
30年にわたる流通・卸業での対応実績・ノウハウを結集。

現場の業務に柔軟にお応えできるシステムと運用により、

販売管理業務をトータルでご支援いたします！

流通・卸業向け販売管理システム

MetaForce

30年にわたる流通 卸業での対応実績 ノウハウを結集30年にわたる流通・卸業での対応実績・ノウハウを結集。

現場の業務に柔軟にお応えできるシステムと運用によよりりり、

販売管理業務をトータルでご支援いたたししままますすすす！！

207 210 210  外面 _627×297

MetaForceのサイト：
https://is-c.panasonic.co.jp/service/product/metaforce/

このようなお悩み、お困りごとは
ございませんか？

動作環境

IT最新技術への対応が容易

OSや機器、ネットワークなどのIT環境はすべて当社がご提供いたします※。バージョンアップや機器更新も当社
で行いますので、お客さまのご負担なく、世の中のIT潮流に準じたシステム（サービス）をご利用いただけます。

※パソコンやプリンタについては、お客さまで準備いただく必要があります

必要に応じて当社が環境を最新化します

低価格で迅速に利用可能
機器の購入・導入による初期投資が発生せず、その後の償却なども不要なため、少数ユーザでのスモールス
タートが可能です。また、機器導入が不要なため短期間で利用開始できます。導入後も会社の成長に合わせて
必要とされる機能を追加・変更できるため、無駄なコストの削減と柔軟な運用が可能です。

機器購入など初期投資を大幅に削減できます

6万円～ / 月額

①セキュリティ・災害対策は万全
　環境の整った当社データセンターで運用します

耐震対策や自家発電装置、無停電装置、強固なセキュリティ対策がなさ
れた24時間365日の運用が可能なデータセンター環境で運用されてい
るため、セキュリティや災害に関する心配はありませ
ん。また、信頼性のある機器構成と運用により高いサー
ビス稼働率を実現します。

MetaForce クラウドサービスは、お客さまに「安心」をご提供いたします
MetaForceクラウドサービスの特長

IT運用の工数を大幅に削減
機器の契約管理や保守、バックアップなどの対応やシステム増強に向けた技術検討など、IT運用には多大な工
数がかかります。クラウド環境をご利用いただくことにより、これらIT運用すべてを当社が行いますので、お
客さまは本来の業務に専念していただけます。

技術に精通した当社エンジニアが運用を担当します

2つの大きなご安心

常設の専用サポートデスクが、アプリケーション、インフラ双方
のサポートを一括で受け付けいたします。このサポートデスク
が技術者やベンダーと連携し、トラブ
ル解決に向けて万全のサポートをい
たします。

②万全のサポート体制
　専用のサポートデスクで迅速に対応します

オンプレミス版のご用意もあります

価格の一例

経営管理

ITインフラ

営業力 調達力
発注ミスの発生や
処理に時間がかかる

営業活動に
注力する時間が
足りない

IT運用に割く時間や
人手がない

経営数字が
すぐに見られない

販売管理
担当者しか
情報を知らない

パナソニック インフォメーションシステムズは、このようなお悩みを

長年培った流通・卸業における業務ノウハウの蓄積による

幅広いソリューションと、信頼の環境・体制によって解決いたします！

解決いたします

例）5ユーザで、基本機能（売上管理、仕入・入出庫管理、請求回収管理）をご利用の場合 ：
※別途、導入一時費用と月額のエクストラネット回線費用が必要となります。
※ユーザ数、機能などにより金額は変動します。詳しくはお問い合わせください。

