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充実の機能で業務をサポート！
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お問い合わせ

お申し込みの流れ

HPよりお申込み
お客様情報入力 初期費用 無料

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

料金

1ライセンス
登録点数※1︓基本10,000点・商品500点

6,600円(税込） 71,280円(税込）

システムをダウンロード
お客様PCで起動確認

食品表示ラベル情報ご提供
ラベル情報をいただき弊社でラベルテンプレートを作成いたします。

サーバー設定
弊社でお客様用DBを設定します。

ご決済
銀行振込・クレジット・口座振替で事前ご決済いただきます。

システム稼働情報送付
メールをお送りします。

認証
お使いのPCで情報設定をしていただきます。

業務開始
各PCでログインしお使いください。

下記の場合は別途ご相談ください。

複数工場での原材料管理
本部・工場間のデータ連携

社内サーバー構築

食品製造販売管理

Premier

月払い 年払い

3ライセンス共有タイプ
登録点数※1︓基本10,000点・商品3,000点

16,500円(税込） 178,200円(税込）

月払い 年払い

※1　登録点数は累計の数字になります。
※基本数は「原材料」「規格書」「仕込品」合計の数字になります。

※商品点数は「単品」「詰合わせ」合計の数字になります。

5ライセンス共有タイプ
登録点数※1︓基本20,000点・商品10,000点

33,000円(税込） 356,400円(税込）

月払い 年払い

追加ライセンス　1ライセンス当り

5,500円(税込） 59,400円(税込）

月払い 年払い

本部工場共有タイプ　1工場当り

5,500円(税込） 59,400円(税込）

月払い 年払い

オリジナルラベル
テンプレート
作成

規格書
一括
取込み



組立て商品（メニュー開発）を簡単作成！

原材料組立てで食品表示と栄養計算もOK！

使いやすくて高機能の「食品マイスタープレミア」をお勧めします。

Windows クラウド対応

食品加工製造のお客様へ

「食品マイスター プレミア」なら

「食品マイスタープレミア」は、お使いになる方のことを考慮し、便利で簡単・使いやすさを

最大限に活かした食品製造管理システムです。

原材料組立てによる商品作成はもちろん、食品表示と栄養計算もできる優れものです。

シンプルでリーズナブルな価格設定で、お客様の食品製造業務のお役に立ちます。

商品組立て
献立作成

栄養計算
成分表での栄養計算も可能

食品表示
オリジナルラベル出力が可能

商品開発
BASIC

サンド
イッチ ジャム

太巻き
ずし

コロッケ

餃子

ハンバ
ーガー

あん
パン

ショート
ケーキ

ピザ

佃煮

カレー

惣菜饅頭

弁当

商品開発から売上管理まで
食品製造の業務管理をスムーズに

Cloud

受注 製造 原材料発注

受発注管理
オプション

実績 履歴 請求書

売上管理
オプション

1 2
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多彩な機能で業務のお役に立ちます。「食品マイスター プレミア」の概要

各種設定

商品開発

サンプル組立て

各種業務情報登録

業者情報登録

原材料登録

各種経費登録

食品表示ラベル設定

規格書登録

生産管理

製造スケジュール

原材料発注

出荷管理

納品管理

受注管理

受注登録

納品管理

シミュレーション

クライアント管理

サンプル提案

見積書

商品情報管理

食品表示ラベル管理

見積り管理

商品登録 規格書管理

売上管理

請求書管理

実績管理

原材料管理
●食品成分表八訂データ収載
●各メーカー規格書データを一括取り込み

クライアント、工場を含めた業者情報管理
各種分類、包材、人件費等の経費設定
調理コメント集、菌検査、

包材等各種経費を含め管理

包材等各種経費を含め管理

サンプルから商品へ再登録、見積書も出力

オリジナルラベルで食品表示

受注情報から製造と原材料発注に連携。

クライアントごとに管理可能。

食品成分表八訂収載
規格書データ一括取り込み機能

各種設定

業務経費登録、ラベル情報設定

仕込品・単品・セット（詰合わせ）
原価など経費を確認しながら
スムーズに商品開発

オリジナルデザインに出力
テンプレート無料作成

受注から製造スケジュール
原材料発注まで連携

受注から請求書発行まで連携

原材料の原価、包材や
包材単価や人件費各工場ごとに管理
各工場ごとにデータ管理可能

サンプルから商品へ連携。
販売価格シミュレーションサンプル投入量から商品重量自動計算。
歩留り・原価率・
粗利から見積価格計算。
見積り・開発情報
各工場ごとにデータ管理可能

