
ECOPRO2 オフィス機能一覧

機能 処理 機能内容

一括点検予定作成 更新 浄化槽マスターに登録された点検予定日を元に当該月の点検予定を作成する

個別点検予定作成 更新 個別に点検予定を登録する

点検作業結果登録 入力 点検予定作成で作成された点検予定に点検結果を入力する

点検記録票発行 帳票 点検作業結果入力された点検を点検記録票に出力する

点検計画予定一覧 帳票 浄化槽マスターに登録された点検予定日を元に点検先を出力する

点検作業予定一覧 帳票 点検予定結果作成で作成された点検先を出力する

点検実績一覧 帳票 点検作業が実施された点検先を出力する

一括清掃予定作成 更新 浄化槽マスターに登録された清掃予定日を元に当該月の清掃予定を作成する

個別清掃予定作成 更新 個別に清掃予定を登録する

清掃作業結果登録 入力 清掃予定作成で作成された清掃予定に清掃結果を入力する

汲取り結果登録 入力 し尿予定作成で作成されたし尿予定にし尿結果を入力する

清掃記録票発行 帳票 清掃作業結果入力された清掃を清掃記録票に出力する

清掃カレンダー登録 入力
清掃予定登録されている設置先と日付を清掃カレンダーに表示する

新たな清掃予定をカレンダー画面から登録できる

清掃計画予定一覧 帳票 浄化槽マスターに登録された清掃予定日を元に清掃を出力する

清掃作業予定一覧 帳票 清掃予定結果作成で作成された清掃先を出力する

清掃実績一覧 帳票 清掃作業が実施された清掃予定先を出力する

汲取り実績一覧 帳票 し尿汲取り作業が実施されたし尿先を出力する

売上入力 入力 売上伝票を浄化槽設置先、し尿設置先、一般顧客に登録する

入金入力 入力 入金伝票を請求先に登録する

前受請求個別登録 入力 浄化槽マスターで前受請求と登録した設置先に対し前受の期間と金額を登録する

前受請求一括登録 入力 浄化槽マスタに登録された請求月を元に前受請求（契約）を一括作成する

売上一覧 帳票 売上登録を行った設置先と商品を日出力する

担当者別入金一覧 帳票 入金登録した結果を担当者別に出力する

入金種別入金一覧 帳票 入金登録した結果を入金種別に出力する

集金一覧 帳票 入金登録した結果を地区別に出力する
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ECOPRO2 オフィス機能一覧

