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ICタグ・バーコード・カラーコードで
現物と台帳を強力に紐付け

コンビベースとは

こんな用途につかえます

社内のあらゆる物品を管理するオンライン台帳です。
業務に必要な機能を自在に組み合わせてご利用いただけます。
手軽に低コストで現物もしっかり管理。
紙や Excel の台帳管理、目視の棚卸しはもう限界！という声にお応えします。

統合

部門や種類ごとに散らばる台帳をひとつにまとめ、
社内で情報を共有できます。
今お使いのExcel台帳からインポートも可能です。

見える化

バーコード付きラベルで、現物と台帳をしっかりと
紐付けます。
社内のあらゆる物品の設置場所や管理者、状態が
一目でわかります。

有効活用

遊休品リストを簡単に作成できます。
未使用品の放置や二重購入、誤廃棄を防ぎます。

コストカット

• シンプルでわかりやすい画面
• スマートデバイスでの快適な操作を
実現
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IT資産物品管理

文書原本管理

固定資産、リース資産、備品など、社
内のあらゆる資産物品の現物管理を可
能にします。クラウドだから全社で閲
覧でき、遊休品の活用にも役立ちます。

パソコン、サーバー、スマートフォンな
ど、あらゆるIT機器の現物管理を可能に
します。IT資産にありがちな保証書やマ
ニュアル、付属品の紛失も防ぎます。

重要文書や書類、契約書、文書保存箱
など、あらゆる文書の原本管理を可能
にします。貸出し返却や入出庫、棚卸
し、廃棄確認にも対応可能。文書の紛
失や誤廃棄を未然に防止します。

スマートな棚卸し機能で、だれでも簡単・正確に
棚卸しを実施できます。
管理業務にかかる手間と時間を大幅に削減します。

Convi.BASE が選ばれる理由

1. 操作性

資産物品管理

工具管理

在庫/消耗品管理

鉄道・航空整備、建設現場、製造工場
などの、現場で使用する工具や計測器
の現物管理を可能にします。ICタグ・
バーコードを活用した入出庫、貸出し
返却機能で、現場での置き忘れや紛失
を防止します。

オフィス用品や防災備蓄品、工場や研
究所の資材・貯蔵品などの在庫を、簡
単かつ効率的に管理します。いざとい
う時にないと困るが、余剰も困るモノ
を、適正なタイミングで補充でき無駄
なコストも削減します。

その他にも

2. 柔軟性

3. 拡張性

• 管理テーブル（台帳）の項目は完全
自由に設定可能

• アプリケーションを追加することで
複数管理を実現

• 写 真 やEx c e l ／PDF等のファイル登
録が可能

• あらゆる業務・用途の管理に拡張可能

医療機器

計測器

店舗・厨房機器

治具・金型

資材

データセンター機器

バックアップメディア

設備点検

制 服

備蓄品
など…

ありとあらゆる「モノ」の管理に広げることができます！

「モノ」の管理はコンビベースにお任せください。
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モノの管理の課題

CASE

1

CASE

2

CASE

3

CASE

4

3

バラバラな管理台帳…
精度も高くない
Excel 台帳が複数存在しているため、
全社的な「モノ」の情報が把握出来ない。

「誰が」「いつ」「どのように」
データを編集したかわからない
メンテナンス履歴をきちんと管理し、データの改ざんを
なくしたい。監査で正しい棚卸し結果を証明したい。

資産に関連するドキュメントや
ファイルも一緒に管理がしたい
管理対象に関連するドキュメントは台帳とは別管理のため、
必要なときに探し出すのが困難。

管理システムの管理項目や権限は
固定化…。変更したい
利用しているシステムは管理項目や権限設定がパターン化さ
れていて、現在の運用には合わない。

CASE

？

5

CASE

6

CASE

7

CASE

8

台帳の情報と現状が違う…
モノの状態が正確に把握できない
メンテナンス漏れが多く、台帳上に存在するはずのモノが
ないことが多々ある。
台帳情報が実態と合っていない。

棚卸しは目視確認…
面倒な作業をなんとかしたい
目視確認での棚卸しに時間も人手もかかりすぎている。
現場の負担となっているため、不満の声が噴出している。

社内の遊休品が把握できていない…
無駄な投資を削減したい
管理台帳のデータが正しくないため、どれが遊休品なのか
わからない。無駄な投資を減らすことが出来ず困っている。

