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株式会社アルマス ( Almas Inc. )

�　商号商号商号商号 株式会社アルマス
�　本社本社本社本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-15-11
　　　　　　 日東ビル601号
�　代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役 吉日木図(ジリムト)
�　TEL/FAXTEL/FAXTEL/FAXTEL/FAX 03-5688-2081 / 03-5688-2082 
� URLURLURLURL http://www.almas.co.jp/
�　　　　　　 http://www.compiere-japan.com/
�　会社設立会社設立会社設立会社設立 平成15年8月11日
�　資本金資本金資本金資本金 1280万円

事業内容事業内容事業内容事業内容
�　コンピュータソフトウエアシステム開発
�　コンピュータソフトウエアシステムインテグレーション
�　自社製品jWareベースのシステム開発・導入
�　オープンソースERP & CRM Compiere導入サポート
　　日本語対応、カスタマイズ開発
�　気象コンテンツ提供システム開発
�　情報処理サービス提供



Compiereプロジェクト

�開発元開発元開発元開発元

•ComPiere Inc. 

San Fransico, 

USA.

�開発者開発者開発者開発者

•Jorg Janke 

•Kathy Pink

�開始開始開始開始

•1999年～OSS 

�パートナーパートナーパートナーパートナー

•100+

�サポートサポートサポートサポート契約顧客契約顧客契約顧客契約顧客

•1000+

�ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード数数数数

•135万+

�ＶＣＶＣＶＣＶＣ投資投資投資投資

•2006年に600万ドル

�ランセンスランセンスランセンスランセンス

•GPL、商用ライセンス

�ホームページホームページホームページホームページ

•http://www.compiere.com/

�SourceForgeプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

•http://sourceforge.net/projects/compiere/

•2004年1月のトッププロジェクト

�評価評価評価評価

•2006年人気ソフトウエア

�ユーザーコミュニティユーザーコミュニティユーザーコミュニティユーザーコミュニティ

•SourceForge.net

�パートナーコミュニティパートナーコミュニティパートナーコミュニティパートナーコミュニティ

•http://forum.compiere.com/

�翻訳翻訳翻訳翻訳

•30+言語



野村総研OSSマップ(2007年4月)

オープンソースオープンソースオープンソースオープンソースのののの中中中中でででで、、、、成塾度成塾度成塾度成塾度、、、、プレゼンスプレゼンスプレゼンスプレゼンスともにともにともにともに 3.03.03.03.0以上以上以上以上のののの製品製品製品製品のののの中中中中でででで、、、、
TomcatTomcatTomcatTomcat・・・・JbossJbossJbossJboss・・・・StrutsStrutsStrutsStruts・・・・SpringSpringSpringSpring・・・・Hibernate Hibernate Hibernate Hibernate などのなどのなどのなどの次次次次にににに入入入入っているのがっているのがっているのがっているのが、、、、ERP&CRM ERP&CRM ERP&CRM ERP&CRM CompiereCompiereCompiereCompiereでしたでしたでしたでした。。。。

ＮＲＩ　ＩＴＮＲＩ　ＩＴＮＲＩ　ＩＴＮＲＩ　ＩＴロードマップロードマップロードマップロードマップ2008200820082008にににに
掲載掲載掲載掲載されていますされていますされていますされています。。。。



Compiere-Japan

　　　　　　　　CompiereCompiereCompiereCompiere----Japan Japan Japan Japan http://www.http://www.http://www.http://www.compierecompierecompierecompiere----japanjapanjapanjapan.com/.com/.com/.com/ サイトサイトサイトサイトではではではでは
CompiereCompiereCompiereCompiereにににに関関関関するするするする製品製品製品製品、、、、技術技術技術技術、、、、情報情報情報情報などのなどのなどのなどの紹介紹介紹介紹介をしていますをしていますをしていますをしています。。。。

•　　　　2005200520052005年年年年08080808月月月月：　：　：　：　正式正式正式正式パートナーパートナーパートナーパートナー

•　　　　2005200520052005年年年年09090909月月月月：　：　：　：　CompiereCompiereCompiereCompiere----JapanJapanJapanJapanサイトサイトサイトサイト公開公開公開公開

