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【１．はじめに】

１） 「モバイル入出庫パートナー」について
「モバイル入出庫パートナー」の動作環境はAndroid3.0以上です。

「モバイル入出庫パートナー」は体験版（無償）と製品版（有償）があります。
体験版 ： インストール後10日間の期限付きで全ての機能をご利用頂けます。

製品版への移行はライセンスを購入頂き、「モバイル入出庫パートナー」よりライセンス認証を行います。
体験版で使用した全てのデータは製品版でそのままご利用頂けます。

製品版 ： 全ての機能を無期限でご利用頂けます。

2) ライセンスについて
「モバイル入出庫パートナー」のライセンスは新盛ソリューションズ株式会社（03-5818-7861）が発行・管理します。
１端末（スマートフォン、タブレットなど）に１ライセンス必要です。

2-1) ライセンス認証について
新盛ソリューションズ株式会社より発行されたライセンス番号をもとにライセンス認証を行います。
ライセンス認証はインターネットに接続できる環境で行います。
ライセンス認証後はインターネットに接続できない環境でも製品版としてご利用頂けます。

ライセンス認証の詳細は「【１３．ライセンス認証】」-「1-1)ライセンス認証」を参照してください。

2-2) ライセンス認証解除について
他の端末で「モバイル入出庫パートナー」をご利用になりたい場合などは認証済みのライセンスを解除します。
ライセンス認証解除はインターネットに接続できる環境で行います。
ライセンス認証解除後は体験版として動作します。

端末からの「モバイル入出庫パートナー」アンインストール前にライセンスの認証解除を行います。

ライセンス認証解除の詳細は「【１３．ライセンス認証】」-「1-2)ライセンス認証解除」を参照してください。

3) データについて
「モバイル入出庫パートナー」がインストールされてからアンインストールされるまでデータは保持しています。
アンインストールを行うとデータは初期化します。

4) バックアップについて
データベースのバックアップは個々の責任において定期的に実施してください。
万が一に備え、外部媒体（外部SDカードやパソコンなど）に保存することをお勧めします。

データベースのバックアップは「商品マスタ」をファイル出力することで商品情報・在庫情報をバックアップします。
ファイル出力の詳細は「【１０．編集】」-「1-4)ファイル出力」を参照してください。

「入庫・出庫・棚卸」の履歴データはバックアップできません。

5) ファイルについて
「モバイル入出庫パートナー」がSDカード配下に「SHINSEI」フォルダを作成し入出力するファイルを配置します。
SDカードとは「/mnt/sdcard」などを指しますので、例としては「/mnt/sdcard/SHINSEI」配下にあるファイルに入出力を行います。
ただし「/mnt/sdcard」などのリンク先が外部ストレージ（一般的なSDカード）か内部ストレージかは機種に依存します。

6) 本ドキュメントについて
本ドキュメントはAndroid4.0のタブレット端末を縦状態でのご利用イメージです。
機種、Androidのバージョンにより画面イメージが異なることがあります。

Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。
Windowsは、米国MicrosoftCorporationおよび/またはその関連会社の商標です。
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【２．メイン】

１） 「モバイル入出庫パートナー」起動
アプリケーションを起動すると、メイン画面が表示されます。
メイン画面は「入出庫」、「データ管理」、「商品マスタ」、「メンテナンス」で構成します。

◆入出庫 ◆データ管理 ◆商品マスタ ◆メンテナンス

※ 体験版は「モバイル入出庫パートナー」起動時にメッセージが表示します。
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2） メニュー選択
メイン画面からメニューを選択します。

１．入庫 ⇒ 「３．入庫」参照

２．出庫 ⇒ 「４．出庫」参照

３．棚卸 ⇒ 「５．棚卸」参照

４．商品ラベル発行 ⇒ 「６．商品ラベル発行」参照

５．入出庫履歴 ⇒ 「７．入出庫履歴」参照

６．在庫一覧 ⇒ 「８．在庫一覧」参照

７．メール ⇒ 「９．メール」参照

８．編集 ⇒ 「１０．編集」参照

９．ファイル取込 ⇒ 「１１．ファイル取込」参照

１０．履歴削除 ⇒ 「１２．履歴削除」参照

１１．ライセンス認証 ⇒ 「１３．ライセンス認証」参照
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3） 試用期間終了
10日間の試用期間が終了しますとライセンス認証を行うまで「モバイル入出庫パートナー」はご利用頂けません。

