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お問い合わせは、下記へ

他システムとスムーズに連携

他システムとNeoSarf/Logisticsがスムーズに接続し、容易にデータ連携が

行えるよう、多種多様なプロトコル、フォーマット、文字コードに対応・変換

できる優れた変換エンジンを用意しています。

早期の立ち上げと運用負荷軽減を実現

クラウド利用により、自社でシステムを構築・所有する必要がなくなるため、

短期間、低コストで物流の“可視化”を実現することができ、また、システム運用

の負荷も軽減できます。

スモールスタートが可能

まず、特定の物流パートナー企業と連携して物流の“可視化”を開始すると

いったスモールスタートが可能です。負担を抑えつつ、段階的に“可視化”を

拡充していくことができます。

24時間365日および多言語に対応

ワールドワイドでのビジネス展開に応えるために、24時間365日のサービス

提供を行います。また、言語は日本語、英語、中国語に対応し、対応言語は

今後順次追加していきます。

導入支援から運用までトータルにサポート

グローバル物流の“可視化”に向けて、導入支援から運用まで、ITとネット

ワークに強いNECがトータルにサポートいたします。

1つのコアソリューションと2つの連携ソリューションから構成

NeoSarf/Logisticsは、物流可視化ソリューションをコアに、NECの定評

あるソフトウェア製品をベースにした倉庫管理ソリューションと配送計画支援

ソリューションの2つの連携ソリューションから構成されています。物流可視化

ソリューションに連携ソリューションを組み込んで一元化することにより、より

きめ細かで精度の高い物流の“可視化”を実現できます。

倉庫管理ソリューション
複数荷主・複数拠点の管理が可能

なWeb対応の倉庫管理ソリュー

ションです。物流コストの低減や

トレーサビリティの強化に向けた、

きめ細かい商品管理とリアルタイム

処理に応えます。

● 物流センター内の「見える化」で、効率的・実践的な現場マネジメントを実現
● 強力な分析機能により物流マネジメントを支援
● 賞味期限、製造ロットなどきめ細かな在庫管理に対応

配送計画支援ソリューション
受注データをもとに、地理的条件や

時刻指定、庭先条件などさまざま

な物流制約を加味しながら、強力

な計画立案エンジンにより配車

計画・配送計画の立案を支援する

ソリューションです。

● 精度の高い配車・配送計画を短時間で立案
● 配車プランナーの高度なノウハウをデータベース化し、
　 独自のエンジンにより配送計画を高速に自動計算
● 受注締め時間や緊急出荷にフレキシブルに対応

物流可視化ソリューション

配送計画支援ソリューション

他システムとの
接続・連携の
差異を吸収 変換エンジン

物流可視化基盤

輸送事業者 倉庫事業者 海貨事業者 船会社

NeoSarf/Logistics

NeoSarf/Logistics

◎倉庫管理ソリューションは「EXPLANNER/Lg（エクスプランナー・エルジー）」、配送計画支援ソリューションは「ULTRAFIX （ウルトラフィックス）」の主要機能をベースに、
　クラウドサービスで提供いたします。
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倉庫管理ソリューション



グローバルなモノの流れを
タイムリーに把握把握

国内、国外を含めた
グローバル物流の“可視化”を
クラウドサービスで実現します。

ビジネスのグローバル化にともない、「物流のグローバル化」が一段と進むなか、輸送の遅延やモノが届かないなどの事態は、

企業活動に大きな影響を与えます。

NeoSarf/Logisticsは、グローバル物流における輸送状況の“可視化”を実現し、在庫の適正化、経営の効率化に貢献します。

世界規模でのモノの流れの把握がますます重要になっています。

NeoSarf/Logisticsは、各物流パートナー企業が持つモノの流れの情報を連携することで、
グローバル物流における“可視化”を実現します。

グローバル物流では、輸送事業者、倉庫事業者、海貨事業者、船会社…など多くの異なる物流パートナー企業が関係することが、モノの流れ全体を把握でき

ない大きな要因になっていました。

そこで、各社のモノの流れの情報をつなぐことができれば、「何が、どこに、どれだけあるのか」がタイムリーに把握できるようになります。

また、モノの流れを正確に把握するには、荷主オーダーNo.、インボイス、パッキングリスト、シッピングインストラクション…など、変化するモノの管理番号を

一元的に管理できる仕組みも必要になります。

NeoSarf/Logisticsは、各社のモノの流れの情報をつなぎ、変化する管理番号を一元的に把握できる“物流可視化基盤”をクラウドサービスで提供し、

グローバル物流における“可視化”を実現します。

世界の各地域や市場でモノづくりやビジネスが展開される今、輸送中のモノの流れをタイム

リーに把握することが不可欠となっています。適切な在庫管理を行い、経営を効率化し、

企業競争力を高めていくには、グローバル物流における“可視化”が必須となります。

しかし、現状では、モノの流れ全体を迅速にかつきめ細かく把握するのは難しいという

課題があります。
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高度な輸送品質と顧客満足度の向上を実現

「何が、どこに、どれだけあるのか」、「予定通りに輸送されているか」などを

一目で把握できるので、タイムリーに輸送状況の情報提供を行うことができ

ます。高度な輸送品質の実現により顧客満足度を向上させることができ、

さらに、お問い合わせ対応の工数も低減できます。

モノの流れの“可視化”は、さまざまなメリット・効果をもたらします。

荷主オーダー別、商品別、区間別での輸送中在庫を把握

複数の物流パートナー企業にまたがった輸送中在庫の情報を、商品単位、

ロット単位で一元的に把握できるので、適正在庫の維持を的確にサポートで

きます。万一の在庫切れを危惧して緊急輸送を行ったり、在庫量を増やすと

いったムダを削減でき、在庫コストの低減、経営の効率化に貢献できます。

輸送遅延の発生もいち早く察知し、メールにてお知らせ

予定と実績情報にズレが発生した場合や、アラートイベントが登録された際

に、アラート表示を行います。また、メール自動送信機能により、納期変更な

どを迅速に把握できるため、納期遵守や輸送品質を向上できます。

輸出入書類の作成とファイル添付が可能

輸送データに関連ファイルを添付して共有することが可能になるため、紙で

の保存を削減でき、業務が効率的に行えます。また、インボイス、パッキング

リスト、シッピングインストラクションなどの輸出帳票の作成機能もあるため、

インターネットにつながれば、どこからでもPDFで発行できます。

グローバル物流におけるKPI分析が可能

輸送状況が把握できるようになるので、各物流パートナー企業の各種KPI

（重要業績達成指標）分析が可能になります。輸送経路や物流パートナー

企業の改善ポイントを明確化することにより、トータル物流コストの低減

が図れます。

KPI分析例：納期遵守率／完全輸送達成率／輸送事故率　など
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納期、品質、満足度など各指標を設定

物流可視化基盤から
データを収集

現状を
改善・最適化

取得データをもとに
分析・グラフ化

● 輸出入業務の効率化をサポート

● KPI分析により問題点の発見と改善を推進

発地

荷主オーダーNo.

KPI情報

遅延発生

アラート確認、対策

到着情報
確認

● 輸送状況が一目で把握でき、遅延もいち早く察知可能
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Transport normalcy completion
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