•　　　　2005200520052005年年年年10101010月月月月：　：　：　：　初初初初めてのめてのめてのめての導入導入導入導入ＰＪＰＪＰＪＰＪ開始開始開始開始

•　　　　2005200520052005年年年年11111111月月月月：　：　：　：　CompiereCompiereCompiereCompiere日本語翻訳日本語翻訳日本語翻訳日本語翻訳をををを完成完成完成完成

•　　　　2005200520052005年年年年12121212月月月月：　：　：　：　ユーザーマニュアルユーザーマニュアルユーザーマニュアルユーザーマニュアルのののの翻訳翻訳翻訳翻訳をををを完成完成完成完成

•　　　　2006200620062006年年年年02020202月月月月：　：　：　：　日本語化初日本語化初日本語化初日本語化初バージョンバージョンバージョンバージョン公開公開公開公開

•　　　　2006200620062006年年年年03030303月月月月：　：　：　：　初初初初めてのめてのめてのめての導入導入導入導入ＰＪＰＪＰＪＰＪ完成完成完成完成

•　　　　2006200620062006年年年年06060606月月月月：　：　：　：　Java World 8Java World 8Java World 8Java World 8月号月号月号月号でででで特集掲載特集掲載特集掲載特集掲載

•　　　　2006200620062006年年年年07070707月月月月：　：　：　：　Think ITThink ITThink ITThink IT特集掲載特集掲載特集掲載特集掲載

•　　　　2006200620062006年年年年08080808月月月月：　：　：　：　日本独自日本独自日本独自日本独自ののののＷＥＢ　ＵＩＷＥＢ　ＵＩＷＥＢ　ＵＩＷＥＢ　ＵＩ完成完成完成完成

•　　　　2006200620062006年年年年09090909月月月月：　：　：　：　　　　　プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト開始開始開始開始

•　　　　2006200620062006年年年年09090909月月月月：　：　：　：　日本商習慣適応版公開日本商習慣適応版公開日本商習慣適応版公開日本商習慣適応版公開（ＳｏｕｒｃｅＦｏｒｇｅ（ＳｏｕｒｃｅＦｏｒｇｅ（ＳｏｕｒｃｅＦｏｒｇｅ（ＳｏｕｒｃｅＦｏｒｇｅ....jpjpjpjp ））））

•　　　　2007200720072007年年年年04040404月月月月：　：　：　：　業務業務業務業務、、、、技術技術技術技術トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング開始開始開始開始

•　　　　2007200720072007年年年年07070707月月月月：　：　：　：　カーテンカーテンカーテンカーテン会社会社会社会社ＣｏｍｐｉｅｒｅＣｏｍｐｉｅｒｅＣｏｍｐｉｅｒｅＣｏｍｐｉｅｒｅシステムシステムシステムシステム運用開始運用開始運用開始運用開始

•　　　　2008200820082008年年年年02020202月月月月：　：　：　：　ユーザーユーザーユーザーユーザー企業自己技術者企業自己技術者企業自己技術者企業自己技術者でででで導入成功導入成功導入成功導入成功

•　　　　2008200820082008年年年年02020202月月月月：　：　：　：　CompiereCompiereCompiereCompiere3.03.03.03.0のののの日本語版日本語版日本語版日本語版リリースリリースリリースリリース

•　　　　2008200820082008年年年年03030303月月月月：　：　：　：　スターターキットスターターキットスターターキットスターターキットのののの提供開始提供開始提供開始提供開始

