
新聞販売店管理システム

ce

～since 1969 

3



会  社  沿  革

昭和44年12月

昭和45年　1月

昭和46年　4月

昭和47年　4月

昭和49年　4月

昭和50年　3月

昭和52年　4月

昭和55年　4月

昭和56年　4月

昭和58年　4月

昭和59年　8月

昭和60年　4月

昭和61年11月

昭和63年　4月

平成　3年　1月

平成　6年　2月

11月

平成　7年　6月

平成　8年　1月

3月

平成　9年　3月

平成10年10月

平成12年11月

平成13年　6月

12月

平成14年　7月

平成15年12月

平成17年　5月

6月

8月

平成19年　4月

11月

平成20年　5月

平成22年　3月

平成24年　3月

平成25年　9月

平成27年　6月

平成28年　4月

東京都中央区銀座1丁目に資本金400万円で設立

日本で初めて新聞自動販売機を製造販売

新聞販売機「トレビ」発売

新聞販売機「ルベール」発売。

新聞販売機「ニュースポンデル」発売

近畿車輛製新聞自動販売機「ひかりベンダー」発売

カシオ計算機㈱と提携し新聞販売店用パッケージソフトを国内で初めて開発、発売

小型オフィスコンピュータ「シンブンエースV1」を発売。

廉価版「シンブンエースV2」を発売

改良型「シンブンエースV3」を発売

NECパソコンPC-9801、MS-DOS、C言語使用の漢字コンピュータ「新聞エース漢字壱型」発売

新聞自動販売機「ニュースくん」発売

業界初のフルビットマップカラー画面の「シンブンA16」発売

折込管理ソフト「オリコミくん」発売

業界初の32ビットソフト「シンブンA32」発売

バーコードシートリーダ対応版「シンブンA32V」発売

簡易廉価版「シンブンA32Jr.」発売

改良型「シンブンA32V2」発売

国内初、Windows95対応新聞ソフト「シンブンA for Windows95」発売

地図システム発売

「シンブンA-winH」発売

「シンブンA-winG」発売

CTIシステム（ナンバーディスプレイ）機能開発

「シンブンAプラス1」発売

「シンブンA-XP」「シンブンA-XPJr.」同時発売

廉価版「シンブンA-EZ-1」発売

中央区銀座1丁目から京橋3丁目に本社移転

個人情報保護法施行に伴いデータのセキュリティを強化

新聞店用給与ソフト「シンブンA給与」発売

新聞ビニール自動包装機「ラップくん」発売

「シンブンA＋（プラス）」発売

全銀クライアントシステム（ユニリンク）対応プログラム開発

「シンブンA Vista」発売

「シンブンA Raiz」発売

「シンブンA Raiz2」発売

新消費税（外税）にプログラムを対応

スカイプを利用したテレマ用電話発信録音機能開発

「シンブンA Raiz3」発売
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メインメニューにスケジュール機能が付きました。
明日から入る読者や、休み止め再入読者を自動表示します。
また自振処理などの作業日やこれからの予定表なども管理できます。

使用者ごとのパスワードも含
めデータベースの不可視化。
バックアップデータの暗号化
等、最新のセキュリティシス
テムです。

セキュリティ

業務報告書やカード集計表
など数字をクリックすると読
者一覧を表示できます。複雑
な集計表の内容も瞬時に把
握できます。

数字帳票からの
読者一覧の表示

連絡事項データベース。10項
目の読者分類項目。地図付き
の連絡票。普通紙やはがき
に対応した‶お知らせ印刷”。
ラベル印刷等、充実した機能
が満載です。

CSに対応した
豊富な機能

店舗内のネットワーク(ＬＡ
Ｎ)から別店舗間のネットー
ワーク(ＷＡＮ)まで幅広く対
応しています。もちろんどの
ＰＣからでも検索、入力、印
刷が可能です。

ネットワーク

朝刊配達区の他、集金区や
夕刊区、拡張区域と4種類の
区域管理が可能です。集金人
別の発証や、夕刊順路帳作
成など目的に合った管理が
可能です。よく使う区域のグ
ループ化もでき便利です。

