
“パソコンレンタルのキッセイコムテック”として、各種展示会や国際会議、また多くの企業様に豊富なレンタ

ル実績を持つ弊社がお届けする、レンタル業務システム『KAREN-CORE 』。 

そのKAREN-CORE が、更なる高機能と汎用性を備えたＷＥＢシステムKAREN-CORE  for WEB

としてバージョンアップ致しました。 

「必要な時に必要な性能のパソコンを必要な数だけ使いたい」 

顧客の要望に敏速にお応えするために培われたレンタル業務ノウハウをふんだんに盛り込んだシステムが、 

貴社の円滑なレンタル業務を幅広くサポートします。 

Kissei comtec Advanced RENtal CORE system 

http://www:kicnet.co.jp 

レンタル業務専用WEBシステム 

KAREN-CORE for WEB 
～ユーザ視点のWEB型システムでユーザビリティの追及～ 



 レンタル業界のシステム課題 

 KAREN-CORE for WEB の特長 

お客様の業務に応じて柔軟にカスタマイズ・アドオン開発を弊社にて行うこと

で、自社独自の機能、既存システムの機能追加を実現致します。  

欲しいデータを簡単・高速に集計することが可能なため、経営者層が経営判

 KAREN-CORE for WEB 活用イメージ 

弊社の情報関連機器レンタル事業で培われたユーザー視点の豊富な機能

が、お客様のレンタル業務の飛躍的な効率化をサポートします。 

レンタル業の最大の特徴は、 一度出荷された商品が必ず戻ってくるところにあり、 レンタル業務システムには、通常の販売管理シ

ステムとは異なる以下のポイントが求められます。  

・各商品を一意に管理し、在庫状況・故障状況などの商品の状態を、常に適切に把握できること。  

・レンタル期間や形態に応じた多彩な料金設定・請求処理が可能であること。  

KAREN-CORE for WEB は、 見積作成から請求・回収に至るまで、レンタル業に必要な全ての機能を網羅しています。 各

商品の稼動状況の確認機能、売れ筋商品や利益率の確認機能、 多彩で便利な検索機能が充実しています。 また、導入企業

様の業務に合わせた柔軟なシステムパラメータ調整や、 汎用帳票作成機能による独自の帳票作成等を備え、 汎用性が高く、カ

スタマイズ費用を削減できるシステムとなっております。 

レンタル実務の業務フローを取り入れた実用的なソリューションが、多種多様なレンタル会社様の業務効率化をご支援致します。  

 レンタル業務の効率化 

 KAREN-CORE for WEB  



KAREN-CORE for WEB の豊富な機能 

■マスタ化・パラメータ設定による柔軟な対応 

・汎用データ検索画面では、業務で蓄積されたデータを自由な視点から抽出、 

 集計することが可能です。 

・汎用データ検索で抽出したデータは、用紙サイズ、向き、罫線、列幅の指定等、 

 自由なスタイルで帳票化可能です。 

【汎用データ検索画面】 【汎用帳票出力】 

■状況に応じた柔軟な見積作成・契約登録 

■バーコードを用いた正確なリアルタイム入出庫登録・在庫管理 

・在庫確認画面では、商品毎の見積・納品・回収スケジュールがカレンダー形式で表示 

 されるため、未来の在庫予測を踏まえた在庫引当てが可能です。 

・個体管理品メンテナンス画面では、シリアル毎の現在のステータス、貸出先、回転率、 

 売上累計金額、購入金額などの管理情報が参照出来ます。 

・回転率の高い商品は買い足しを検討する、修理回数の多い商品は今後購入しない、  

 高回転率の商品から順次売却処分するなど、様々な分析とアクションが行えます。 

・数量管理品メンテナンス画面では、倉庫、商品毎の在庫数を管理可能です。 

【見積登録ー契約基本情報】 

【出庫処理画面】 

【在庫確認画面】 

【見積登録ー契約商品】 

【個体管理品メンテナンス画面】 

【汎用帳票】 

KAREN-CORE  for WEB は、見積作成から請求・回収に

至るまで、レンタル業に必要な全ての機能を網羅しています。

WEBシステムならではの利便性に加え、各商品の稼動状況の確

認機能、売れ筋商品や利益率の確認機能、多彩で便利な検索

機能が充実しています。 さらに、導入企業様の業務に合わせた

柔軟なシステムパラメータ調整や、汎用帳票作成機能による独

自の帳票作成等、より汎用性が高いシステムとなっています。 

レンタル実務の業務フローを組み込んだシステムの導入で、貴社

レンタル業務の飛躍的な効率化が実現します。  

■契約期間に応じたカレンダー表示で視覚的な在庫引当てが可能 

■自由な視点でのデータ分析・帳票出力 

・見積登録画面では、一見のお客様からお得意様まで、状況に応じて柔軟な見積作 

 成が可能です。 

・一見のお客様向けや参考見積の場合は、手入力で簡易な見積を作成出来ます。 

・お得意様への見積作成では、顧客マスタのデータを利用して素早い見積作成が 

 可能です。顧客マスタに登録した顧客毎の単価掛率が自動で適用されます。 

・同一契約中の明細毎に、レンタル期間、レンタル価格を設定出来ます。 

・見積登録データと契約登録データを分離することにより、売上予定情報を正確且つ 

 高速に取得することが可能です。 

・入出庫時にバーコード・QRコードスキャンを行うことで、リアルタ 

 イムで正確な在庫管理が実現します。 

・無線ハンディスキャナのご利用により、パソコンから離れた場 

 所での入出庫作業が可能です。 

・コード読み取り以外にも、CSV取り込みや、一覧画面から 

 の選択による出庫登録が可能です。 

導入企業に合わせたシステムパラメータの調整が可能です。これにより業務運用方法が変更になった場合でも、パラメータの設定値を変更するだけで、カスタマイズ

の必要なく運用が行えます。 

【主な設定可能パラメータ】 

