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ニュースセンターシステム紹介
        NCS - News Center System はインターネット/イントラネットで情報を公開するツールです。
NCSの特徴は、

●NCSは非常に便利な操作画面を利用して、権限与えた利用者は誰でも、どこでも簡単に公開し
たい情報を公開でます。
●一段配布された情報は公衆に公開します。
●情報配布するにはユーザ登録が必要です。しかし、
●情報閲覧するにはユーザ登録は必要ではありません。
●情報配布の「原則」はセキュリティレベルを決めます。
●NCSは一つフラットフォームでマルチ言語をサポートしています。多国に会社を設けている組
織には役に立ちます。デフォーとは言語は英語、日本語、中国語があります。
●NCSのすべて操作はインタネットブラウザで、クライアントサイドはインストールものは必要
ではありません
●NCSは多種のデータベースと繋ぐことが可能です。
●NCSは100% Javaで開発され、どんなOS環境でも直ちにインストールして利用できます。
●NCSはXML/XSLT技術を使い、あらゆるフォーマットに変化して、印刷するなどは可能です。
●NCSはマルチメディア情報の転送、公開は可能です。

        NCSの情報検索、HTMLテキスト編集、ニュースの統計表とチャートなどの機能を持ち、 企
業組織の商品情報公開、広告、株情報公開などに最適なプラットフォームです。
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物流と情報システム

(株）ジャンガ・テック chen

第６章　物流と情報システム

６．１　流通・小売業の変化

　流通と小売業の世界に大きな変化が見られるが、その要因としてイ）製造業の生産体制の変化、ロ）消費者ないし市
場の変化、ハ）流通の技術革新、ニ）経営戦略の変化がある。

　消費者の好みの細分化が進み、今までのように１つの商品をたくさんの人に好んで貰う時代ではなくなった。つま
り、その好みに合わせるために生産・流通・消費のすべての段階で単品、大量から多品種、少量、多頻度流通へと傾い
た。

　系列化とチェーン化による再編成がすすんだ背景は、日本全国への配送を可能にするために全国ネットワークを持つ
卸売グループができつつあり、各地の地域問屋をグループに取り込み企業集団をつくりつつある（地域問屋の集中
化）。

　卸売業のおもな機能は、ａ）所有権移転機能、ｂ）危険負担機能、ｃ）情報伝達機能、ｄ）物流機能、ｅ）生産・加
工（流通加工）機能である。

ａ）所有権移転機能（需給調整機能）・・・伝統的には複数の売り手から購入し、複数の買い手に販売するが、大手製
造業の系列にある卸売業者は単数の生産者の製品を扱う。

ｂ）危険負担機能・・・多くの卸売業者は見込み発注で商品の需要期に備えるので、卸売業者は返品をうけとらなくて
はならない。しかもメーカーへの返品ができないケースが多いのでリスクを負う。

ｃ）物流機能（集荷分配機能）・・・商品の注文に応じて品揃えし、自家倉庫に保管し、事業所や小売業への配送する
ことに尽きるが、低コストで効率よく短時間でという要請が益々強まる。これには単に物流機能のみにとどまらず生産
者と小売業者の間における取引を単純化し整理する機能も含まれる。

ｄ）金融機能

ｅ）流通加工機能

ｆ）情報機能（経営、営業情報）・・・販売先への情報伝達や時には経営指導、販売先や最終需要者からの情報収集、
売れ筋情報、これはどういう条件で売れたかという情報に高められたとき威力を発揮する。

ｇ）ディーラーヘルプ機能・・・小売のコンサルタント、アドバイス、税務、法律、店員の教育、経営計画

　単品、大量流通の時代にあっては生産者と小売業者の両者のニーズは一致した。現在の多品種少量流通の時代のなか
では、ａ）～ｅ）は従来の問屋に固有の機能だけでは問屋の機能を果たし得ない。これからの問屋が、その社会的使命
を維持していくためは殊にｆ）、ｇ）の機能を併せ持たないと生き残れない。新たな意味での問屋無用論である。情報
化の時代が成熟する時、逆にメーカー、小売業者、消費者、金融などが卸売業者を中心にして恰好の位置に存在するこ
とのメリットを享受することができるであろう。従来の労働集約的な要素の強い卸売業者の環境は急速にコンピュ－タ
とメカトロ化が深化し、これによって経営コストを引き下げるであろう。

　 

　６．２　物流における情報処理の考え方

　　イ）管理と情報
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ニュース統計 日付  から  BarChart  

 組織コード  組織名称 ニュース数
  01003   (株）ジャンガ・テック 2
      A0000000   会社コラム 0
          AA010000   会社ニュース 0
          AB010000   サービス情報 0
          AB010100   製品情報 0
          AB010200   技術情報 0
          AB010300   プロジェクト情報 0
          AC010000   求人情報 0
      A78888121   営業部 0
      AAAAA00000   プロジェクト関連情報 0
      AO010000   技術フォーラム 0
          AB666666   C/C++ 0
          AP010000   Java 0
              ZZ88988999   セキュリティ 0
          XX000000000   XML関連 0
          XZ6667777   DB 0
      B0000000   その他 0
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ニュースセンターシステムの紹介
        NCS - News Center System はインターネット/イントラネットで情報を公開するツールです。
NCSの特徴は、

●NCSは非常に便利な操作画面を利用して、権限与えた利用者は誰でも、どこでも簡単に公開し
たい情報を公開でます。
●一段配布された情報は公衆に公開します。
●情報配布するにはユーザ登録が必要です。しかし、
●情報閲覧するにはユーザ登録は必要ではありません。
●情報配布の「原則」はセキュリティレベルを決めます。
●NCSは一つフラットフォームでマルチ言語をサポートしています。多国に会社を設けている組
織には役に立ちます。デフォーとは言語は英語、日本語、中国語があります。
●NCSのすべて操作はインタネットブラウザで、クライアントサイドはインストールものは必要
ではありません
●NCSは多種のデータベースと繋ぐことが可能です。
●NCSは100% Javaで開発され、どんなOS環境でも直ちにインストールして利用できます。
●NCSはXML/XSLT技術を使い、あらゆるフォーマットに変化して、印刷するなどは可能です。
●NCSはマルチメディア情報の転送、公開は可能です。

        NCSの情報検索、HTMLテキスト編集、ニュースの統計表とチャートなどの機能を持ち、 企
業組織の商品情報公開、広告、株情報公開などに最適なプラットフォームです。

2002.4, 2003.12                        
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ログアウト 

    News Center System をご利用いただきありがどうございました。 
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