標準機能

必須機能

管理機能

基本機能

選択機能

画面イメージ （発注依頼画面）

購入承認

操作履歴

見積承認

帳票・伝票出力

実績 CSV 出力

見積依頼
発注依頼

その他機能

発注承認

掲示板

検収入力

L-DAP 認証

検収承認

エピカス

L-DAP 連携
SSO

サプライヤ側機能
見積回答

コードマスタ

メール通知

各種選択ポップアップ

税率マスタ

納期回答

その他 intra-mart
テーブルメンテナンス

オプション機能

パンチアウト

購入依頼一括登録

お客様のご希望の機能を取捨選択し、独自の購買フローを構築いただけます。

さらなる購買システムの進化をお求めの場合は、
カスタマイズによる機能拡張も行えます。

ライセンス情報

保守・サポート

■ ユーザー数に左右されないCPUライセンスです。

■ 担当者やサプライヤが増加しても追加費用は発生しません。
アプリケーションサーバ単位の課金となります。

■ intra-mart を既に導入しているお客様は、EPCUS のみでもご購入いただけます。

動作環境
サーバ OS

・Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2
・Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2
その他 Windows サーバ、Linux 環境をご利用の場合も
ご相談ください。

Web サーバ

・IIS 7.0
・IIS 7.5
・Apache 2.2.x (DSO サポート版 )

アプリケーションサーバ

・intra-mart Accel Platform

データベース

Web調達・購買管理システム

進捗管理

購入依頼

■ 保守サポートは、電話、
メールで行います。
その他、運用支援等のサポートはご相談の上、
お見積をさせていただきます。

Webブラウザ

・Internet Explorer 11 ※1 ※2
・Google Chrome

※1 互換表示をON にしての利用となります
※2 デスクトップ UI のみ (タッチ操作は非対応 )です

■ 動作環境のスペックは推奨です。

EPCUS は、intra-mart の動作環境に準拠します。

その他 データベースをご利用の場合もご相談ください。

intra-mart は株式会社 NTTデータ イントラマートの登録商標です。Windows、、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Oracle は Oracle Corporation およびその関連会社の登録商標です。
その他各会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。価格・仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

