
■ v3.xでの主な機能追加

①モバイルのサンプル（Androidタブレット：Nexus7）

②グラフ表示（営業ステージ集計 棒グラフ：GoogleChart）

③見積機能（見積入力、見積一覧、見積一覧（日毎）、見積印刷）

［Ⅰ］ ソース公開型、カスタマイズ可能

［Ⅱ］ WEB／LAN／WAN標準対応、 ASP／SaaS 対応可能

［Ⅲ］ マルチOS／マルチDB／マルチリンガル、各種システム連携対応可能

［Ⅳ］ 顧客管理(CRM)+営業支援(SFA)+契約管理の高機能トータル「顧客管理システム」

［Ⅴ］ 低価格

■ WIT顧客RIAの特徴

好評を頂いております「WIT顧客RIA」の最新版 v3.1aをリリース致します。

最新版のMagic xpa 3.1対応により、Android 5.x／iOS9のタブレットやスマートフォンへのカスタマイズによる動作も可能となりました。

更に、見積機能（見積入力、見積一覧、見積印刷）の追加と、GoogleChartによるグラフ表示も可能となりました。

「WIT顧客RIA」は、最初からWEB／LAN／WAN対応のリッチ・インターネット・アプリケーション（ＲＩＡ）となっていますので

クラウド・コンピューティングの多様なネットワーク環境下ですぐにスタートできます。

新規にWEB開発やパッケージ開発を検討されている方、開発費用と運用費用を大幅に削減したい方へ、是非、推奨致します。

ｿｰｽ公開で 30,000円

ｵﾌﾟｼｮﾝ
■EAIﾂｰﾙ(xpi／jBOLT)
■販売管理(WIT販売RIA) 
■名刺管理

ｵﾌﾟｼｮﾝ
■ﾀﾌﾞﾚｯﾄ・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ

Magic xpa 3.1対応 ﾘｯﾁｸﾗｲｱﾝﾄ版 2016年7月 ﾘﾘｰｽ

WIT顧客RIA v3.1a

Pervasive、Oracle、SQLServer標準対応、DB2/400も動作可能

カスタマイズ可能！！ WEB／ASP／SaaS対応！！ Android／iOS対応！！

Magic xpa 3.1対応、 ReportsMagic V2対応



■ WIT顧客RIAの特徴

［Ⅰ］ ソース公開型、カスタマイズ可能
◆ ソース公開でカスタマイズが可能

・自由に機能追加や修正が可能

◆ 開発ツールで驚異的な生産性とメンテナンス性を誇る『Magic xpa RIA』を採用

・強力なモデルリポジトリ（辞書）の継承機能と、ローレベルなプログラミングを無くしビジネスロジックに特化した

開発方法により、生産性はCOBOLやVB、JAVAやPHP、Adobe AIRやRubyの5倍～10倍程度

◆ 帳票には自由設計可能でWEBにも対応された強力なレポーティングツール『ReportsMagic』を採用

［Ⅱ］ WEB／LAN／WAN標準対応、 ASP／SaaS 対応可能
◆ 3階層WEBシステムを実現

Citrix XenApp(MetaFrame)やWindows Terminal Service(WTS)が必要ないので

・高額なライセンス費用が発生しない

・サーバ台数が増加しない

・システム管理者負担が増加しない

◆ センター集中管理によるＴＣＯの削減

・クライアント側には.NET Frameworkだけ

◆ LANと比較しネットワークトラフィックを軽減

◆ 回線速度は1Mbps以上でLANと同程度の速度

◆ タブレットやスマートフォンなどの

『Android／iOS』に対応

［Ⅳ］ 顧客管理(CRM)+営業支援(SFA)+契約管理の高機能トータル「顧客管理システム」
◆ 『顧客管理＋営業支援＋契約管理』のトータルシステムを実現

・顧客情報、接触情報（営業日報、行動予定）、商談情報などの基本機能の他に「契約情報」 「見積伝票」の機能も追加

◆ 住所からのGoogleMap地図表示機能、URLからのホームページ表示機能

◆ リスト印刷、宛名ラベル作成、CSV出力機能

◆ 顧客データのインポート機能（CSVファイル、名刺データの取り込み）

◆ レポート・グラフ表示機能（接触チャート、営業ステージ件数）

◆ 一覧表項目別の昇順・降順 ソートと

列の移動(xpa標準機能)

