紙から電子まで幅広く対応

SMS-ASP
電子マニフェスト対応ソフト

SMS-ASP システムについて
配車計画からマニフェストの発行・請求書にいたるまでのトータルシステムを実現 !
排出事業者様・収集運搬事業者様・処分業者様が単独でお使いになれます。!
必要なものを必要なだけ選ぶ→コストパフォーマンスのよいシステム構築が可能！

受注配車管理
データベースサーバー
SQL Server 2005

受注配車・コンテナ

LAN
受入搬出計量

（廃棄物受入排出）
トラックスケール連動
廃棄物受入排出・コンテナ
売上 仕入 マニフェスト

LAN・WAN 環境にてのデータの一元管理

売上請求管理

WAN
クラウド

マニフェスト管理

（営業・管理・経理部門）
売上 請求書 回収計画
仕入 支払書 支払予定
販売・仕入統計資料 財務連動
マニフェスト返送 ひも付け
契約 法定帳簿 行政報告
電子マニフェスト EDI 接続

● Windows 7/8 に正式対応
SMS ASP

電子マ
電子マニフェスト
E
EDI 接続

● 紙・電子マニフェスト対応
● スタンドアローン運用も可能
● フレームワーク対応

SMS-ASP システムの特徴
1.

JWNET の画面を開かずに運用可能

2.

契約書等の他 PG との連携
・マニフェスト発行時の契約書との相関チェック
・各種報告書の集計（紙・電子）

３.

・販売管理との連携（請求書発行等）

・１次 2 次のひもつけ及び結果の反映

電子と紙を同じ運用が可能
・収集運搬業者から排出事業者の代理入力可能。その他いろいろあります

SMS-ASP システム概要図
排出事業者向け
マニフェスト保存時に紙か電子を選ぶだけ
操作が一緒なのでラクラク運用！
マニフェスト管理を排出事業者自ら行う

産廃業者入力データ

JWNET(SMS-ASP)
電子マニフェスト

SMS-ASP
紙マニフェスト
委託契約書

交付等状況報告書（紙マニフェスト）
JWNET より自動取込（ダウンロード）

（排出事業者帳簿） 紙 電子
１． 廃棄物集計表
２． 廃棄物集計表（明細）

運搬終了日
処分終了日
最終処分終了日 等

３． 事業場別運搬受託者別マニフェスト数量一覧表
４． 事業場別交付担当者別運搬受託者別マニフェスト数量一覧表
５． 事業場別処分受託者別マニフェスト数量一覧表
６． 事業場別交付担当者別処分受託者別マニフェスト数量一覧表
７． 廃棄物日報

産廃イチローで
マニフェスト入力

印刷

８． 事業場別廃棄物合計表（処分受託者毎）
９． 事業場別廃棄物合計表（廃棄物種類毎）
10．事業場別廃棄物合計表（明細）

紙マニフェスト印刷
ドットプリンタ

上記以外 運搬業者別 処分業者別など多種の管理帳票あり
マニフェストデータ エクスポート機能 （エクセル出力）

産廃イチロー + 産廃 WEB

産廃業者向け
JWNET/
T/ 電子マニフェスト
電子マニフ

電子マニフェスト
直接入力も可能！

マニフェスト保存時に紙か電子を選ぶだけ
操作が一緒なのでラクラク運用！
JWNET から
自動取込ダウンロード

情報公開（SMS ASP）
・紙 / 電子マニフェスト
・委託契約書

交付等状況報告書（紙マニフェスト）
ニフェスト）
排出事業者へのサービス

SMS ASP
排出事業者入力データ
情報公開（SMS ASP）
・紙 / 電子マニフェスト
・委託契約書

産廃業者入力データ
（他社）

中間処理
ひも付けデータ
最終処分報告データ
電子マニフェスト登録

ドットプリンタ

受渡確認票（3 枚複写）は
電子マニフェスト運用時の
紙マニフェストの代用です。

上記以外 多種の管理帳票あり ( 約５０帳表 )
マニフェストデータ

強い信頼関係
マニフェスト入力を
産廃業者任せで OK
自動的 CSR の確立！

（産廃者帳簿） 紙 / 電子
１．運搬業帳簿
２．処分業帳簿
３．中間処理ひも付け帳簿
４．運搬実績報告書（年次報告書）
５．処分実績報告書（年次報告書）

受渡確認用印刷用

産廃イチロー + 産廃 WEB

紙マニフェスト印刷用

ひも付けデータ
エクスポート機能（エクセル出力）

詳しくはWEBで

株式会社エスエムエス
株式会社エスエムエス

詳しくはWEBで

産廃イチロー

産廃イチロー

検索

検索

TEL 073-435-4111
FAX 073-435-4115
社 和歌山県和歌山市湊本町 3 丁目 12 番地
TEL 073-435-4111
FAX 073-435-4115
本
社 和歌山県和歌山市湊本町 3 丁目 12 番地
TEL 03-5809-3760
FAX 03-3861-6193
東 京東支京店支 店
東京都千代田区岩本町
1-2-17
トキワビル
2
階
TEL 03-5809-3760
FAX 03-3861-6193
東京都千代田区岩本町 1-2-17 トキワビル 2 階
TEL
06-6195-4837
06-6195-4839
大 阪大支阪店支 店
大阪府大阪市東淀川区東中島
1
丁目
14
番
23
号
5-506
FAXFAX
06-6195-4839
大阪府大阪市東淀川区東中島 1 丁目 14 番 23 号 5-506 TEL 06-6195-4837
TEL011-765-8626
011-765-8626 FAXFAX
011-788-2298
北海道
店支 店
北海道札幌市北区新琴似
66
条条
12
TEL
011-788-2298
北支
海道
北海道札幌市北区新琴似
12丁目
丁目2-25
2-25
TEL0229-91-0935
0229-91-0935 FAXFAX
0229-91-0936
TEL
0229-91-0936
宮城支
宮店 宮
宮城県大崎市古川中里
5-8-50
宮店
城支
宮城県大崎市古川中里
5-8-50103
103
本

お客様のご利用環境によって選べる安心の料金プラン

SMS ASP 料金プラン
※ 記載されている価格は、全て消費税別価格です。

初期費用

月額料金

入会金

ASP 管理料

3,000 円

10,000 円/月
※ 排出事業者様の場合は、電子マニフェスト 500 件分
（500 件以上は 10 円 / 件）
※ 産廃業者様の場合は、3 ライセンス付き

年会費

10,000 円/年

● 産廃業者様の場合は、ライセンス料金が必要になります。
ライセンス料金とは
ライセンス料金とは、登録できる排出事業者数のことを意味します。
お客様の状況に応じて、後からライセンスを追加することも可能です。
初めには、あらかじめ 3ライセンスが用意されています。

10ライセンス

4,000円/月

20ライセンス

7,500円/月

30ライセンス

11,000円/月

40ライセンス

14,500円/月

50ライセンス

18,000円/月

100ライセンス

25,000円/月

※100 ライセンス以上の場合は、100 ライセンス毎に 10,000 円 / 月

社団法人 全国産業廃棄物連合会 賛助会員

株式会社エスエムエス
〒640-8222 和歌山市湊本町 3 丁目 12 番地
TEL.073-435-4111( 代 ) FAX.073-435-4115

お問い合わせ／サポートセンター

TEL.073-433-6233( 代 ) FAX.073-402-2109

産業廃棄物管理ソフト

株式会社エスエムエス

電子メール

http://www.sanpai.com/

http://www.sms-corp.net/

info@sanpai.com

