
※ Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※ 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。
※ 印刷の関係上、本紙に使用した画像は、色や細部等が実際と異なる場合がありますのでご了承ください。
※ 製品の動作条件につきましては、当社ホームページの動作環境情報をご覧ください。
　 https://www.systemgear.com/prd/logi/ichibanboshi/requirement.html
※ 本紙記載製品の販売・保守について、予告・通知なく中止する事があります。
　 詳しくは、当社ホームページをご覧ください。  https://www.systemgear.com/spt/stop/

ほかにも便利なメニューが盛りだくさん！ほかにも便利なメニューが盛りだくさん！

お知らせお知らせ

※メニューは一部抜粋して記載しております

物流･運送業界に携わる方に役立つ情報やサービスをご提供しています。
今後も様々なサービスを拡充予定です。ぜひご活用ください！！
無料の会員登録は一番星倶楽部のウェブサイトで受付けております。

業界の最新情報が
つかめる物流ニュースが
ご覧いただけます

車輌台帳、各種報告書など
運送事業に役立つ書式が
ダウンロードできます

社会保険労務士による
コラムで有益な情報を
ご提供しています

物流・運送業界の企業
インタビュー記事を
公開しています

業務改善に役立つ
最新の製品・IT 情報を
ご覧いただけます

このような条件の運送事業者様は
オンプレミスで運用できます！

●特殊な業務形態なので
　システムのカスタマイズが必要
●自社ネットワークで完結させたい
●リースを組みたい

詳しくは営業担当にご相談ください。

●通信が不安定

●採択を受けると最大 150 万円
　費用の 2分の 1まで補助があります

詳細は IT 導入補助金のウェブサイトをご確認ください。

※2021年度の金額

On-Pre

経済産業省が行っている
IT 導入補助金 対応製品です！

■日次業務
　受注入力
　運転（ 傭車 ）日報入力
　汎用データ取込
　勤怠入力
　経費入力
　入金入力
　出金入力
　点呼記録簿

■締日業務
　運賃お伺い書
　請求明細書
　傭車先支払明細書
　未払先支払明細書
　回収支払予定集計表
■運転者台帳
　労働者名簿入力
　労働者名簿リスト
　健康診断受診リスト

■整備
　整備カレンダー
　整備経費入力

■分析
　月別推移表
　月別三期比較グラフ
　車輌収支分析グラフ
■給与
　給料明細書
　賃金台帳
　年末調整一覧表

■管理業務
　車輌別収支実績表
　貨物自動車運送事業実績報告書
　得意先元帳
　運転者別稼働実績表
　傭車先支払管理表

30 年を超える豊富な経験・実績を持つ
運送事業者向けに特化した基幹システムで

あらゆる業務をバックアップ

運送事業者向け基幹システム

業界シェア業界シェア

ICHIBANBOSHIICHIBANBOSHI

累計販売実績累計販売実績

ICHIBANBOSHIICHIBANBOSHI

6500本貨物自動車運送事業実績報告書

使用車輌、運送距離、売上等の自動集計が可能なので
面倒な集計作業なしでそのまま提出ができます。

集計作業が大変で手数料を支払って
行政書士に依頼していませんか！？

▶pick up!▶pick up!

▶NEWS ▶DOCUMENT ▶COLUMN ▶INTERVIEW ▶CATLOGUE

月別三期比較グラフ・車輌収支分析グラフ

経営の見える化がこんなに簡単！
無駄を省いた賢い運営が可能になります！

月の売上をグラフで簡単に比較できるほか
車輌ごとの燃費や収益も一目瞭然です。

どなたでもご利用いただけるどなたでもご利用いただける
運輸・物流向けクラウドプラットフォーム “一番星倶楽部” がオープン！がオープン！

https://www.it-hojo.jp

PD50S001-2

販売店

大阪市西区江戸堀 � 丁目 � 番 �� 号 システムギア大阪ビル
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営業拠点