監査にも対応できるような棚卸し
結果を残したい
監査対応の補助資料として利用できるような棚卸し結果を
提示したい。正しい結果を証明する方法がなく困っている。
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コンビベースなら全て解決できます

SOLUTION

1

SOLUTION

2

SOLUTION

3

SOLUTION

4

5

複数ある台帳は一元管理
柔軟な台帳機能
部門や業務ごとに散在する台帳をひとつにまとめ、
離れた拠点でも簡単に情報を共有できます。
インポート機能で既存のExcel台帳からすぐに移行が可能です。

メンテナンスの履歴を記録して、
データの改ざんを防止
新規登録・編集・削除などのメンテナンスや棚卸しの履歴を
記録。データの改ざんや、棚卸しの不正報告を防止します。

関連ファイル添付機能で
業務効率をアップ
オフィス什器、IT機器、各種設備、計測機器などあらゆる
「モノ」の写真や、購入稟議書、保証書など添付可能！
探す手間を削減します。

自社の運用に合わせた
柔軟な設定が可能
管理項目は自由に設定可能。管理項目数の制限もありません。
アクセス権限なども自由に付与が出来ます。

SOLUTION
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ICタグ・バーコード・カメレオンコード
で台帳と現物を強力に紐付け
スマートデバイスで即メンテナンス
バーコード付きラベルで、現物と台帳をしっかりと紐付けます。
スマートデバイスから閲覧可能！メンテナンスも思いのまま。
社内のあらゆる物品の設置場所や管理者、状態が一目でわかります。

SOLUTION
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SOLUTION

7

SOLUTION

8

iPhone やハンディターミナルを
利用して棚卸し工数を大幅に削減
スマートな棚卸し機能で、だれでも簡単・正確に棚卸しを
実施できます。棚卸し結果も自動集計されるため、
棚卸し業務にかかる手間と時間を大幅に削減します。

社内の遊休品を把握
新規購入コストを削減
遊休品リストを簡単に作成できます。
未使用品の放置や二重購入、誤廃棄を防ぎます。

棚卸しの結果や履歴を出力、
監査対応の補助資料としても利用可能
「誰が」「いつ」「どこの」棚卸しを行ったかの詳細情報も
記録が可能。精度の高い棚卸し結果をリストとして出力し、
監査対応の補助資料として活用できます。
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コンビベースの機能 （オプション含む）
入出庫管理
台帳機能

• 管理ラベルを読み取って入出庫記録が可能です。

統合

• 物品の所在地の情報が台帳に反映されるので、正確にロケーショ
ン情報を把握できます。

• 管理項目は自由に設定可能。管理項目数の制限もありません。
• 管理対象を問わずご利用いただけるクラウド台帳です。

ビュー ( 子台帳 ) 作成

• 在庫数量の入出庫も可能。
• Web 画面、ハンディターミナル、iOS アプリを使って簡単に入
出庫数量を登録できます。

入出庫
管理

データ
IN/OUT

有効活用

• よく使う検索条件はビュー ( 子台帳 ) として切り出すことが可能です。

メール送信

•「遊休物品台帳」や「管理部門別台帳」など、任意の条件で作成で
きます。
• 切り出した個々のビューに、参照・編集・追加・削除の権限をつけ
ることもできます。

ラベル発行

テーブル（台帳）

メール送信

モノの管理の
中心には Convi.BASE

ビュー
（子台帳）
作成

ビュー（子台帳）

見える化

• 事前に設定した期限を迎えたらアラートメールを送信することが可能
です。
• メールは複数の宛先に設定でき、文面はお客様が自由に設定できます。
•「保守期限」や「物品返却日」の管理もしっかり行えます。

9:41 AM

データ IN/OUT

見える化

100%

貸出し・
返却管理

貸出し / 返却

見える化

• 管理ラベルを読み取って貸出し・返却が可能です。
• 誰がいつ持ち出し、いつ返却されるのかが分かります。

統合

• 物品情報やユーザー情報のインポート / エクスポートが可能です。
• 社内にある様々な台帳をまとめて管理することができます。
• インポートパターンを複数作成できるので他システムとの連携も簡単です。