集金区、夕刊区

新聞ソフト、PC、プリンタ、保
守料、コンバート料も含めて
低価格で導入できるような価
格設定にさせていただいて
おります。他社からの入れ替
えもスムーズに行えます。

導入しやすい
価　格

ゼンリン社のデジタル地図か
ら色分けした地図はもちろ
ん、配達順番の印刷や、地図
からの順路変更など、様々な
機能を搭載！

進化した
地図システム

ナンバーディスプレイ対応に
より着信した読者を表示する
のはもちろん1,000件までの
着信履歴も保存されます。さら
にスカイプを利用した電話発
信機能も搭載でテレホンマー
ケティングに活用できます。

高機能になった
CTI（電話）システム

全帳票から読者の入力がで
きますので、その都度入力画
面に戻さずに作業できます。
もちろん入金処理や休読の
入力もOKです。

全帳票からの
読者入力

読者の固定化や営業経費削
減に最適なポイントシステム
です。お店独自の設定が可能
ですので、顧客獲得の新しい
ツールとなります。

ポイントシステム

ユーザが自由にレイアウトで
きるフリーレイアウト機能。
作った帳票に名前を付けて
保存できる機能や、Excelに
出力して別の資料を作成す
るなど、高機能で使いやすい
帳票が用意されています。

充実の帳票類

証券のデザインは数種類の
中から選べます。立体印刷な
ので切り離しも簡単です。順
路帳も両面印刷対応ですの
で用紙代の節約になります。

豊富で使い易い
証券と順路帳

メインメニュー3
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集金区・夕刊区

【区域移動】

【朝刊区選択画面】
【朝刊区監査画面】

【夕刊区選択画面】
【集金区選択画面】

【朝刊区選択画面】

【夕刊区監査画面】

【区域グループＡ選択】 【区域グループＢ選択】

【区域再編成画面】

タブをクリック
するだけで誰で
も簡単にサブ
区域を変更で
きます。

監査画面の区域名を
ダブルクリックするだ
けで簡単に他区域に
移動できます。

区域マスタをグループ
分け（Ａ～Ｚ）できます。

便 利 な区 域 管 理 機 能！！



CTI（電話）システム

【監査画面から電話発信】

【テレマ設定画面】

□スカイプを利用した電話発信機能を搭載。安価な通信費でテレホンセールスが行えます。
□連絡事項に電話の記録（音声、メモ）が残せますので、再度電話をかけるときに便利です。

【連絡事項から録音・再生】

電話番号未入力の読者は着信履歴（1000件）から
電話番号のコピーができます。

スカイプを利 用した 電 話 発 信 機 能

ナンバーディスプレイ着信表示

電話の着信があると自動的に読者を検索します。



自振作成後や証券発行後など考慮し、最適な休読値引き計算を行います。

【月またぎの休読計算】

【入金締め処理後の休読】

【電卓機能】

6/2～6/5（4日休み）
6/9～6/15（7日休み）
6/18～6/20（3日休み）
合計14日休読の場合
14日×100円=1400円
の値引計算になります

6/25～7/5までの
月またぎの休読で
発証（入金締め処理）
前の場合
9月分（6日=600円）
10月分（5日=500円）
と2か月別々に発証
されます。

入金締め処理（発証）後は
翌月の証券で
値引き計算されます。
6/21～6/26分（6日）

電卓を呼び出して手入力で値引き
を入力することもできます。

休読計算

複雑な休読計算を自動化 ! !

【同月内複数回の休読計算】



販売店オリジナルの帳票が作成できます。

マウスをドラッグするだけで帳票のレイアウトが変更できます。

集計表の詳細を読者一覧で見られます。

スーパー帳票

集計表からの明細表示（読者一覧）

帳 票イメージそのままで E x c e l に 出 力 ! !  