「ライセンス認証」ボタン押下でライセンス番号入力メッセージが表示しますので、引き続きご利用頂く場合はライセンス認証を行ってください。

ライセンス認証は「【１３．ライセンス認証】」-「1-1)ライセンス認証」を参照してください。
ライセンス認証に失敗しますと「モバイル入出庫パートナー」は強制終了します。
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【３．入庫】

１） 入庫入力
データベースに登録されている商品データの入庫処理を行います。

メイン画面より「入出庫」の「入庫」ボタンを押下します。

「入庫入力」画面から「商品コード」を入力（手入力・バーコード読み取り・一覧選択）します。
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「一覧表示」ボタン押下で「商品一覧」が表示します。
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「商品コード」を入力（手入力・バーコード読み取り・一覧選択）すると登録済みの「商品名」、「商品画像」が表示します。
画像はタッチすると拡大表示します（画像未登録の場合は拡大表示できません）。

入庫数を入力します。
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「入庫登録」ボタン押下で入力内容を入庫処理として登録します。

1-1) 入庫登録
入庫登録完了メッセージが表示します。
【正常終了】 【異常終了】

7/25



【４．出庫】

１） 出庫入力
データベースに登録されている商品データの出庫処理を行います。

メイン画面より「入出庫」の「出庫」ボタンを押下します。

「出庫入力」画面から「商品コード」を入力（手入力・バーコード読み取り・一覧選択）します。
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「一覧表示」ボタン押下で「商品一覧」が表示します。
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「商品コード」を入力（手入力・バーコード読み取り・一覧選択）すると登録済みの「商品名」、「商品画像」が表示します。
画像はタッチすると拡大表示します（画像未登録の場合は拡大表示できません）。

出庫数を入力します。
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「出庫登録」ボタン押下で入力内容を出庫処理として登録します。

1-1) 出庫登録
出庫登録完了メッセージが表示します。
【正常終了】 【異常終了】
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【５．棚卸】

１） 棚卸入力
データベースに登録されている商品データの棚卸処理を行います。

メイン画面より「入出庫」の「棚卸」ボタンを押下します。

「棚卸入力」画面から「商品コード」を入力（手入力・バーコード読み取り・一覧選択）します。
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「一覧表示」ボタン押下で「商品一覧」が表示します。
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「商品コード」を入力（手入力・バーコード読み取り・一覧選択）すると登録済みの「商品名」、「商品画像」が表示します。
画像はタッチすると拡大表示します（画像未登録の場合は拡大表示できません）。

棚卸数を入力します。
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「棚卸登録」ボタン押下で入力内容を棚卸処理として登録します。

1-1) 棚卸登録
棚卸登録完了メッセージが表示します。
【正常終了】 【異常終了】
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【６．商品ラベル発行】

１） 商品ラベル発行
データベースに登録されている商品データのラベルを発行します。
モバイルプリンタは株式会社新盛インダストリーズ社製「DaVinci」を使用します。
ラベルは43mm×50mm（縦×横）のギャップラベルを使用します。

ラベル発行前に次の設定を行ってください。
① Bluetoothを「ON」にします。
② 「DaVinci」とペアリング接続をします。

メイン画面より「入出庫」の「商品ラベル発行」ボタンを押下します。
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「商品ラベル発行」ボタン押下で「商品一覧」が表示します。
検索条件に「商品コード」または「商品名」を入力することで表示データを絞り込む（検索条件に部分一致）ことができます。

一覧からラベル印字する商品を選択で発行枚数入力メッセージが表示します。
例）商品コード：4903331267066 商品名：Windows7　を選択
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発行枚数を入力して「OK」押下でペアリングされている「DaVinci」からラベルが発行します。

【異常終了】
本体がBluetoothの接続を「OFF」にしている場合に出力します。
「はい」を選択するとBluetoothの接続を「ON」にして処理を継続します。

モバイルプリンタ「DaVinci」とペア設定が行われていない場合に出力します。
ペア設定を行ってから再度ラベル発行を行ってください。
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【７．入出庫履歴】