http://sourceforge.jp/projects/compiere/



Compiere業務機能

�Compiereでででで提供提供提供提供しているしているしているしている機能機能機能機能

•販売管理

（見積‐受注-請求-入金）

•在庫管理

•仕入購買管理

（見積依頼-発注-請求-支払）

•会計経理、実績分析

（経理処理-会計分析-財務諸表）

•顧客管理（CRM）

�Compiereのののの適用適用適用適用するするするする業界業界業界業界

•流通業

•サービス業

�ターゲットターゲットターゲットターゲット企業規模企業規模企業規模企業規模

•中小企業

•年商5億円～500億円

（従業員数10人～500人）

�資産管理

�サービス管理

�プロジェクト管理

�生産管理 （BOM）

�タスク管理

�スケジュール管理



Compiere特徴：業務機能汎用性

�マルチ言語

•UI

•取引ドキュメント

•メールテンプレート
�マルチ通貨

•取引

•会計計上/転記

•帳票出力

•スポット/平均/期末
�マルチTAX

•製品/カテゴリ別

•取引地域別

•取引先別
�マルチ単位

•在庫保持単位

•取引換算単位

マルチマルチマルチマルチ1

�マルチ会社

•会社間データ共有無し
�マルチ組織

•階層化構造

•データ共有がある

•組織間取引ができる

•カウンタードキュメント
�マルチ倉庫

•組織に属する
�マルチ会計ディメンション

•組織/販売地域

•プロジェクト

•ビジネスパートナー

•製品/キャンペーン

�マルチ原価原則

•FIFO

•LIFO

マルチマルチマルチマルチ2

�製品・属性

•BOM

•サービス/費用/チャージ

•ロット/シリアル番号

•属性/SKU

�価格体系

•プライスリストスキマー

•製品/カテゴリ

•取引先

•マルチバージョン

•多重化
�割引体系

•フラット割引

•分岐割引
�支払方法

•現金/クレジット/引落し

•銀行振込/小切手/預金

柔軟適用性柔軟適用性柔軟適用性柔軟適用性



Compiere特徴：モデル駆動アーキテクチャ

�カラムに設定する
�変わる時に実行される
�フィールド値自動設定
�入力支援、警告
�値有効性チェック

Callout

�すべてが設定で動く
�ダイナミックO-Rマッピング
�コアエンジンで集中駆動
�ワークフローをバンドル
�セキュリティを重視

Application Dictionary

�トランザクション整合性
�ＷＥＢ　2.0　（ＧＷＴ）
�データベースに依存しない
�自動バージョンアップ
�アプリケーション拡張構成

Compiere Technique



Compiere 3.0日本語版

CompiereCompiereCompiereCompiere J300_A01 J300_A01 J300_A01 J300_A01 リリースノートリリースノートリリースノートリリースノート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年03月
Compiere J300_A01は株式会社アルマスがCompiere3.0
バージョンをベースに開発した、日本語及び日本商習慣
適応バージョンです。
主に以下の内容が追加されました。

1. 日本語ランゲージパック（ラベルのみ）
2. 日本商習慣に合わせた項目追加、及びその表示、インポ

ートプログラムの修正
3. 日本郵政省提供データでの郵便番号照会住所入力補助

機能
4. 日本の勘定科目体系ファイル
5. 日本語の標準帳票　(請求書など20種類以上)
6. インポートフォーマット定義（ImpFormat）のエクスポート/イ

ンポート機能
7. 印刷書式（PrintFormat）のエクスポート/インポート機能
8. 日本語DB仕様書(XLSファイル)自動作成機能



Compiere とSugarCRM連携ソリューション

顧客顧客顧客顧客

Compiere のののの
Web Serviceをををを呼呼呼呼ぶぶぶぶ

Compiere のののの
DocumentNoをををを保存保存保存保存

Compiere のののの
Documentをををを参照参照参照参照

顧客顧客顧客顧客とととと商談番号商談番号商談番号商談番号をををを取得取得取得取得

顧客存在顧客存在顧客存在顧客存在?

新規顧客作成新規顧客作成新規顧客作成新規顧客作成 顧客顧客顧客顧客データデータデータデータをををを読込読込読込読込

Sugar顧客顧客顧客顧客データデータデータデータ取得取得取得取得

受注存在受注存在受注存在受注存在?