 ・顧客向け帳票の定型文設定⇒見積書、請求書等の顧客向け帳票に、自社独自の定型文の設定が可能。 

 ・契約関連承認の設定⇒見積、契約、契約延長、請求、解約において、承認者による承認行為を必要とするか否かの設定が可能。 

 ・各マスタの承認設定⇒商品、顧客、購買先のマスタ登録時に、承認者による承認行為を必要とするか否かの設定が可能。 

 ・自動E-Mail通知送信機能仕様設定⇒通知手段として、自動E-Mail送信機能の使用可否設定が可能。 

 ・配車管理の機能使用設定⇒自社で配送を行うか否かに応じて、配車管理機能の使用可否設定が可能                   ・・・etc. 



  【お問い合わせ先] 

  キッセイコムテック株式会社 

   ビジネスソリューション事業部 第1営業部  

   電話: 03-5843-0330（部代表） FAX:03-5979-6621 

https://www.kicnet.co.jp 
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 KAREN-CORE for WEB の主な機能 

 推奨環境 

 価格 

 見積登録    途中解約処理 

 御見積書    契約承認 

 見積一覧    出荷依頼  

 見積承認    契約終了商品検索 

 契約登録    契約終了商品のお知らせ 

 契約申込書    貸出中商品一覧 

 社内貸出登録    引上依頼 

 契約延長    引上依頼一覧 

 契約一覧       

 配達完了登録       

 

 成績表 

 日報 

 期間資産管理 

 監査処理 

 ジョブ状況確認 

 汎用データ検索 

 汎用帳票作成 

 汎用帳票出力 

 汎用帳票 

   決裁ルートデザイナ 

 請求仮締   支払一覧 

 請求書   支払本締 

 請求書発行     請求チェック 

 請求本締     請求明細作成 

 入金入力     外部請求登録 

 未入金一覧    外部請求一覧 

 過入金処理    外部請求取込 

 前受金返金処理  外部支払取込 

 料金未払確認書 

 支払入力 

見積・契約管理 

 購買見積申請 

 購買見積登録 

 購買見積一覧 

 発注書 

 購買発注承認 

 発注処理 

 発注一覧 

 発注品入荷入力 

 発注実績参照  

   発注品入荷予定費用 

 物流スケジュール 貸出中商品交換    仕入在庫登録 

 出荷依頼書  ラベルデータ出力   固体管理品メンテナンス 

 商品移動依頼書 付属品登録    数量管理品メンテナンス 

 付属品リスト       在庫確認                     物流センター移動 

 出庫処理  配車管理    貸出履歴 

 納品書  配車管理票    在庫変更申請  

 物品受領書  商品障害登録    在庫変更申請一覧 

 出庫票  業者修理依頼書    在庫変更承認 

 入庫処理  商品障害承認    在庫変更一覧 

 入庫票  商品障害一覧    棚移動 

 整備終了登録  棚卸処理                    

 商品マスタ 

 商品スペックマスタ 

 顧客マスタ 

 購買先マスタ 

 料率マスタ 

 郵便番号マスタ 

 消費税マスタ 

 部署マスタ  

 システムマスタ 

 マスタ承認     ...etc 

物流・在庫管理 

購買・発注管理 管理機能 請求・支払管理 マスタメンテ 

※OS名、プログラム名、システム名、CPU名は一般に各メーカーの（登録）商標です。 

※サーバ環境は、ご利用状況により異なります。詳細は弊社までお問合せください。 

◆サーバ動作環境 

Intel Xeon以上のプロセッサを搭載したサーバコンピュータ 

推奨：Intel Xeon Quad-core×2以上  

ＯＳ：Windows Server 2016 Standard Edition ※ 日本語版OSのみ  

Windows Server2008 R2 Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Edition 

メモリ：８Ｇ以上 

ＨＤＤ容量：データ容量により異なります。 

データベース：Ｏｒａｃｌｅ Ｄａｔａｂａｓｅ １２C 

帳票ツール：ＡｃｔｉｖｅＲｅｐｏｒｔｓ ｆｏｒ．ＮＥＴ 7．０Ｊ Ｐｒｏ 

その他：バックアップ装置、バックアップソフトウェア、光学ディスク装置：ＤＶＤ-ROMドライブ 

 クラウド版のご紹介 

 KAREN-CORE for WEBの豊富な機能を、月額固定料金にてご提供可能です。 

 システム運用をアウトソースしたいお客様にお勧めです。 

 短期間での導入、システム利用が可能です。 

 SaaSモデルによるサービス提供のため、システム導入の初期費用のコストダウンが見込めます。 

 レンタル業務システム KAREN-CORE SaaS 

◆クライアントＰＣ動作環境 

本体：インテルCore i3 2.40GHz以上または同等の互換プロセッサを搭載したパーソナルコンピューター 

ＯＳ：Windows 7、8、１０以降※日本語版OSのみ 

メモリ：２Ｇ以上 

解像度：１０２４Ｘ７６８以上 

ネットワーク：１００ＢＡＳＥ－ＴＸ（１０００ＢＡＳＥ－Ｔ推奨） 

対応ブラウザ：Internet Explorer 11以降、Edge、Google Chrome 

必要なソフトウェア：Windows ＣＡＬ 

その他：Ａ４用紙を印刷可能なレーザープリンタ 

 

 

◆基本サーバライセンス 

KAREN-CORE for WEB 基本サーバライセンス（10クライアントライセンス付き） 2,500,000円 

（カスタマイズ費用、追加クライアントライセンスに関しては別途ご相談ください。） 