480万円 ～/ 一時5ユーザで基本機能をご利用の場合 ：

※パッケージ、サーバなどの機器、ミドルウェア、導入支援費を含みます。
※動作環境など、詳しくはお問い合わせください。

（税抜）

（税抜）

クライアント（パソコン）

OS

ブラウザ

必要ソフトウェア

Windows Vista/7/8

Internet Explorer 7.0以上

なし

手がない手がない人手人手

システム導入
スムーズに

導入できるか不安

サポート
トラブルが起こった時に
すぐに助けてほしい









30年にわたる流通・卸業での対応実績・ノウハウを結集。

現場の業務に柔軟にお応えできるシステムと運用により、

販売管理業務をトータルでご支援いたします！

流通・卸業向け販売管理システム

MetaForce

30年にわたる流通 卸業での対応実績 ノウハウを結集30年にわたる流通・卸業での対応実績・ノウハウを結集。

現場の業務に柔軟にお応えできるシステムと運用によよりりり、

販売管理業務をトータルでご支援いたたししままますすすす！！

207 210 210  外面 _627×297

MetaForceのサイト：
https://is-c.panasonic.co.jp/service/product/metaforce/

このようなお悩み、お困りごとは
ございませんか？

動作環境

IT最新技術への対応が容易

OSや機器、ネットワークなどのIT環境はすべて当社がご提供いたします※。バージョンアップや機器更新も当社
で行いますので、お客さまのご負担なく、世の中のIT潮流に準じたシステム（サービス）をご利用いただけます。

※パソコンやプリンタについては、お客さまで準備いただく必要があります

必要に応じて当社が環境を最新化します

低価格で迅速に利用可能
機器の購入・導入による初期投資が発生せず、その後の償却なども不要なため、少数ユーザでのスモールス
タートが可能です。また、機器導入が不要なため短期間で利用開始できます。導入後も会社の成長に合わせて
必要とされる機能を追加・変更できるため、無駄なコストの削減と柔軟な運用が可能です。

機器購入など初期投資を大幅に削減できます

6万円～ / 月額

①セキュリティ・災害対策は万全
　環境の整った当社データセンターで運用します

耐震対策や自家発電装置、無停電装置、強固なセキュリティ対策がなさ
れた24時間365日の運用が可能なデータセンター環境で運用されてい
るため、セキュリティや災害に関する心配はありませ
ん。また、信頼性のある機器構成と運用により高いサー
ビス稼働率を実現します。

MetaForce クラウドサービスは、お客さまに「安心」をご提供いたします
MetaForceクラウドサービスの特長

IT運用の工数を大幅に削減
機器の契約管理や保守、バックアップなどの対応やシステム増強に向けた技術検討など、IT運用には多大な工
数がかかります。クラウド環境をご利用いただくことにより、これらIT運用すべてを当社が行いますので、お
客さまは本来の業務に専念していただけます。

技術に精通した当社エンジニアが運用を担当します

2つの大きなご安心

常設の専用サポートデスクが、アプリケーション、インフラ双方
のサポートを一括で受け付けいたします。このサポートデスク
が技術者やベンダーと連携し、トラブ
ル解決に向けて万全のサポートをい
たします。

②万全のサポート体制
　専用のサポートデスクで迅速に対応します

オンプレミス版のご用意もあります

価格の一例

経営管理

ITインフラ

営業力 調達力
発注ミスの発生や
処理に時間がかかる

営業活動に
注力する時間が
足りない

IT運用に割く時間や
人手がない

経営数字が
すぐに見られない

販売管理
担当者しか
情報を知らない

パナソニック インフォメーションシステムズは、このようなお悩みを

長年培った流通・卸業における業務ノウハウの蓄積による

幅広いソリューションと、信頼の環境・体制によって解決いたします！

解決いたします

例）5ユーザで、基本機能（売上管理、仕入・入出庫管理、請求回収管理）をご利用の場合 ：
※別途、導入一時費用と月額のエクストラネット回線費用が必要となります。
※ユーザ数、機能などにより金額は変動します。詳しくはお問い合わせください。