１） 入出庫履歴確認
メイン画面より「データ管理」の「入出庫履歴」ボタンを押下します。

履歴データの出力日付を範囲指定します。
カレンダーより出力開始日と出力終了日を選択します。

～

14/25

選択した日付に行われた入庫・出庫・棚卸の一覧を表示します。
入庫入力は「【３．入庫】」を参照してください。
出庫入力は「【４．出庫】」を参照してください。
棚卸入力は「【５．棚卸】」を参照してください。

「集計」-「する」選択時は次の条件を全て満たすデータが集計されます。
① 年月日が同一データ（集計後の表示日時は最終入庫・最終出庫・最終棚卸日時）
② 商品コードが同一データ
③ 「入庫」または「出庫」または「棚卸」が同一データ

履歴データを長押しで履歴データファイル出力メニューを表示します。
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「ファイル出力」選択で履歴データをファイルに出力します。
出力先フォルダ： SDカード配下の「SHINSEI」フォルダ（「/mnt/sdcard/SHINSEI」など）
出力先ファイル ： htlt_rireki.txt

ファイル出力完了メッセージが表示します。
【正常終了】 【異常終了】

※ 出力した「htlt_rireki.txt」は「【９．メール】」で送信することができます。
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【８．在庫一覧】

１） 在庫一覧表示
メイン画面より「データ管理」の「在庫一覧」ボタンを押下します。

在庫数「0」は非表示の在庫一覧が表示します。
検索条件に「商品コード」または「商品名」を入力することで表示データを絞り込む（検索条件に部分一致）ことができます。
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在庫数「0」を表示にチェックすると在庫数「0」も含めた在庫一覧が表示します。
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在庫一覧データを長押しで在庫一覧データファイル出力メニューを表示します。

「ファイル出力」選択で在庫一覧データをファイルに出力します。
出力先フォルダ： SDカード配下の「SHINSEI」フォルダ（「/mnt/sdcard/SHINSEI」など）
出力先ファイル ： htlt_zaiko.txt

ファイル出力完了メッセージが表示します。
【正常終了】 【異常終了】

※ 出力した「htlt_zaiko.txt」。
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【９．メール】

１） メール送信
メイン画面より「データ管理」の「メール」ボタンを押下します。

標準でGmailが起動します。
もしメールサービス選択画面が表示されましたらAndroid標準のGmailを選択してください。
※ キャリア標準のメールサービス（SPモード、Eメール、SoftBankメールなど）を選択した場合

正しく動作しないことがあります。

メール送信までの手順は通常のGmail送信手順になります。

1-1) 宛先指定
送信先を入力してください。

その他の入力についてはデフォルト値が設定されます。
必要に応じて変更してください。
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タイトル ： 「入出庫LT　履歴データ送信」または「入出庫LT　在庫データ送信」
本文 ： 「履歴データを送信します。」または「在庫データを送信します。」
添付ファイル ： 「htlt_rireki.txt」 または 「htlt_zaiko.txt」

※ 「入出庫履歴」からのファイル出力または「在庫一覧」からのファイル出力でファイルが添付されます。
※ 添付ファイルは「htlt_rireki.txt」または「htlt_zaiko.txt」の最新日時のファイルになります。
※ 「入出庫履歴」または「在庫一覧」のファイル作成で新たなファイルを作成するまでは同一ファイルを

何度でも送信することが可能です。
「【７．入出庫履歴】」-「1)入出庫履歴確認」を参照してください。
「【８．在庫一覧】」-「1)在庫一覧表示」を参照してください。

１-2) メール送信
送信ボタンでメールを送信します。
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【１０．編集】

１） 商品マスタ編集
データベースに登録されている商品データを編集（新規登録・修正・削除・商品データのファイル出力）を行います。

メイン画面より「商品マスタ」の「編集」ボタンを押下します。

データベースに登録済みのデータを一覧表示します。
検索条件に「商品コード」または「商品名」を入力することで表示データを絞り込む（検索条件に部分一致）ことができます。
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一覧からデータを選択すると登録済みのデータを修正します。「1-2)修正」を参照してください。
一覧の長押しで商品データ編集メニューが表示します。
例）商品データ一覧から「緑茶」を長押しした場合の商品編集メニュー
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1-1) 新規登録
「新規登録」画面から商品データの新規登録を行います。

入力項目（必須項目：商品コード、商品名、在庫数、単価）を入力します。
商品画像の登録は画像領域を長押しで商品画像登録メニューが表示します。
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1-1-1) 登録
商品データに画像情報（端末のカメラ機能で撮影するなど登録前に準備）を登録します。

