倉庫別の在庫管理 
　・ロット単位の入出荷トレーサビリティ管理 
　・生産実績に基づく在庫振り替え 

マスタ管理 

単価管理 

在庫管理 
端尺管理 
ロット管理 

支払／買掛 

仕入 

入荷 

発注 

請求／売掛 

売上 

出荷 

受発注 

薬品製造業様【ロット別在庫管理・物流管理】 

会計連携（　　　　　　　　　　　　　連携） 

受注 

出荷 ギフト受注 

売上 在庫管理 
生産実績登録 
ロット別管理 支払／買掛 

請求／売掛 

仕入 

入荷 

発注 

会計連携（　　　　　　　　　　　　　連携） 

4.他システム連携 
　・GLOVIA smart会計BPへの仕訳連携 

5.ギフト受注管理 
　・過去注文者への案内状発送 
　・案内状に基づくリピート受注登録 

3.在庫管理 
　・端尺の在庫管理 
　・出荷ラベルと在庫ラベルの同時発行 
　・ロット単位の入出荷トレーサビリティ管理 
　・ロット別在庫管理 

4.豊富な単価決定機能 
　・商品グループ別得意先別掛率設定 
　・商品別得意先別仕入先別掛率、 
　　単価設定（売上・仕入） 
　・商品グループ別従量制単価設定 

流通細業種 

・包装用品卸売業（紙、紙製品を除く） 
・電気機械器具卸売業（家庭用品を除く） 
・金属加工機械卸売業 
・その他の飲料・飲料卸売業 
・野菜卸売業 
・圧縮ガス・液体ガス卸売業 
・化粧品卸売業 
・その他の建築材料卸売業 
・金物卸売業 
・建設用石材 
・自動車部分品・付属品卸売業 
・生菓子製造業 
・他に分類されないその他の卸売業 
・袋物製造業 
・日本料理店 
・複写業　　　  　　　　 　　 など 

製造細業種 

・木材・竹材卸売業 
・工業用ゴム製品製造業 
・印刷業 
・冷凍機・温室調整装置製造業 
・とび工事業 
・プラスチック板・棒・管卸売業 
・ベントナイト鉱業 
・医療用機械器具製造業 
・開閉装置・配電盤 
・金属プレス製品製造業 
・強化プラスチック製容器 
・電気機械器具卸売業 
・内装工事業 
・複合肥料製造業 
・舗装工事業 
・その他の衣服 　　など 

・ サイズ別在庫をより正確に、より早く把握し、在庫の適正化を実現 
・ 受発注業務と売上・仕入処理、会計仕訳までの社内事務作業を低減 
・ お客様サービスの向上へつながる情報の提供 

