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社内ポータル
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販売管理
基幹業務

見積管理

パーソナライズ

依頼管理

携帯対応

発注管理

受注管理

ガジェット

モバイルブラウザ

出荷管理

在庫管理

入荷管理

売上管理

出庫管理

仕入管理

入金管理

入庫管理

出金管理

請求管理

在庫管理

支払管理

売掛管理

棚卸管理

買掛管理

PDA 対応

モバイルメール
コマンドメール
メール通知
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資源管理

文書管理

備品管理

経費精算

勤怠管理

住所管理

インシデント

問題管理

ファイル便

メール配信

予約管理

総合業務

運用業務
アポイント

伝言管理

コラボレーション
その他

XB Enterprise 2 . 0のモジュール構成
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