「登録」を選択で登録画像の選択になります。
カメラ機能などで撮影した画像の場合は「ギャラリー」から登録したい画像情報を選択します。

画像領域に選択した画像を表示します。

1-1-2) 削除
商品データから画像情報を削除します。
画像領域から画像が消えます。
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入力した項目の内容を確認します。
画像はタッチすると拡大表示します（画像未登録の場合は拡大表示できません）。

1-1-3) 登録
新規登録完了メッセージが表示します。
【正常終了】 【異常終了】
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登録が完了すると登録内容が一覧に表示されます。

1-1-4) 削除
削除確認メッセージが表示します。

「はい」押下で商品データをデータベースから１件削除します。
【正常終了】
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1-2) 修正
データベースに登録済みのデータを修正します。
※ 「商品コード」を変更した場合、変更後の「商品コード」がデータベースに未登録であれば「新規登録」、登録済みであれば

変更後の「商品コード」のデータが「修正」になりますのでご注意ください。

1-2-1) 登録
修正完了メッセージが表示します。
【正常終了】 【異常終了】

1-2-2) 削除
削除確認メッセージが表示します。

「はい」押下で商品データをデータベースから１件削除します。
【正常終了】

1-3) 削除
削除確認メッセージが表示します。
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「はい」押下で商品データをデータベースから１件削除します。
【正常終了】

1-4) ファイル出力
登録済みの全商品データをファイルに出力します。

出力先フォルダ： SDカード配下の「SHINSEI」フォルダ（「/mnt/sdcard/SHINSEI」など）
出力先ファイル ： htlt_mst.txt

ファイル出力完了メッセージが表示します。
【正常終了】

※ 出力した「htlt_mst.txt」は「【１１．ファイル取込】」でデータベースに取り込むことができます。
データ構成 ： 「商品コード」,「商品名」,「在庫数」,「単価」,「画像パス」,「棚卸差数」,「備考」
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【１１．ファイル取込】

１） ファイル取込実行
外部ファイルから商品マスタデータをデータベースに一括登録します。

取込元フォルダ： SDカード配下の「SHINSEI」フォルダ（「/mnt/sdcard/SHINSEI」など）
取込元ファイル ： htlt_mst.txt

メイン画面より「商品マスタ」の「ファイル取込」ボタンを押下します。

商品マスタ更新のメニューが表示します。
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1-1) 全データ入替え
データベースにある商品マスタを外部ファイルのデータに全て置き換えます。

商品マスタ更新完了メッセージが表示します。
【正常終了】 【異常終了】

1-2) 追加
データベースにある商品マスタに外部ファイルのデータ（商品コードがデータベースに未登録のデータのみ）を追加します。

商品マスタ更新完了メッセージが表示します。
【正常終了】 【異常終了】

1-3) キャンセル
外部ファイルの取込みを行いません。
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【１２．履歴削除】

１） 履歴削除実行
入庫・出庫・棚卸の履歴データの削除を行います。

メイン画面より「メンテナンス」の「履歴削除」ボタンを押下します。

カレンダーから削除する日付を選択し「Set」を押下します。
デフォルトは3ヶ月前の今日（3ヶ月間のデータ保持）となります。
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確認メッセージが表示します。
「はい」押下で指定した日付以前の履歴データを全て削除します。

削除完了メッセージが表示します。
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【１３．ライセンス認証】

１） ライセンス認証実行
製品版のライセンス認証を行います。

メイン画面より「メンテナンス」の「ライセンス認証」ボタンを押下します。
※ ライセンス認証・ライセンス認証解除はインターネットに接続できる環境で実施します。

1-1) ライセンス認証
ライセンス未認証時にライセンス番号入力メッセージが表示します。
ライセンス番号を入力し「認証開始」ボタンを押下します。
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ライセンス認証完了メッセージが表示します。
【正常終了】 【異常終了】

「ライセンス番号が間違っている」、「既に認証済み」の場合
などにライセンス認証に失敗します。

1-2) ライセンス認証解除
ライセンス認証済み時にライセンス認証解除メッセージが表示します。
「認証解除」ボタンを押下します。

認証解除確認メッセージが表示します。
「解除」ボタンを押下します。

ライセンス認証解除完了メッセージが表示します。
【正常終了】
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