機能 処理 機能内容業務

商品別売上集計 帳票 売上登録した結果を商品分類、商品ごとに集計する

地区別売上集計 帳票 売上登録した結果を地区ごとに集計する

前受請求予定一覧 帳票 前受請求登録された設置先と金額を出力する

請求書発行 帳票 請求書を発行する

請求書履歴発行 帳票 既に発行された請求書の履歴を発行する

請求書一覧 帳票 請求書が発行された一覧を出力する

残高一覧（売掛残） 帳票 売掛算が発生している請求先を出力する

残高一覧（前受請求残） 帳票 前受請求残が発生している請求先を出力する

残高一覧（預り残） 帳票 前受請求先の預り金が発生している請求先を出力する

残高明細 帳票 指令された請求先の残高明細を出力する

口座振替データ登録 更新 口座振替用の振替データを作成する

口座振替送信 更新 振替データを金融機関アプリにセットする

口座振替結果受信 更新 金融機関アプリが受信した口座引落結果データをECOPRO2に取り込む

口座振替自動入金 更新 口座引落結果データを元に自動で入金処理を行う

口座振替予定一覧 帳票 作成された振替データの明細を出力する

口座振替結果一覧 帳票 口座振替結果データの明細を出力する

口座振替不能一覧 帳票 口座振替処理で引落不能だった明細を出力する

コンビニデータ作成準備 更新 コンビニ向けの請求データを作成する

コンビニデータ送信 更新 コンビニ請求データーをコンビニ代理収納アプリにセットする

コンビニ振込結果取込み 更新 コンビニ代理収納アプリが受信したコンビニ結果データをECOPRO2に取り込む

コンビニ結果自動入金 更新 コンビニ結果データを元に自動入金処理を行う

請求先マスター 登録 請求先の情報を登録する

浄化槽マスター 登録 浄化槽設備に関する情報を登録する

し尿マスター 登録 し尿設備に関する情報を登録する

一般顧客マスター 登録 設備を持たない一般顧客を登録する

会社登録 登録 自社、および点検先や清掃先などの取引先の情報を登録する
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ECOPRO2 オフィス機能一覧

機能 処理 機能内容業務

担当者登録 登録 担当者を登録する

職位登録 登録 担当者マスター登録で使用する職位を登録する

職種登録 登録 担当者マスター登録で使用する職位を登録する

車両登録 登録 業務で使用する車両を登録する

地区登録 登録 顧客情報で登録する地区と市町村を登録する

銀行登録 登録 請求書に記載する振込先の金融機関と口座振替業務で使用する金融機関を登録する

商品登録 登録 売上で分類する商品分類、商品名と販売価格等を登録する

メーカー登録 登録 浄化槽やブロワの製造メーカーを登録する

連絡事項登録 登録 点検記録票、清掃記録票で記載する連絡事項の文言を登録する

建物用途区分登録 登録 浄化槽が設置された建物の用途名称を登録する

清掃作業依頼先登録 登録 清掃作業の依頼先を登録する

汚泥処分先登録 登録 清掃作業で収集された汚泥の搬送先施設名称を登録する

放流先登録 登録 浄化槽から放流される処理水の黄龍先名称を登録する

締日登録 登録 請求先マスタで登録する締日名称を登録する

廃止理由登録 登録 浄化槽を廃止する場合の廃止理由名称を登録する

処分先登録 登録 清掃作業で収集された汚泥の処分先名称を登録する

基本制御管理 登録 システムの運用に係る基本的な情報を登録する

ユーザー管理 登録 システムを運用するユーザー名称を登録する

権限管理 登録 システムを運用するユーザーや担当者の権限を登録する

処理方式・処理区分管理 登録 浄化槽の処理区分、処理方式を登録する

点検結果・詳細結果管理 登録 浄化槽の処理方式ごとに点検する項目、点検方法を登録する

まとめ銀行管理 登録 口座引落処理をファイナンス会社（複数金融機関管理）で行う場合に登録する

作業ログ一覧 帳票 担当者が行ったマスター登録修正削除の操作履歴を出力する

請求先問合せ 参照 請求先に関する請求情報、残高情報を表示する

浄化槽問合せ 参照 浄化槽設置先に関する設置先情報、浄化槽情報、点検清掃の作業予定、点検清掃結果の情報を表示する

浄化槽問合せ顧客BOX登録 参照 モバイルアシストが処理する顧客BOXや点検BOXを参照登録する
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ECOPRO2 オフィス機能一覧

機能 処理 機能内容業務

し尿問合せ 参照 し尿設置先に関する情報を表示する

一般顧客問合せ 参照 一般顧客に関する情報を表示する

顧客一覧(請求先、浄化槽、し尿、一般) 帳票 顧客マスターの一覧を出力する

廃止一覧(請求先、浄化槽、し尿、一般) 帳票 顧客マスターで廃止処理した一覧を出力する

作業日報 帳票 担当者ごとの作業履歴、売上金額、入金金額を日報に出力する

住所録作成 帳票 顧客マスターの住所から顧客ラベル作成用データを出力する

お知らせ発行管理 帳票 モバイルアシストが発行したお知らせ出力内容を参照し、発行日、発行回数を管理する

入庫登録 登録 商品マスターの在庫管理可の商品に対し入庫登録をする

在庫一覧 帳票 商品マスターの在庫管理可の商品に対し担当者ごとに在庫一覧を出力する
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