◆ 利用者の権限設定機能

（全体、グループ、個人）

◆ 内部統制に有効な「操作ログ履歴」

［Ⅲ］ マルチOS／マルチDB／マルチリンガル対応可能、各種システム連携対応可能
◆ 複数のOS、DB間でシームレスな運用が可能

◆ マルチリンガルサポート機能による多言語（英語・中国語・韓国語 他）の対応が可能

◆ EAIツールの『Magic xpi (jBOLT)』を

別途導入することで各種システムとの

連携が可能

WIT顧客RIA

『Magic xpi (jBOLT)』

WIT顧客RIA

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ ・ ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ



行動予定一覧

■ WIT顧客RIA Windows画面サンプル

ログイン画面 メニュー画面

■ WIT顧客RIA Androidタブレット(Nexus7) 7インチ画面サンプル（1280×800ﾄﾞｯﾄ）

顧客情報一覧

商談情報一覧 契約情報一覧

未処理一覧

備忘録一覧

ログイン画面 メニュー画面 顧客照会 接触情報 接触ﾁｬｰﾄ 見積入力
（ヘッダ）

見積入力
（明細）

見積PDF見積一覧 営業ｽﾃｰｼﾞ

接触情報一覧（日報・行動予定）

見積伝票一覧



株式会社ウイットソフトウェア
〒719-1131
岡山県総社市中央5-6-119
TEL:0866-37-2147 FAX:086-899-6484
http://www.witsoftware.co.jp/           email: info@witsoftware.co.jp
※本書に掲載の社名、製品名は各社の商品または登録商標です。
※製品情報や価格については通知することなく変更することがあります。

※本書の内容については何ら保証をしませんし、如何なる責任も負いません。

■ 機能一覧

［Ⅴ］ 低価格

開発元 問合せ先

■ログイン画面 ・ユーザ名、パスワード入力

■顧客情報一覧 ・顧客情報一覧　・顧客情報(基本情報、社員情報、顧客区分、商品区分、MAP、支店／事業所)　・担当詳細(基本情報、個人情報)

　（会社別個人、会社別） ・接触全体　・接触担当　・顧客履歴　・担当履歴　・事業所　・会社備考　・FAX送稿表　・送り状　・接触一覧　・商談一覧　・契約一覧

■接触情報一覧 ・接触情報一覧　・抽出(利用者、会社名、氏名、接触日、目的、手段、情報経路)　・行動予定入力　・接触ﾁｬｰﾄ（詳細）

・接触情報(顧客情報、処理、目的、手段、情報経路、対応時間、入力者、担当営業)

■見積伝票一覧 ・見積伝票一覧　・見積伝票一覧（日毎）　・見積伝票入力　・見積伝票印刷

■商談情報一覧 ・商談情報一覧　・抽出(会社名、氏名、商談金額、確率、営業ｽﾃｰｼﾞ、導入時期、担当部署、担当営業)　・一覧印刷　・接触ﾁｬｰﾄ（詳細）

・商談情報(商談内容、金額、ﾌﾟﾛｾｽ、問題点、次回行動予定、初回ｺﾝﾀｸﾄ、ﾆｰｽﾞ、予算、導入時期、競合情報)　・接触情報（商談、全体）

■契約情報一覧 ・契約情報一覧　・抽出(契約日、契約名、会社名、契約担当者名、契約種別、担当部署、担当営業、契約番号)

・契約情報(契約名、契約者、担当者、支払条件、契約期間、金額)　・印刷

■顧客リスト ・顧客リスト一覧　・顧客リスト作成(個別追加、一括追加、CSV出力、顧客情報、一覧印刷、ﾗﾍﾞﾙ印刷、接触一括、接触ﾁｬｰﾄ)

■未処理一覧 ・未処理一覧　・個客情報　・印刷

■備忘禄一覧 ・備忘録一覧　・個客情報　・印刷

■行動予定一覧 ・行動予定一覧　・行動予定入力

■FAX送付表作成 ・FAX送付表作成

■送り状作成 ・送り状作成(A4用紙)　・専用伝票(福山通運、ヤマト運輸)