本社

https://www.systemgear.com/  E-mail:sales@systemgear.com

会員登録
無料★

“一番星”運送業システムVer.�

※

製品詳細はWEBサイトで
ご覧いただけます



前回御請求額 御入金額 前回分残高 当月売上額 その他実費 消費税額 当月分請求額 今回御請求額

月日 車番 発地名 着地名 品名 数量 単位 ｔ数 単価 金額

請求明細書
No.    1

〒 450-0003

２０２１年　４月３０日

愛知県名古屋市中村区名駅南１－２－３

株式会社　システムギア運輸ＡＢＣビル 〒 460-0003
名古屋市中区錦２－２－１３

株式会社  一番星運送                    御中 TEL 052-205-8851 FAX 052-205-8852
取引銀行 東洋銀行笹島支店   当座 1234567
         名古屋銀行駅前支店 当座 9876543
下記の通りご請求申し上げます

    5,536,980     5,536,980             0     5,625,350       7,200    450,983     6,083,533     6,083,533

 4/ 1 000001 東海物流センター 近畿物流センター ﾊﾟｿｺﾝ(名古屋神戸2t)         1______________________ 車      2______________________    39,000_________________________________        39,000
早朝割増         1.3 h     2,200_________________________________         2,750
通行料         1______________________     1,200_________________________________         1,200
保険料         1______________________     1,800_________________________________         1,800

 4/ 1 000001 近畿物流センター 東海物流センター 空パレット        20______________________ 枚       300_________________________________         6,000
 4/ 1 000004 東海物流センター 近畿物流センター ﾊﾟｿｺﾝ(名古屋神戸4t)         1______________________ 車      4______________________    48,000_________________________________        48,000
 4/ 1 000004 近畿物流センター 東海物流センター 空パレット        28______________________ 枚       300_________________________________         8,400
 4/ 1 000007 東海物流センター 近畿物流センター ﾊﾟｿｺﾝ(名古屋神戸10t)         1______________________ 車     12.5    60,000_________________________________        60,000

通行料         1______________________     1,200_________________________________         1,200
保険料         1______________________     1,800_________________________________         1,800

 4/ 1 000007 近畿物流センター 東海物流センター 空パレット        35______________________ 枚       300_________________________________        10,500
 4/ 1 000001 東海物流センター 近畿物流センター ﾊﾟｿｺﾝ(名古屋神戸10t)         1______________________ 車     10.4    60,000_________________________________        60,000

通行料         1______________________     1,200_________________________________         1,200
 4/ 1 000001 近畿物流センター 東海物流センター 空パレット        36______________________ 枚       300_________________________________        10,800
 4/ 2 000001 東海物流センター 近畿物流センター ﾊﾟｿｺﾝ(名古屋神戸2t)         1______________________ 車      2______________________    39,000_________________________________        39,000
 4/ 2 000001 近畿物流センター 東海物流センター 空パレット        22______________________ 枚       300_________________________________         6,600
 4/ 2 000004 東海物流センター 近畿物流センター ﾊﾟｿｺﾝ(名古屋神戸4t)         1______________________ 車      4______________________    48,000_________________________________        48,000
 4/ 2 000004 近畿物流センター 東海物流センター 空パレット        31______________________ 枚       300_________________________________         9,300
 4/ 2 000007 東海物流センター 近畿物流センター ﾊﾟｿｺﾝ(名古屋神戸10t)         1______________________ 車     10______________________    60,000_________________________________        60,000
 4/ 2 000007 近畿物流センター 東海物流センター 空パレット        38______________________ 枚       300_________________________________        11,400
 4/ 2 000001 東海物流センター 近畿物流センター ﾊﾟｿｺﾝ(名古屋神戸10t)         1______________________     10.4    60,000_________________________________        60,000
 4/ 2 000001 近畿物流センター 東海物流センター 空パレット        32______________________ 枚       300_________________________________         9,600
 4/ 3 000001 東海物流センター 近畿物流センター ﾊﾟｿｺﾝ(名古屋神戸2t)         1______________________ 車      2______________________    39,000_________________________________        39,000
 4/ 3 000001 近畿物流センター 東海物流センター 空パレット        21______________________ 枚       300_________________________________         6,300
 4/ 3 000004 東海物流センター 近畿物流センター ﾊﾟｿｺﾝ(名古屋神戸4t)         1______________________ 車      4______________________    48,000_________________________________        48,000
 4/ 3 000004 近畿物流センター 東海物流センター 空パレット        30______________________ 枚       300_________________________________         9,000
 4/ 3 000007 東海物流センター 近畿物流センター ﾊﾟｿｺﾝ(名古屋神戸10t)         1______________________ 車     10______________________    60,000_________________________________        60,000