480万円 ～/ 一時5ユーザで基本機能をご利用の場合 ：

※パッケージ、サーバなどの機器、ミドルウェア、導入支援費を含みます。
※動作環境など、詳しくはお問い合わせください。

（税抜）

（税抜）

クライアント（パソコン）

OS

ブラウザ

必要ソフトウェア

Windows Vista/7/8

Internet Explorer 7.0以上

なし

手がない手がない人手人手

システム導入
スムーズに

導入できるか不安

サポート
トラブルが起こった時に
すぐに助けてほしい



30年にわたる流通・卸業での対応実績・ノウハウを結集。

現場の業務に柔軟にお応えできるシステムと運用により、

販売管理業務をトータルでご支援いたします！

流通・卸業向け販売管理システム

MetaForce

30年にわたる流通 卸業での対応実績 ノウハウを結集30年にわたる流通・卸業での対応実績・ノウハウを結集。

現場の業務に柔軟にお応えできるシステムと運用によよりりり、

販売管理業務をトータルでご支援いたたししままますすすす！！

207 210 210  外面 _627×297

MetaForceのサイト：
https://is-c.panasonic.co.jp/service/product/metaforce/

このようなお悩み、お困りごとは
ございませんか？

動作環境

IT最新技術への対応が容易

OSや機器、ネットワークなどのIT環境はすべて当社がご提供いたします※。バージョンアップや機器更新も当社
で行いますので、お客さまのご負担なく、世の中のIT潮流に準じたシステム（サービス）をご利用いただけます。

※パソコンやプリンタについては、お客さまで準備いただく必要があります

必要に応じて当社が環境を最新化します

低価格で迅速に利用可能
機器の購入・導入による初期投資が発生せず、その後の償却なども不要なため、少数ユーザでのスモールス
タートが可能です。また、機器導入が不要なため短期間で利用開始できます。導入後も会社の成長に合わせて
必要とされる機能を追加・変更できるため、無駄なコストの削減と柔軟な運用が可能です。

機器購入など初期投資を大幅に削減できます

6万円～ / 月額

①セキュリティ・災害対策は万全
環境の整った当社データセンターで運用します

耐震対策や自家発電装置、無停電装置、強固なセキュリティ対策がなさ
れた24時間365日の運用が可能なデータセンター環境で運用されてい
るため、セキュリティや災害に関する心配はありませ
ん。また、信頼性のある機器構成と運用により高いサー
ビス稼働率を実現します。

MetaForce クラウドサービスは、お客さまに「安心」をご提供いたします
MetaForceクラウドサービスの特長

IT運用の工数を大幅に削減
機器の契約管理や保守、バックアップなどの対応やシステム増強に向けた技術検討など、IT運用には多大な工
数がかかります。クラウド環境をご利用いただくことにより、これらIT運用すべてを当社が行いますので、お
客さまは本来の業務に専念していただけます。

技術に精通した当社エンジニアが運用を担当します

2つの大きなご安心

常設の専用サポートデスクが、アプリケーション、インフラ双方
のサポートを一括で受け付けいたします。このサポートデスク
が技術者やベンダーと連携し、トラブ
ル解決に向けて万全のサポートをい
たします。

②万全のサポート体制
専用のサポートデスクで迅速に対応します

オンプレミス版のご用意もあります

価格の一例

経営管理

ITインフラ

営業力 調達力
発注ミスの発生や
処理に時間がかかる

営業活動に
注力する時間が
足りない

IT運用に割く時間や
人手がない

経営数字が
すぐに見られない

販売管理
担当者しか
情報を知らない

パナソニック インフォメーションシステムズは、このようなお悩みを

長年培った流通・卸業における業務ノウハウの蓄積による

幅広いソリューションと、信頼の環境・体制によって解決いたします！

解決いたします

例）5ユーザで、基本機能（売上管理、仕入・入出庫管理、請求回収管理）をご利用の場合 ：
※別途、導入一時費用と月額のエクストラネット回線費用が必要となります。
※ユーザ数、機能などにより金額は変動します。詳しくはお問い合わせください。

480万円 ～/ 一時5ユーザで基本機能をご利用の場合 ：

※パッケージ、サーバなどの機器、ミドルウェア、導入支援費を含みます。
※動作環境など、詳しくはお問い合わせください。

（税抜）

（税抜）

クライアント（パソコン）

OS

ブラウザ

必要ソフトウェア

Windows Vista/7/8

Internet Explorer 7.0以上

なし

手がない手がない人手人手

システム導入
スムーズに

導入できるか不安

サポート
トラブルが起こった時に
すぐに助けてほしい