一括表示・内容量・賞味期限・栄養表示・保存方法・JANコード
販売者製造者等・調理加熱温度・調理コメント・ロゴ
★オリジナルラベルテンプレート作成サービス

日、月、年等時系列で管理。
商品ごと各工場ごと管理可能。

食品表示ラベル

受注・製造・発注管理
カレンダー形式で受注管理。

製造管理から原材料発注までデータ連携が可能。

売上管理

サンプル商品開発

オプション

オプション

各工場ごとにデータ作成編集が可能。本部からデータ閲覧編集も可能です。
※追加契約が必要です。

管理者コース（スーパーユーザー）
契約ライセンス数分でデータ共有が可能です。

※基本契約に含まれます。

一般コース

データ共有タイプ
業務に応じて2タイプ。

複数共有の「一般コース」と、本部と工場のデータ連携が可能な「管理者コース」をご用意いたしました。

業務フロー

各種設定情報
原材料・規格書情報

商品情報

各種情報設定・原材料・規格書・商品データ登録

工場2
（ユーザー）

工場3
（ユーザー）

工場1
（ユーザー）

工場ごと原材料・規格書・商品情報

「食品マイスター プレミア」の概要
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「プレミア」のお勧めポイント 「プレミア」のお勧めポイント

ポイント❶
規格書一括取り込み
通常、商品組立てを行う場合、仕入れ業者からの加工品（複合原材料）を登録する場合、中の原材料明細を確認し生鮮・加工・添加物等の原材料明細を登録す
る必要がありますが、登録する際の確認漏れや誤登録のヒューマンエラーの危険性があります。また、同種の加工品でもメーカーによりアレルゲン由来の原材
料を使用する場合がありますので、
食品マイスタープレミアでは、製品規格書（エクセル形式）データを一括取り込み、一原材料として活用できます。
原材料明細を一個づつ

もちろん、食品成分表の原材料で一から組立ても可能です。
仕入れ業者からの製品規格書（エクセル形式）データを一括取り込み、一原材料として活用できます。
もちろん、食品成分表の原材料で一から組立ても可能です。

ポイント❷
一括表示（食品表示ラベル）
基本テンプレートをご用意。
お客様のオリジナルラベルデザインに一括で情報反映。
※お客様の食品表示ラベルに合わせたテンプレートを弊社でお作りします。※年間契約特典

ラベル連携用
取込み可能データ
・名称
・規格
・原材料明細
・配合率
・原産地
・アレルゲン

規格書一括取り込み
仕入れ業者からの製品規格書（エクセル形式）データを一括取り込み、一原材料として・名称・規格・原材料明細・配合率・原産地・アレルゲン情報をラ
ベルの一括情報活用できます。
もちろん、食品成分表の原材料で一から組立ても可能です。

※規格書データを使用する場合、規格書内の
栄養表示が限定されるため、栄養計算は規格
書内の栄養値のみでの計算結果となります。

取込はファイルを選択するだけの簡単仕様。
※形式が違う規格書がある場合、データをご
提供いただき弊社で対応いたします。

↓↓各種ラベルデザイン、承ります。
ラベル表示画面例

ラベル反映情報項目
・名称　・原材料　・内容量　・賞味期限　・保存方法　・販売者　・製造者・JANコード
・調理情報・凍結前加熱の有無・加熱処理の必要性　・原材料配合割合　・レンジ加熱温度