■営業ｽﾃｰｼﾞ集計 ・営業ｽﾃｰｼﾞ集計条件入力　・営業ｽﾃｰｼﾞ集計ｸﾞﾗﾌ（内訳）

■マスタ保守 ・共通項目（自社情報、部署名、役職名、利用者、ユーザ、県名、伝票番号、区分）　・WIT販売連携

・顧客情報（顧客区分、商品分類、商品区分、担当者区分、個人情報、会社備考欄、接触区分）

・接触情報（目的区分、手段区分、情報経路、送付物単位、優先度、進捗状況）

・商談情報（商談品目、商談ｽﾃｰｼﾞ、商談ﾌﾟﾛｾｽ、初回ｺﾝﾀｸﾄ、ニーズ、商談競合）

・契約情報（契約名、支払条件、契約種別）

・ツール（動作テスト、顧客情報ｴｸｽﾎﾟｰﾄ、顧客情報ｲﾝﾎﾟｰﾄ）

■ログイン管理 ・ログイン管理一覧　・操作ログ履歴

■サンプルプログラム ・Androidタブレット（Nexus7） 7インチ画面サンプル（1280×800ﾄﾞｯﾄ）

■WIT RIAシステム ・WIT RIA起動用メニュー画面【・販売管理　・顧客管理】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※赤色（v2.0追加）　緑色（v3.0追加）

■実行環境（Windows Server 2008以降のIIS Webサーバが必要）
①Magic xpa 3.1 RIA Server（WIT顧客RIA v3.1a実行版に標準添付）
②RMViewer V2 RIA（WIT顧客RIA v3.1a実行版に標準添付）
③.NET Framework 4.0 以上
④ｻｰﾊﾞ環境で動作可能なDB（別途必要）

■開発環境（Windows Vista以降）
①Magic xpa 3.1 Enterprise Studio（別途必要）
②ReportsMagic RMDesigner V2（別途必要）
③.NET Framework 4.0 以上
④ｸﾗｲｱﾝﾄ環境で動作可能なDB

※ 標準対応のDBはPervasive、Oracle、SQLServerです。（DB2/400用は弊社指定のパートナー様からの提供となります）
※ PDF出力ソフトは含まれておりません。（弊社よりﾏｲｸﾛﾘﾝｸ社のSkyPDF for  MAGICが提供可能です）
※ ASP／SaaSでの使用はﾏｼﾞｯｸｿﾌﾄｳｪｱ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ社との個別契約が必要です。

動作環境

商品名 型番 定価（税別） 製品内容

■WIT顧客RIA ソース公開版 ●WIT顧客RIA ソース公開版CD
   WIT顧客RIA v3.1a ソース公開版 WIT-RIA31K-S01 ¥30,000 ・WIT顧客RIA ｿｰｽﾌｧｲﾙ(XML)
   WIT顧客RIA v1.x→v3.1a ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ WIT-RIA31K-UP1 ¥15,000 ・ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ(PDF形式)：ｲﾝｽﾄｰﾙｶﾞｲﾄﾞ、操作ｶﾞｲﾄﾞ、開発者ｶﾞｲﾄﾞ
   WIT顧客RIA v3.x→v3.1a ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ WIT-RIA31K-UP5 ¥10,000 ・WIT顧客RIA ソース公開版 ﾗｲｾﾝｽ
■年間サポート （サポートは必須ではありません） ●電話、メール、FAXでの対応
   年間サポート WIT-RIA-SAP ¥50,000 ・操作方法や運用、プログラムに関する質問等

※MagicやDBの技術的な質問は出来ません
■WIT顧客RIA 実行版 （WIT顧客RIAを実行する場合に必須） ●WIT顧客RIA 実行版CD
   WIT顧客RIA v3.1a 5 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ WIT-RIA31K-005 ¥337,300 ・ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ(PDF形式)：ｲﾝｽﾄｰﾙｶﾞｲﾄﾞ、操作ｶﾞｲﾄﾞ
   WIT顧客RIA v3.1a 10 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ WIT-RIA31K-010 ¥605,100 ・WIT顧客RIA 実行版 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ
   WIT顧客RIA v3.1a 15 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ WIT-RIA31K-015 ¥853,000 ・Magic xpa RIA Server ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ
   WIT顧客RIA v3.1a 20 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ WIT-RIA31K-020 ¥1,091,000    （初年度ｿﾌﾄｳｪｱ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 定価の10%を含む）
   WIT顧客RIA v3.1a 25 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ WIT-RIA31K-025 ¥1,317,400 ・RMViewer V2 RIA ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ
   WIT顧客RIA v3.1a 35 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ WIT-RIA31K-035 ¥1,775,000
   WIT顧客RIA v3.1a 50 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ WIT-RIA31K-050 ¥2,369,500
   WIT顧客RIA v3.1a 75 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ WIT-RIA31K-075 ¥3,450,000
   WIT顧客RIA v3.1a 100 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ WIT-RIA31K-100 ¥4,110,000
   WIT顧客RIA v3.1a 150 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ WIT-RIA31K-150 ¥4,960,000
   ※WIT販売RIA ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽにて実行している場合は購入の必要はありません


