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システム構成

PIFVIEWER

低予算で電子帳票システムを構築、
業務の効率化を推進します

http://www.nec-nis.co.jp/pif-viewer/

PIFVIEWERサーバ
（Windowsサーバ）

NISMAIL

帳票データ受信&各種変換処理起動

PIFVIEWERサーバ機能

＋高速検索オプション

PIFVIEWER webサーバ
（Windowsサーバ）

Microsoft 

Internet Information Server

（IIS）

PIFVIEWER webサーバ機能

＋高速検索オプション

PIFVIEWER webクライアント PIFVIEWER クライアント

＋CDイメージ作成オプション

＋高速検索オプション

オープン系 業務システム① NEC EXPLANNER/Ai

PIFVIEWER形式の帳票データを用いて連
携実績があるシステムの例

NEC ホテル業基幹PKG  NEHOPS
プロシップ固定資産PKG  ProPlus

作表処理 帳票
データ

帳票データ：SJISテキスト
PIFVIEWER形式

オープン系 業務システム②

ウイングアーク テクノロジーズ株式会社 製SVFと
連携することができます。SVF側にPIFVIEWER
用オプションが別途必要になります。

作表処理
SVF

帳票
データ

PIFVIEWER
SVF連携オプション

帳票印刷

オープン系 業務システム③

プリンタドライバ方式による連携は、事前評
価が必要になります。

PIFVIEWER
オープンシステム連携IF

（Windowsプリンタドライバ）

EXPLANNER
クライアント帳票印刷機能

PIFVIEWER
EXPLANNER連携IF

エス・エス・ジェイ株式会社
SuperStream/CORE

NEC 汎用機・オフコン
（ACOS4/2、A-VX）

SuperStream
クライアント帳票印刷機能

PIFVIEWER
SuperStream連携IF

作表処理

ACOS4/2,A-VX
スプール変換処理

帳票
スプール

IBM製 オフコン
（OS400）

作表処理

AS400
スプール抽出処理

帳票
スプール

＋高速検索オプション

NEC ERPパッケージ EXPLANNER/Aiをはじめ、様々なプラットフォーム・業務との連携実績があります。

電子帳票システム
ピフビューワー

PIFVIEWER
ピフビューワー



・本社で全社分のPDFを作成・ダウンロードするとネットワークに負荷がかかる
・業務用PCを各拠点・部門に複数用意するのはライセンス費用が結構かかる

・納品書の控は複写伝票だから費用が高い
・各種帳票を全て各拠点に仕分して配送しているが、非常に手間がかかる

・あまり使ってない帳票も送付されてくるが保管場所に困る
・汎用機の帳票は到着まで時間がかかる
・PDF帳票はたまに保管を忘れることがある

・保管するべき帳票が大量にたまってきて、保管庫を借りている
・監査や税務で使う帳票を探して出すのが大変
・業務用PCの数が足りない

●工場・倉庫

●情報システム部

● web機能の利用により、ライセンス費用を抑え、利用部門への展開を効率化
● 大量頁の帳票利用時、PDFに比べてネットワークへの負荷低減
● 各種ログ（利用者ログイン情報・操作履歴、仕分・配布履歴 等）提供により管理強化
● NIP等 高価なプリンタの削減、紙・トナー等消耗品の削減
● 紙帳票の仕分・配布作業の効率化

紙資源を節約することにより環境にやさしい企業活動を支援します。
・・・そして、省電力サーバのご利用もお忘れなく。

PIFVIEWER
サーバ
＋

PIFVIEWER Web
サーバ

※お客様での電子帳簿保存法の申請が必要になります。

PIFVIEWER導入による部門別効果

もっと広がる、PIFVIEWERの導入効果

帳票利用部門では・・・

情報システム部門では・・・

● 帳票入手までのリードタイム短縮
● 帳票内容の検索や二次利用
　（CSV出力・Excel連携）による業務効率化
● 管理（ファイリング、保管作業等）の自動化

本社管理部門では・・・
● 紙帳票の電子化により、帳票保管スペースの削減
● アクセス権の設定により、
　帳票データのセキュリティを強化
● 保存期間設定により、帳票の破棄も自動化

長く使うことができるシステムです。

・PIFVIEWERは、SQLServerやORACLE等のRDBを使っていないので、これらRDBシステムの影響（バージョンアップ、パッチ等）を受けません。

パッケージ価格が安価なので、費用回収も短期間でムリなく。

・費用対効果の高い帳票に優先度をおき、利用者の要望にあわせて段階的に適用範囲を拡大していくことができます。

データ集配信ミドルウェアNISMAILを使って安全・確実な運用を可能にします。

・帳票データの転送に、NISMAILまたはftpクライアントを利用することで、オープン系システムや汎用機・オフコン等の様々なプラットフォームと

 容易に連携できます。

このマークはNECの定める環境配慮基準を満たした商品に表示させるものです。
この基準の詳細はNECのホームページをご覧ください。
http://www.nec.co.jp/kan/

71％削減
100

50

PIFVIEWER
ピフビューワー

●工場・倉庫 汎用機 生産管理システム
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月次処理

●情報システム部 Open系 会計システム

汎用機 生産管理システム

Open系 会計システム
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（PDF）

●支社・支店

●本社

※お客様での電子帳簿保存法の申請が必要になります

・PIFVIEWERなら、数万頁の帳票でもネットワークに負荷をかけにくい
・PIFVIEWER webクライアントは同時接続ライセンスなので、
 安価に全社展開可能
・使われていない帳票の洗い出しにより、帳票数の削減ができた

・帳票保管庫の削減ができた。ファイリングの手間もなくなった
・監査や税務の業務もアクセス権を設定したPCで効率的に処理※

・全社PDF帳票の保管業務から開放された
・適切なアクセス権設定により、セキュリティ向上

PIFVIEWER

・必要な帳票のみ画面で検索
・汎用機の帳票も締翌日には利用可能
・PDFの保管業務から開放された

・納品書は控のパーツを削減
・紙帳票の仕分・配送の手間がなくなった
・高価な汎用機のNIPの台数を削減できた
 当然消耗品や紙代も大幅削減

PIFVIEWERで帳票を電子化することで・・・で帳票を

※本評価結果は、当社で評価した内容であり、
（社）産業環境管理協会：ICTの環境効率評価ガイドライン2005に準拠しております。

PIFVIEWERは、NECが定めた業界トップレベルの
環境配慮基準を満足する環境配慮型製品として
「エコシンボル」の認証・登録された製品です。

物保管

紙使用

機器の使用

導入前 導入後

C
O

2排
出
量（
％
）

元帳類
（PDF）

元帳類
（PDF）

業務システムから出力される帳票を電子化し、経費削減と
効率化を推進します。紙資源の削減で、環境にも貢献。
PIFVIEWERは企業と地球の“TCO削減”を支援します。
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