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株式会社索島
埼玉県蕨市錦町2-3-27

買取業界初

業務の効率化と予約数のアップに貢献。

基本データの活用に
よる業務を効率化！





● ERP機能で財務管理！

買取ノウハウ構築の時間.人件費を大幅削減！

● ECサイトとの連携、一元化在庫管理！

● 買取書の電子化！

● 事業の拡大！
多店舗展開をスピーディー！

手書き作業による業務ミスの防止、そのデータベースを用いて様々な業務に活用化可能！

買取書データで財務データに変換することにより財務管理も効率アップ！

● 多様化の買取！
通常買取に加え、買取査定予約（新商品の提案、大口買取の値段交渉または納期に時間かかる場合）

１、システムの特徴

● ポイント制度！
ポイントの附与、利用方法は様々

いつでもどこでも買取依頼が便利な買取システム！

● 買取書履歴や状態即時反映、いつでもどこでも確認可能！
お客様が気になる支払い状況をライブアップデートして目安に表示



人件費削減
財務管理

顧客情報
管理 資料の作成

事業拡大

商品の一元在
庫管理・出品

各種デー
タの出力

コア業務に専念
可能

電話受付スタッ
フの配置不要

会計帳簿

多店舗の展
開、管理

ECサイトの連携
（Yahoo!、楽天、

Amazon）

請求書自
動作成

物流管理
入金、支払
金伝票管理

古物台帳デー
タの自動生成

csv、xlsx、
doc

情報を分析

他社ソフトウ
ェアとシステ

ムの連携
ポイントの精算、

付与、利用



買取情報の掲載お客様会員登録 会員情報確認

買取予約開始

買取システム
開始

買取数量入力 買取書のデータ
による、買取商
品を検品する

検品済み商品を
入庫処理

invoiceの作成、
出荷、財務管理

顧客側

確認し、買取書
作成

郵送



Mac版 動作環境
Webブラウザ Safari 10.0/9.0/8.0
Google Chrome 最新バージョン及びその1つ前のバージョン
Mozilla Firefox 最新バージョン及びその1つ前のバージョン

4、システム動作環境

Windows版 動作環境
Windows 10/8.1/8/7 ： バージョン11
Windows Vista ： バージョン9
Google Chrome
最新バージョン及びその1つ前のバージョン
Mozilla Firefox
最新バージョン及びその1つ前のバージョン
Microsoft Edge