▼

▼

5 6
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「BASIC版」の基本情報　商品作成

単品
仕込み品などで惣菜などの単品商品組み立てを行います。

仕込み品
ベースとなる加工品の仕込みを行います。
ラベルの栄養表示が義務項目でよければ、取り込んだ規
格書データの組み立てで簡単に組み立てが可能です。

セット（弁当）
弁当やアソート品など単品の詰合わせを行います。

特徴
１）仕込み品・単品・セットの3画面で原材料（食品・添加物・規格書）組み立てを行います。
※規格書は一括取り込みでデータの活用が可能です。
２）オリジナルラベルデザインに一括で情報反映。
※ラベル用テンプレートを弊社で作成いたします。 原材料（食品成分表）

収載データ
八訂食品成分表と添加物情報が収載されています。た
だし、食品成分表は「生鮮食品」「加工食品」の二つ
に仕分けをしています。そのため、同じ穀類でも「生
鮮食品」「加工食品」に情報が分割されています。ま
た、添加物情報の栄養値はお客様ご自身で入れていた
だく必要がございます。

基礎データベース　
組立てに使用する原材料（食品成分表・規格書）資材のデータベースで商品作成を行います。

原材料（規格書）
仕入れ業者からの製品規格書（エクセル形式）データ
を一括取り込み、一原材料として活用できます。もち
ろん、食品成分表の原材料で一から組立ても可能で
す。※規格書データを使用する場合は栄養表示が限定
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単品、セット画面で仕込み品を呼びだす際に按分し
て反映させることができます。
例えば、仕込み品でハンバーグを3kg作成し、その
仕込み品を10ｇ使用して半製品または製品で登録す
ることができます。

一括表示用のテンプレートを各種
ご用意。ロゴやプラマーク等の分
別マークも同じ商品でも選択切替
でラベルの作成が可能です。

原材料と原材料で基本となる仕込み品（仕掛り品）を作成、それを単品画面で仕込み品同士で組み立てを行い商品化します。
セットは、弁当やアソート品などの組み立てで使用します。単品や仕込み品の組み合わせで商品化します。
規格書データで作成する場合は、単品画面で規格書検索で組み立てを行います。

按分機能

表示名/ふりがなす。

製造者・販売者等選択
設定の業者登録情報から選択

保存方法

レンジ加熱温度
レンジの設定温度が設定できます。

内容量

JANコード

分類選択
コード情報の入力でラベルに反映されます。

工場、クライアント選択
コード情報の入力でラベルに反映されます。

JANコード
コード情報の入力でラベルに反映されます。

JANコード
コード情報の入力でラベルに反映されます。

調理コメント（設定）
各種コメントの登録でラベルにコメントを反映できます。

区分等情報
サンプルの結果区分等の情報が入力できます。

組立作成 データ設定

「BASIC版」の商品組立て

原材料組立

組立て

ラベルテンプレート

原材料組立は、原材料（生鮮食品・加工品、添
加物・規格書）検索画面から簡単にできます。
原産地表示にも対応。。

生鮮食品・加工品検索画面　　　　　　　　　　　添加物検索画面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規格書検索画面

栄養計算（栄養成分表示）

消費・賞味期限登録

ツリー表示

単品・セット画面で仕込品
や単情報を折り畳みで一覧
表示できます。

レシピ・備考

調理温度時間設定

パック設定

菌検査設定

単品・セット画面で仕込品や単情報を折り畳みで一覧表
示できます。

価格設定
送料込みでの見積り価格のシミュレーションができます。

ラベルの栄養成分表示が一個や一袋等で自動計算される
とともに、根拠文も選択反映させることができます。

期限設定を消費・賞味で選択し、カレンダーで日時指定
ができます。

組立て補助機能
・歩留まりによる重量変化
原材料登録で歩留まり設定ができ組立て画面で編集も可能で
す。
原材料ごとや商品全体での原価確認
粗利率等での価格シミュレーション
設定で人件費、包材費等の情報登録で作成商品の経費確認が可
能です。