【 小  計 】       304______________________     71.3       658,850

車輌別収支表や月別推移表など
経営判断に役立つ帳票を複数搭載

整備の日程や部品代などの費用を管理できます

受領確認添付書や車番連絡書を出力できます

分からないことは電話やリモートでしっかりサポート

※2020 年 12 月現在

オンプレミス版もございます

事務所以外の場所からでも運用ができるクラウドに対応！
面倒なサーバーの導入や VPNのネットワーク構築が不要で
初期費用を抑えながら快適な運用にシフトできます。

物流系クラウドの決定版！！
累計販売実績はなんと6,500本！なんと6,500本！

point 1

Excel で作成したデータの取込みができるため
入力の手間や時間が省け、業務効率がアップします。

point 2

便利な汎用データ取込み便利な汎用データ取込み
NEW!

どこからでもアクセスできる
からテレワークにも最適！

経費や勤怠なども取込みOK♪
入力ミスもなく安心！

運転者台帳をシステムの中でデジタルデータとして管理できます。
運転免許証の情報登録のほか、顔写真や健康診断の結果、
事故現場などの画像データの添付も可能です。

NEW!

部署ごと ( 役員・運行管理者・一般職など ) に給与項目が
設定できる機能を新たに追加しました。
また、賃金台帳は労働日数・労働時間・時間外労働
などが印字されるレイアウトに変更しました。

point 3 NEW!

クラウド版の提供クラウド版の提供

勤怠管理・給与管理が簡単勤怠管理・給与管理が簡単

得意先によって異なる様々な自動運賃計算に柔軟に対応します。
学習機能により入力した単価を記憶するほか
単価を事前に設定し、価格改定日に自動で変更することも可能です。

複雑な運賃計算もおまかせ複雑な運賃計算もおまかせ

point 6

配車データを受注データ
として取込める！
請求書の作成がラクラク！

勤怠・給与の一元管理ができて
経営力が向上！

発地 発地域 着地 品名 車種 種別着地域

単価×数量 単価×重量

自由に組合わせたパターンを基に運賃を自動計算

運転者台帳の機能拡大！
車検やオイル交換など消耗品のスケジュール管理が行えます。
運転者台帳との連動で免許更新日も併せて把握することができます。

整備カレンダーで管理が簡単

積地・卸地の住所が入力できる備考欄や
荷待ち時間等の入力ができる割増項目が増えました。

受注・運転日報入力が便利に

日々の入力データから請求書発行が簡単に行えます。
また、帳票編集機能で請求書のフォームの変更ができます。
入金・支払い管理機能搭載で、残高と合わせてご請求頂くことも可能です。

運送業に特化した基幹システムだから、“一番星” シリーズは選ばれて
います！サポート体制も万全で、安心してお使いいただけます。

気になる機能や実際の使用感を無料デモでチェック！
ウェブサイトよりお問合せください。

請求書はラクラク発行！

取引先や自社の運用に合わせて帳票の項目配置を自由に変更できます。
用紙選択のほか、フォント種類、文字サイズなどの書式設定も可能です。

運用に合わせた帳票を簡単作成

請求書

運送業に特化した各種機能を搭載！運送業に特化した各種機能を搭載！

車輌別・運転手別稼働実績表は、運送状況や売上状況を
自社の基準に設定し、月単位で期間指定をして確認が可能です。

point 5

車輌別・運転手別に運送数量・
トン数・運賃・給油量などを
グラフで分析、把握できる！！

経営の見える化経営の見える化

ほかにも運送業に役立つ機能が満載！

保守費用込みだから、いつでも
最新の状態で使用できる！
リビジョンアップも安心！

業界シェア業界シェア

ICHIBANBOSHIICHIBANBOSHI

日報データにデジタコの勤怠や経費などの運行実績を
取込むことで、データを有効活用できます。

NEW!

デジタコ連動を標準装備デジタコ連動を標準装備
point 4

※ 運行状況によっては取込めない場合があります。
     勤怠計算の動作確認については、お問合せください。

試して納得！オンライン無料デモ受付中！

各種管理帳票の作成が簡単！