アパレル業様　導入事例 

アパレル業様【サイズ別在庫管理】 

1.受注計上 
　・得意先からの受注情報登録 
　・受注一覧表の出力 

2.発注計上 
　・在庫が無い場合、受注と仕入先への発注を 
　　同時に処理する 
　・仕入品、在庫品の補充発注処理 
　・仕入先への発注書を自動FAX送信する 

3.売上計上 
　・納品に基づき売上計上を行う 

●仕入品・在庫品 
1.受注・加工指示 
　・受注に基づき加工指図データを作成する 

2.発注計上 
　・在庫確認後、加工指図をみて仕入先へ発注 

3.売上計上 
　・生産完了、加工完了情報から売上処理実施 

1.売掛請求　2.支払・買掛 ●月次処理 

1.サイズ別管理　2.発注点管理 ●在庫管理 

●製造品 

受注 

加工指示 

売上 

加工工場 

照会／在庫 

在庫管理 
仕入 

請求／売掛 支払／買掛 

入荷 

FAX発注 

発注 

会計連携（　　　　　　　　　　　　　連携） 

多い直送品に対する発注業務の簡素化 化学薬品卸業 

エステティックサロン業 

靴卸売業 

容器の出荷・回収の管理 

内容物と容器の売上の連動 

ロット毎の在庫管理と毒物・劇物のトレーサビリティを管理 

店鋪毎の売上集計 

サービスの消化管理レベルの管理 

正確な売上把握 

店鋪拡大への柔軟な対応 

お客様サービス向上に繋がる情報の提供 

ピッキング業務を平準化・簡素化 

サイズ別の在庫管理 

展示会業務 

EOSデータ連携 

米精米卸業 ロット毎の在庫管理を行い、粗利益を把握 

関連会社間の取引の自動取引 

生産システムからの精米実績の取り込み 

システム連携による省力化 

輸入石材加工卸業 大理石等の石材を輸入、または国内業者から仕入れ、 
顧客ニーズに合わせ、石材の切断、研摩等の加工を 
外注業者に委託し販売する 

医療機器卸業 受注内容に基づいたリアルタイム発注 

受注残管理による徹底した納期管理 

メーカー品番による品番管理 

発注書発行省力化 

細業種 機能・特徴 

その他細業種・機能・特徴 

設備工事業 

瓦製造業 

工事標識製造業 

紙袋製造業 

アパレル業 サイズ別在庫をより正確に、より早く把握し、 
在庫の適正化を実現 

受発注業務と売上・仕入処理、会計仕訳までの 
社内事務作業を低減 

お客様サービスの向上へつながる情報の提供 

薬品製造業 一般顧客への販売管理を実現 

物流業務のシステム化 
（運送会社伝票、荷札発行、重量管理等） 

ロット別在庫を半製品を含め把握 

ギフト業務への対応 

食品加工販売業 

建材クロス卸業 多い直送品に対する発注業務の簡素化 

端尺の在庫管理 

物件単位の利益管理 

ロット毎の在庫管理 

工事原価管理 

工事原価の人件費および経費の一括管理 

原価割れの即時把握 

受注および原価計上の承認機能 

細業種 機能・特徴 

水産加工業 原料グレード・ロット（仕入単位）毎の在庫金額の把握 

製品毎の原価金額を歩留・経費計算の把握 

発注から配送手配の簡素化 

取引毎の利益管理 

木製品製造販売業 見積管理 

生産指示と実績管理による製品在庫管理 

作業実績管理による生産状態の把握 

受注残管理による納期管理 

多量商品点数での物流（ピッキング・配送）の効率化 

取り寄せ商品の発注業務の自動化 

チェーン店別単価など幅広い単価への対応 

賞味期限毎に在庫管理 

前頁に記載した事例以外にも、流通業・製造業をはじめ、数多くの業種・業務のお客様に導入されております。 

等級別色別商品別在庫管理 

商品残高と経費（運賃）残高の別管理 

回収を明確に把握 

パレットの貸出管理 

発注から購買承認までの一括管理 

物流業務の運賃管理 

製品構造の管理による部品在庫管理 

輸出入に関する外貨管理 

受注内容に基づいた作業予測 

分納情報の把握 

作業実績情報による生産状態の把握 

外注加工管理による納期管理 

平 均 年 商：84億円 
年商レンジ：1.8億円～1,888億円 

流通 
45％ 

製造 
50％ 

農林水産 5％ 

*旧製品の実績含む。 

販売 FMMAX
エフエムマックス グロービア・スマート 



GLOVIA smartには、確実なシステム連携を富士通が保証する認定制度を設けています。これまで多くの導入実績を持つ富士通取扱い
商品はもとより、多彩なパートナー、ISVのソリューション商品にいたるまで、お客様のご要望にフィットしたGLOVIA smart連携商品を順次
ご提供してまいります。 
GLOVIA smartと連携できる商品には、以下の2つがあり、いずれも安心してご導入・ご活用いただけます。 

と連携可能なソリューション商品について 

パートナー企業、ISV企業のGLOVIA smart連携商品 

「　　　　　　　  　　 　　　　　 商品」 「　　　　　　　  　　 　　　　　　商品」 

富士通が取扱うGLOVIA smart連携商品 

GLOVIA smartは、お客様の必要に
応じて各パッケージソリューションを自
由に選択・連携が可能です。それに
より、経営環境の変化に合わせた柔
軟なシステム構築ができます。 
また、フロントシステム、業種システム、
共通業務システムなどのさまざまなシ
ステム情報を「GLOVIAsmartSOA」
により連携することで、会社経営の
ための「情報統合」が実現します。 

は「選べる」「つながる」そして「見える」 

すべてはお客様の成功のために 
すべてはお客様の成長とともに 

CA０５３６－４－２００９年２月AP

■ 　　　　   　　　は日本における富士通株式会社の商標です。 

■ 　　　　  は日本およびその他の国における富士通株式会社の登録商標または商標です。　 　　　　  （グロービア）：Global Value Integrated Applications 

■ その他、記載されている会社名、製品名、名称などの固有名詞は各社の登録商標または商標です。 

インターネット情報ページ　http://glovia.fujitsu.com/jp/solution/glovia_smart/index.html

〒１０５-７１２３  東京都港区東新橋１-５-２  汐留シティセンター 

富士通コンタクトライン 

製品・サービスについてのお問い合わせは 

������������
受付時間 ９:００～１７：３０（土・日・祝日・年末年始を除く） 

富士通株式会社 

◆製品の仕様は改良のため予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。 
◆このカタログには、森林認証紙、大豆インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。 
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サービスバス（ 　　　　　　　　　　　　　） 連携データモデル 

販売管理 

FMMAX

… 

小売業 

ショッピングセンター 

… 

サービス業 

卸売業 

食品製造・卸 

… … 

業種ソリューション 連携商品  会計／人事給与 
ソリューション 

フロント 
ソリューション 

…
 

ポータル 

ワークフロー 

CRM/SFA

共通 
ソリューション 

…
 

…
 セキュリティ等 

文書管理等 

AttentionViewer

ブライダル 

ホテル 

パートナー 
パッケージ 

ISV 
パッケージ 

業務 
パッケージ 

FMMAX 
食品 雑貨卸 

会計 

人事給与 

製造業 

PRONES

建設  
ECM

MES
PRONES std 組立 
PRONES std 加工 
PRONES std 装置 

量販店 

SOA（Service Oriented Architecture）とは、アプリケーションあるいはその機能の一部を共通の「サービス」としてコンポーネント化し、それらを

必要に応じて組み合わせることで、システムを構成していくアーキテクチャーです。 

「GLOVIA smart SOA」は、このSOAの考え方に基づき新たに開発されたデータ連携の仕組みで、GLOVIA smartの各ソリューションを統合します。

業務・業種パッケージをサービス単位とし、標準インターフェースを介して、各パッケージを組み合わせてシステムを構成できるため、事業環境の変化

などに柔軟に対応できる『増改築型』のシステム構築が可能です。 

とは 

販売 FMMAX