ホームページ

Ⓒ 2018 Japan Novel Corporation

https://www.jnovel.co.jp/

Purchase
Purchase Request
Request

シンプルで使いやすい

見積依頼

購買に特化したシステム

Request
Request for
for Proposal
Proposal

検収入力

発注依頼

Acceptance
Acceptance Inspection
Inspection

Order
Order Request
Request

納期回答

Available
Available to
to Promise
Promise

購買業務の効率化を支援

・Oracle Database 10g Release 2
・Oracle Database 11g Release 2

日本ノーベル株式会社

購入依頼

本社

〒114-0002 東京都北区王子 2-30-2

関西支社

〒604-8155 京都市中京区占出山町 312 KAY'Z ビル 5F

eメール

sales @jnovel.co.jp

TEL 03-3927-8801
TEL 075-746-5333

このパンフレットの記載内容は、2018 年 9 月現在のものです。 EPCUS パンフレット＜第 6 版＞

システムのスムーズな
導入と運用を実現

EPCUS（エピカス）は資材調達や部品・備品の発

注など、購買業務をWeb を介して円滑に行う調

達・購買管理システムです。購入依頼から見積、
発注、検収まで、購買業務をサポートします。

エピカス

Web調達・購買管理システム

基本機能の取捨選択が可能です

Select

Customize

■ 統合型フレームワーク intra-mart をベースにしており、高度なシステムを効率良く構築することができます。

■ ワークフロー、操作履歴の管理が整備されており、内部統制対策にも対応しています。

■ Web ブラウザ上で作業が行えるため、
インターネットの環境があればご利用いただけます。

必須機能

バイヤー

購入依頼

見積依頼

ことができます。

購入する商品を選択します。

見積承認

購入承認

発注依頼

購入依頼に対する承認を行います。
代理承認、根回しなど様々なワーク
フローを組むことができます。

見積

購入先を決定し、正式な発注処理を
行います。注文書の出力も可能です。

発注承認

納品された商品を検収します。未検
収データが一覧表示されます。

納品

検収承認

進捗管理

進捗状況を一つの画面で確認
できます。納期や遅れ日数など
も表示されます。

サプライヤ

見積金額を回答します。見積依頼内
容が一覧表示され、見積辞退するこ
とも可能です。

検収入力

全体の管理

選択機能

見積回答

▲申請・承認の進捗を色で表示

見積不要

カスタマイズ事例のご紹介

▲複数サプライヤへの一括見積が可能

見積依頼は依頼先を複数選択する

納期回答

発注

サプライヤとのやり取りを効率化

・見積、発注の自動メール通知
・見積、発注時のファイル添付
・見積依頼書、注文書の出力

操作履歴

いつ、誰 が、どのような 操 作 を
行ったのかの履歴を残すことが
できます。

実績CSV出力

経理系システムなどとの連携は
CSV ファイルを介しての入出力機
能が標準で用意されています。

■ EPCUS は、
カスタマイズによって機能拡張が可能です。

基本機能以外にも、数多くの機能拡張を実現しています。

■ お客様の必要に応じて購買機能を選択し、
お客様独自の購買フローを構築できます。

EPCUS の基本購買フロー

カスタマイズで機能追加・システム連携

内部統制全般に対応

EPCUS はアクセスセキュリティ機

能、
ワークフロー機能を標準装備

し、内部統制対策全般に対応する

ことが可能です。進捗状況を見え
る化することで、承認漏れや重複

申請、業務の停滞を防止できます。

Case.1
課題

各医院での不足品が把握できない

各歯科医院は、台帳による在庫管理を行っており、在庫がなく
なったことに気付いてから、購入依頼をすることが多くありまし
た。急ぎで必要な物品は、先に処理するため、仕入れ単価が高
くなってしまうなど、効率の悪さに頭を悩ませていました。

Case.2
課題

課題

できるだけ購買品を安く仕入れたい

課題

各医院でバーコードを利用し、入出庫
管理を行うようにしました。在庫数が
設定値を下回ると、自動的に購入依頼
を出す仕組みを構築。在庫不足の問
題が解決されました。

リバースオークション

解決！

見積依頼を入札方式で行い、最安値
で取引を行うことができる仕組みを構
築しました。サプライヤ側は締め切り
時間まで入札を行うことができ、徹底
した相見積を行えるようになりました。

複数の部門からの
購入依頼をまとめきれない

解決！

膨大な購入依頼を品目別に自動集計
できるようにしました。同一品目のま
とめ発注により安価な仕入れが可能
となり、
また集計作業にかかる手間も
削減することができました。

既存の購買システムはありましたが、手間がかかるシステムの
上、会計システムとの連携が図れておらず、
データの再入力が
必要でした。
また e マーケットプレイスに用意された各サプラ
イヤの商品カタログから発注できるよう、購買手順の変更も必
要となりました。

￥120

C社

￥110

B社

￥115

▲入札方式の見積依頼

部品A
部品A
部品A

部品A

▲同一品目をまとめて発注

カタログ購買

飲料メーカー様

グループサイトの
マーケットプレイスから発注したい

A社

まとめ発注

半導体製造装置メーカー様

各部門からの購入依頼を、表計算ソフトを使い集計、発注して
いました。
しかし、品目が多く、件数も数万件を越えるため、同
一の購入品をまとめきれず、発注が分かれて仕入れ価格が変
わってしまったり、発注漏れなどの課題がありました。

Case.4

解決！

金融会社様

多種多様な間接材料を安く仕入れたいと思っても、多くのサプ
ライヤへ見積をとるのは手間がかかるため、妥協せざるをえな
い状態でした。
そこで各サプライヤに簡単に見積依頼ができ、
かつ安く購入できる仕組みが希望されました。

Case.3

自動発注

歯科医療管理会社様の事例

解決！

e マーケットプレイス上の商品を、購買
システムに取り込んで発注できるよう
にしました。注文した商品の情報を、
既存の会計システムに自動登録する
ことで、データの再 入 力の手 間が省
け、購買担当者はボタン１つで発注処
理が行えるようになりました。

EPCUS は intra-mart をフレームワークとしています

intra-mart（イントラマート）は Web システムの開発効率を大幅に向上させる
統合型フレームワークです。

intra-mart を使用することで、高度なシステムを低コストで構築できます。
※intra-mart は株式会社 NTT データ イントラマートの登録商標です。

日本ノーベルは、

NTT データ イントラマートの
特約店パートナーです