帳 票フリーレイアウト機 能

全ての帳票イメー
ジを表示できます。
紙に印刷する前に
内容の確認ができ
ます。

日々増減を手書き
の増減簿と同じ書
式で印刷できます。
事務処理の確認に
最適です。

エクセルにエクスポート

【印刷項目設定】 【読者一覧】

印刷したい項目
の選択や、不要項
目の削除、印刷不
可等の設定が自
由に行えます。
各 印 刷 項 目 の
(可、不可)も自由
に選択できます。

【シンブンＡ画面表示】

【印刷項目の移動】

【印刷プレビュー】 【増減簿】

【電話列移動後】 【列幅、行高さの変更】



休読期間の入力が可能です。自動値
引き計算や休読連絡票の印刷もでき
ます。

【休読入力】17

画面情報を地図付きで印刷できます。
印刷したい項目も自由に選択できま
す。

【情報印刷】16

セット版と朝刊の契約を同一銘柄とみなし管理できます。
セット版から朝刊に銘柄変更またその逆の場合でも新勧
にならず、縛り契約となります。

【セット（朝夕刊）と朝刊の管理】8

新／旧の発証データを表示できます。この画面での入金処理や、証券発行も可
能です。

【証券データ】12
証券を追加、修正、削除ができます。登録履歴と入力したユーザ名が表示され
ますので便利です。

【証券編集】14

未来の証券（先証）を読者の監査画面で作成でき
ます。年払い読者などの処理が簡単に行えます。

【先証作成】13

3ce 機 能 充 実 の 監 査 入 力 画 面

読者画面を切り替えることなく併読契約が確認できます。

【併読銘柄タブ】10

取得したポイント（加算）や使用したポイント（減算）の履歴明細が表示さ
れます。手動での加減算も可能です。

【ポイント】11

カード料と拡材金額の月
平均単価が表示されます。

【営業経費計算】5 6

当月発証予定額が
銘柄別と合計で確
認できます。残証枚
数と金額も表示さ
れます。

【発証明細】

地図付きの連絡票を印刷できます。

【連絡票】15

読者からの細かな要望、苦情を随時入力管理ができます。
（要望、訪問、不着などカテゴリ別に管理できます。）

【連絡事項】2

配達区、集金区、夕刊区、拡張区の切替をクリックするだけで行えます。

【区域切替】1
集金時に配る配布物
を6種類まで入力でき
ます。証券の店控側に
印刷されます。

【配布物】4

自振り【開始/終了】年月
自振り証券発行【有／無】
の管理ができます。

【自振り】3

2

1

8

5

4

3

9

13 14

使用した拡材の入力
ができます。拡張者
別、カード種別に使
用個数、金額計算が
可能です。

【拡材入力】9

1615 17 12

7 【電卓、臨時、再計算ボタン】

入金締め処理後は　　が　　表示に変わり
ます。

電卓を起動できます。

臨時の出版物などの扱いが出来ます。

クリックすると発証額の再計算を行います。

10
11

6

7



L A N／店舗内ネットワーク WAN／店舗間ネットワーク

セキュリティ／ネットワーク

Network

複数のPC（2台以上何台で
も）から検索・入力・印刷が
行えます。増減の多い販売
店や、扱い部数の多い販売
店におすすめです。

VPNルータを利用し、遠隔操作で検索・
入力・印刷が可能です。複数店舗管理し
ている販売店に便利です。

Securi ty

【ユーザー権限設定画面】

【バックアップデータの暗号化】

Raiz3のバックアップデータはすべて暗号
化し保存されるため万が一データが流出し
ても情報が漏えいすることはありません。
安心して個人情報を管理できます。

【ユーザー権限設定画面】

ユーザー別に入力権限を設定してそ
れぞれにパスワードを決められます。

【ログイン画面】



ポイントシステム

まったく新しいポイントシステム完成 ! !

効率の良い営業経費で読者の固定化をバックアップ!!
シンブンA Raiz3の新ポイントシステムで、効率の良い営業プランを導入してみましょう!!