ラベル発行

履歴管理

棚卸し

見える化

• 台帳画面から簡単に管理ラベルを発行できます。
（ICタグ・バーコード・QRコード・カメレオンコード・フルスキャンコードに対応）
• 市販のラベルプリンタを使って発行可能、レイアウトも自由に設定できます。

関連
ファイル
管理

API提供

履歴管理

見える化

• 物品の新規取得や移動、廃棄などの履歴を管理できます。

業務用パソコン 本体

• いつ、誰が物品情報のメンテナンスをしたのかが一目で分かります。

棚卸し

コストカット

• 棚卸しは「探す」から「読み取る」へ。
管理ラベルの読み取りで、棚卸し工数を約1/3〜
1/10に圧縮することができます。
• 在庫数量の棚卸しも可能。
• 管理ラベルを読み取り、台帳機能上の在庫数と
比較した棚卸しを簡単に行うことができます。
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関連ファイル管理

統合

• PDF・Word・Excel・写真データの添付が
可能です。
• 関連ファイルの一元管理を実現します。

API 提供

統合

• API を提供します。
• テーブル操作（基本機能：追加・閲覧・更新・削除）、棚卸し結果登録（棚
卸しオプション）、貸出し・返却登録（貸出し管理オプション）が
操作可能です。
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充実の初期導入サポート

オプションサービス

初期導入サポートで、お客様に合わせた台帳やご利用環境を構築します。

実績多数！
専任のコンサルタントが資産・物品管理をトータルサポート！

導入後すぐにご活用いただけるよう、手厚くサポートします。

例えば

その他にも様々なサポートメニューがございます。

• 管理項目定義

• 初期データのインポート調整

• ラベルレイアウト デザイン

• ビュー定義および調整

• 操作説明会の実施

• 周辺機器制御用クライアントアプリ
インストール・設定

など

資産・物品管理の仕組み作りから、現場作業、システムの運用まで
ネットレックスに全てお任せください！
15年以上にわたりお客様の資産・物品管理をサポートした経験を
活かし、継続した運用方法の提示、定期棚卸し作業など、円滑に
資産・物品管理が行えるようお手伝いいたします。

現状分析

導入後も安心のサポート体制

全国対応可能！
専任スタッフが対応

簡易診断
31 の質問に答えるだけで、資産物品管理を 6 つの視点から分析。
各項目、カテゴリごとに管理状況を得点化。他社と比較した順位などをまと
めた診断結果をお送りします。

お問い合わせはメール、電話または専用のサポートサイトより受付けております。

• 他社と比較してどのくらい資産物品管理ができているのか

疑問点やご不明点はお気軽にお問い合わせください。

• 何を改善したらいいのか
客観的な指標となりますので、今後の管理業務にお役立てください。

電

話

メール

サポート専任スタッフがお客様の運用を強力にバックアップ。
安心してご利用ください。

導入準備

Webフォーム

コンサルティングサービス
物品管理規程、業務フロー策定、運用マニュアル作成など必要な部分をご支
援します。

物品管理業務に精通したコンサルタントが貴社のご担当者と打ち合わせを重
ね、貴社の物品管理業務の基本方針から具体的な業務フロー・業務マニュア
ルまでをまとめます。

利用環境

周辺機器ツール
iOS アプリ

（ CB 棚卸し、CB Pocket、
CB 貸出し、CB 工具管理 ）
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• Google Chrome (最新版) , Microsoft Internet Explorer 11 ,
Microsoft Edge (最新版) , Mobile Safari

• Microsoft Windows 8.1, 10 ( .NET Framework 4.7.2 以上 )

• iOS（最新を含む2バージョンに対応）

システム運用

Web ブラウザ

アウトソーシングサービス
現場作業の代行を行います。
資産調査（台帳作成）：調査フローの策定から現場作業、資産台帳の作成まで
幅広くご支援いたします。

ラベル貼り付け作業：初期導入時に管理ラベルや ICタグの発行、貼り付け作業
をお客様に代わって実施します。

定期棚卸し：現定期的な棚卸し作業をお客様に代わり行います。
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