新規受注作成新規受注作成新規受注作成新規受注作成 商談商談商談商談データデータデータデータをををを読込読込読込読込むむむむ

Sugar商談商談商談商談データデータデータデータ取得取得取得取得

顧客顧客顧客顧客データデータデータデータをををを設定保存設定保存設定保存設定保存

受注受注受注受注をををを設定保存設定保存設定保存設定保存

受注番号受注番号受注番号受注番号をををを回答回答回答回答

Compiere 受注参照画面受注参照画面受注参照画面受注参照画面

商談商談商談商談

CompiereSugarCRM

Compiere 

Web Service

見込客見込客見込客見込客

提案提案提案提案/見積見積見積見積/受注保存受注保存受注保存受注保存

調査調査調査調査、、、、分析分析分析分析、、、、・・・・・・・・・・・・・・・・

顧客顧客顧客顧客データデータデータデータをををを回答回答回答回答

商談商談商談商談データデータデータデータをををを回答回答回答回答

Web Service



提供サービス

1. ユーザーマニュアルユーザーマニュアルユーザーマニュアルユーザーマニュアル
� 日本語版　
� 英語版

2. 日本語翻訳日本語翻訳日本語翻訳日本語翻訳ファイルファイルファイルファイル
� 日本語版
� その他の言語版代理扱い

3. 日本語版日本語版日本語版日本語版スターターキットスターターキットスターターキットスターターキット
� 電気製品卸売会社モデル

4. 教育教育教育教育トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング
� 業務トレーニング（3日）
� 技術トレーニング（2日）

� オンサイト

5. 導入導入導入導入サポートサポートサポートサポート
� 導入コンサルティング
� ビジネスプランニング
� 業務プロセス改善
� システム構造設計
� システムパラメータ設定
� データ移行
� システムテスト
� 運用プランニング
� 運用サポート

6.     カスタマイズカスタマイズカスタマイズカスタマイズ開発開発開発開発

� 新規、拡張、改善開発
� 請負開発、常駐開発
� 技術設計、技術指導



導入事例導入事例導入事例導入事例

1. 衣料品販売会社基幹衣料品販売会社基幹衣料品販売会社基幹衣料品販売会社基幹システムシステムシステムシステム（（（（世田谷区世田谷区世田谷区世田谷区））））
� 南アジア製造輸入、国内通販、小売、卸売、50人規模、年商8億円

2. オーダーカーテンオーダーカーテンオーダーカーテンオーダーカーテン会社基幹会社基幹会社基幹会社基幹システムシステムシステムシステム（（（（中野中野中野中野））））
� 原反生産、カーテン生産、仕入、販売、在庫管理、50人規模、年商10億

3. ミネラルウォーターミネラルウォーターミネラルウォーターミネラルウォーター配送管理配送管理配送管理配送管理システムシステムシステムシステム（（（（港区港区港区港区））））
� 地域販売代理、代理間自動受発注、 パイロットパイロットパイロットパイロット開発開発開発開発

4. 靴輸入販売会社靴輸入販売会社靴輸入販売会社靴輸入販売会社のののの基幹基幹基幹基幹システムシステムシステムシステム（（（（神戸神戸神戸神戸））））
� イタリアから輸入販売、10人規模、年商5億

5. ＣＲＭ＋ＥＲＰ＋ＣＲＭ＋ＥＲＰ＋ＣＲＭ＋ＥＲＰ＋ＣＲＭ＋ＥＲＰ＋証券業務統合証券業務統合証券業務統合証券業務統合システムシステムシステムシステム（（（（港区港区港区港区））））
� 開発中

6. 研修教育研修教育研修教育研修教育サービスサービスサービスサービス会社基幹会社基幹会社基幹会社基幹システムシステムシステムシステム（（（（渋谷渋谷渋谷渋谷））））
� 業務技術トレーニング後、企業技術者のみ3ヶ月で導入成功（2008.2稼動）

7. 海外工場海外工場海外工場海外工場をををを持持持持つつつつ電気製品会社基幹電気製品会社基幹電気製品会社基幹電気製品会社基幹システムシステムシステムシステム（（（（港区港区港区港区））））
� 業務技術トレーニング後、ＩＴ会社のサポートで導入実行中（2008.4稼動目標）

8. ＩＴＩＴＩＴＩＴサービスサービスサービスサービス業者業者業者業者4社社社社（（（（弊社弊社弊社弊社、、、、千代田区千代田区千代田区千代田区、、、、港区港区港区港区、、、、中央区中央区中央区中央区））））
� 10人～50人規模のＩＴサービス会社