5-1、索島買取システムの機能一覧（管理側）

項目 機能 機能説明

ログイン ログイン 管理ページへのログイン

会員一覧管理

情報一覧 会員情報を一覧表示

検索 会員情報を検索

禁止 会員アカウントを操作できないよ
うにする

承認 正式会員への承認
仮承認 仮会員への承認

修正可 会員に会員情報の修正権限を渡す

パスワードの初期化 パスワードリセット

買取書管理

一覧 買取書を一覧表示
検索 買取書検索
印刷、ダウンロード 買取書の印刷、ダウンロード

照会 買取書情報の照会

納品 入庫処理

訂正 予約内容（単価と数量）の変更
修正 会員に予約情報の修正権限を付与

状態 買取書の処理状態（作成状態、検
品中状態、支払い状態）

作成日 作成した日付と時刻
納品日 納品した日付と時刻
納品率 実納品数と予約数の割合
データダウンロード 買取書データのダウンロード

項目 機能 機能説明

商品管理

登録 商品の登録

削除 既存商品の削除

変更 既存商品の情報変更

納品履歴 当日商品の入荷数量を表示

予約履歴 予約した商品数量を表示

買取規格 買取単位の設定

買取査定予約管
理

未処理 未処理を一覧表示

交渉 交渉中を一覧表示

成約 成約を一覧表示

未成約 未成約を一覧表示

ポイント管理
照会 会員別ポイント照会

使用 会員

ツール管理一覧 ツール権限 担当部門に利用権限を付与

支店管理
支店登録 支店情報の登録
訂正 支店の情報変更
削除 支店の削除



5-2、索島買取システムの機能一覧（管理側）

ERP機能

項目 機能 機能説明

販売帳票作
成

アップロード 受注データをアップロード

一覧 販売帳票を一覧表示
編集 単価、利潤の編集

販売帳票管
理

一覧 販売帳票を一覧表示
検索 販売帳票を検索
出庫数量確認 出庫数量照会
強制出庫終了 出庫中止
Invoice出庫帳
票作成 invoice出庫帳票自動作成

Invoice出庫
帳票作成

検索 invoiceを検索

ダウンロード invoiceのダウンロード

請求一覧

一覧 取引先入金金額を一覧表示

履歴 顧客入金履歴を一覧表示

作成 入金伝票作成

編集 一部の入金伝票編集（照会、
廃棄）

検索 請求書を検索

ERP機能

支払一覧

一覧 会員支払金額を一覧
表示

履歴 会員の支払履歴を一
覧表示

伝票作成 支払伝票作成
伝票照会 支払伝票照会

取引履歴

履歴 会計履歴を一覧表示
費用 費用の作成
その他の収入 その他の収入作成

振替 自社口座と口座の遣
り取りを記録

検索 取引履歴を検索

顧客一覧

一覧 取引先を一覧表示
追加 取引先の登録
編集 取引先情報を編集
削除 取引先を削除

科目一覧
一覧 経費科目を一覧表示

追加 経費科目を作成
削除 科目削除

口座一覧

一覧 口座を一覧表示

口座登録 口座を登録

削除 口座を削除



5-３、索島買取システムの機能一覧（公開側）

項目 機能 機能説明
ログイン ログイン ログイン処理

ユーザー

情報 ユーザー情報照会、変更
パスワード パスワードの変更
ダウンロード 同意書、委任状のダウンロード
ログアウト ログアウト処理

店舗 店舗 店舗変換
予約買取商品一

覧
検索 予約買取商品検索
照会 買取書照会

買取書管理

一覧 買取書を一覧表示
印刷、ダウンロード 買取書の印刷、ダウンロード
照会 買取書の照会
修正 買取書の修正（単位、数量）
状態 買取書の処理状態（作成状態、ロック状態、納品状態、支払い状態）
作成日 作成した日付と時刻
納品日 納品した日付と時刻
検索 買取書検索

カート カート 商品カート

買取機能
当日買取 当日来店・郵送の買取
予約買取 納期が二日以上かかる場合の来店・郵送買取
その他の買取 ホームページ上に掲載されていない商品の買取査定

ポイント
ポイント照会 ポイント照会
ポインド使用 例：現金交換（月ポイント1万点未満は無効、ポインド有効期限半年）



6-1、ご利用料金について

（月初～月末）

（税抜き/予約1件
当たり）



6-2、お支払い事例【例1ヶ月間（1日～末日）ご利用の場合】

基本

基本

基本

基本

1件20円

1件20円

1件20円

1件15円

1件15円 1件10円

※価格は全て税抜き表記となります。
※1000件以上要相談



索島買取システムとINTER-STOCKを連携されることで、
買取業務全般における物流プロセスを効率化し、無駄な費用を撤廃可能です。

＜物流機能一覧＞
・入荷検品 ・出荷検品　・ロケ移動　・棚卸　・ラベル発行



索島買取システム





索島買取システム





ご不明点、ご相談もしくご興味が
あるの方、お気軽にお問い合わせ
ください。

TEL ：048-229-6464   

FAX ：048-229-8793
MAIL :sakujima-system@nichiyouhin-
kaitori.jp
※お電話の受付は平日の9：00～17：00
※受付時間外の場合、お手数ですが、メールでご連絡ください。
折り返しいたします。

アンケートのご協力お願い致します。
http://enq-maker.com/ixoP3ue