【ポイント設定画面】

ポイントシステム

【ポイントランクマスタ】

ポイント倍率、ポイント加算の重複指定が可能です。
初期値はポイント倍率1.0倍なので加算はありませ
ん。ボＰ（ポーナスポイント）月使用は、☑をはずすと
このランクはボーナス除外になります。
自振Ｐ(ポイント)や金融機関Ｐ（ポイント）との併用
も可能です。

新旧ポイントシステムの切り替えができます。

加算タイミング 入金締め処理発証時で、ポイント換算、ポイントクリア、履歴作成を行います。

ポイントを ［繰り越す］毎月ポイントを加算し残高を表示、証券に今回ポイントを印刷します。
［繰り越さない］ポイント履歴の残高は非表示、今月分のポイントのみ証券に今回ポイントとして印刷します。

基礎ポイント計算法 発証額のパーセント計算、銘柄別ポイント計算の加算方法と切り替えができます。

ボーナスポイント計算法 倍率かポイント数加算かを選択します。倍率、加算数は銘柄ごとに決められます。

ボーナスポイント月 ボーナスポイントも利用できます。倍率、ポイント加算の設定が可能です。
年1～年4回、任意の月が指定できます。

ボーナスP一括登録 銘柄マスタのボーナス項目にボーナスポイント計算値を一括登録します。

ポイント加算最大値 加算上限が決められます。5000ポイントとした場合は、5000ポイント超えた分が減算されます。

ポイント有効期限 ポイントの有効期限が決められます。期限切れの読者は自動的にポイント減算されます。

中止後ポイント解除期限 併読を含む全ての銘柄が中止になった場合、指定期間が過ぎるとポイントが全て減算されます。

ポイント解除除外止理由 中止処理をしたときにポイントが解除にならない中止理由を設定します。

新規入力Pランク初期値 新規読者を登録したときの、ポイントランク初期値です。

証券発行のポイントタイトル 領収書に印刷されるポイントのタイトルが変更できます。上画面の場合、”今回P”“合計P”と印字されます。
“獲得P”や“残高P”などのタイトルに変更できます。

【ポイント履歴画面】 【交換商品登録画面】

【証券印刷イメージ】

読者に過剰な
景品を

渡していませ
んか？



地図システム

地図 順番表示

地図をクリックして順路変更

配達の順番や集金の順番を番号で
表示することができます。

順路取りや、集金人さんの集金
順路の参考に使えます。

配達担当の方一人で順路変更ができ、
順路の組替えが楽になりました。

集合住宅は建物をクリックするだけで
全ての読者に順路番号が振られます。

地
図
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
だ
け
で

順
路
変
更
が
行
え
ま
す
。



豊富で使い やすい 地図帳票

【情報印刷】 【入り連絡票】

【連絡票】

【世帯数】

Raiz3は用途に合わせて地図付きの伝票を発行できます。

地図に配達エリアの
線を引き区域ごとの
世帯数や普及率（現
読、予約、中止）を出
すことができます。



【請求詳細設定】

【領収書】

【 付替え先請求書】

【見積書】

読者の監査画面から請求書などの詳細設定が行
えます。
請求書（領収書）に別名、別住所で印刷できます。
（毎月、年1．2．4回）の発行月設定も可能です。

印鑑をスキャナで読込
利用できます。

【納品書】

請求書・納品書・見積書・領収書



【入止分析表】

【読者追跡表】

【追跡率】

【休読一覧】

【順路帳】

【増減対比表】

【カード経費一覧】

【カード集計グラフ】

【購読申込書】

【カード集計表】

【証券】

【予測表】

【回収率】

【拡材一覧】



折 込 管 理 シ ス テ ム

お申し込みは

P C 、プ リン タ 、そ の 他 周 辺 機 器
コンピューター コンピューター カラーレーザー カラーレーザー

（2016-06）

カラーレーザー カラーLEDプリンター バーコードリーダー バーコードリーダー

証券カッター VPNルーター ナンバーディスプレイアダプター カラー複合機

【メインメニュー】 【折込伝票入力画面】 【一覧表出力条件設定】 【日計表出力】

【月計表出力】 【会社別出力】 【会社別グラフ】 【折込金額推移グラフ】