写真登録
送料込みでの見
積り価格のシミ
ュレーションが
できます。

セット（弁当）ラベル表示設定
通常は組立て内容の丸め一括表示です
が、「詰合わせ」選択で作成の単品名の
一覧表示切替表示ができます。

補足情報
解凍前加熱の有無・加熱処理の必要性の選択、原材料配合割合
の表示ができます

コンタミネーション
コンタミネーション情報の入力ができます。

「BASIC版」の商品組立て
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「BASIC版」の基本情報　食品表示

一括表示（食品表示ラベル）
基本テンプレートをご用意。
お客様のオリジナルラベルデザインに一括で情報反映。※お客様の食品表示ラベルに合わせたテンプレートを弊社でお作りします。

※年間契約特典５点まで↓↓各種ラベルデザイン、承ります。

原産地情報表示数
原産地表示の数を指定できます。

栄養計算根拠選択
投入重量か加熱後重量（調節入
力も可）のどちらかをボタンの
切替で栄養計算ができます。

ラベルテンプレート。
クライアント同じ商品でもクライアントが違う場合「クライアントロゴ選択」画面からロゴの選択で
気鋭変えて登録できます。また、分別マークもご用意しております。

ロゴ・分別マーク・コメントを自由
に選択。
クライアント同じ商品でもクライアントが違う場合「ク
ライアントロゴ選択」画面からロゴの選択で気鋭変えて登
録できます。また、分別マークもご用意しております。

ラベル表示編集画面例ラベル表示画面例1

▼
▼

・名称　・原材料　・内容量　・賞味期限　・保存方法　・販売者　・製造者・JANコード

・調理情報・凍結前加熱の有無・加熱処理の必要性　・原材料配合割合　・レンジ加熱温度
ラベル反映情報項目

11 12

※お客様の食品表示ラベルに合わせたテンプレートを弊社でお作りします。
※年間契約特典５点まで↓↓各種ラベルデザイン、承ります。

クライアントロゴ選択

分別マーク選択

コメント選択

投入重量
加熱後重量
出来上り量直接入力

「BASIC版」の基本情報　食品表示
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「BASIC版」の基本情報　商品開発管理

メニュー開発にお役立ち
サンプルから商品決定までクライアントの提案要望を踏まえたシミュレーションが可能です。

クライアント対応
栄養計算を投入重量または加熱後重量で計算するこ
とができます。、クライアントの要望に応じてシミ
ュレーションが可能です。また、価格設定のシミュ
レーションも可能です。

商品管理データを出力
商品を開発、クライアントへのサンプル提案、開発
管理データとして提出

ラベル表示画面例

▼

13 14

開発管理出力　エクセル出力でクライアントへ商品提案ができます。

組立て　添加物一覧　 アレルギー一覧　     原産地一覧 組立て　資材一覧

見積書出力
クライアントごとに見積書の出力ができます。

規格書出力
自社商品の規格書出力ができます。

組立て　各種情報確認
組立て内容の各種情報を、タブの切り替えでラベル（一括表示）、栄養詳細、添加物、アレルギー、原産地、バランス情報を確認することができます。
●日本食品成分表2020(八訂）、アミノ酸成分表編・脂肪酸成分表編・炭水化物成分表編収載。※糖質の表示もあります。

栄養計算根拠選択
投入重量か加熱後重量のどちら
かをボタンの切替で栄養計算が
できます。

加熱後重量（出来上り）を直接入力
出来上がり重量を直接入力でより正確な組立てが可能です。

投入重量
加熱後重量
出来上り量直接入力

出来上り量直接入力

「BASIC版」の基本情報　商品開発管理
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加熱後重量
出来上り量直接入力

出来上り量直接入力

「BASIC版」の基本情報　商品開発管理
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「BASIC版」の各種設定

各種設定
各種区分等登録を行います。

原材料登録
成分表原材料検索、新規原材料（食品、添加物）登録を行います。

業務設定１
各種区分、コメント・パック種別等の各種設定を行います。

資材管理
各種資材の情報が登録できます。

業務設定2
人件費、包材費、配送費等の業者情報、各種経費等設定を行います。

アレルギー一覧
登録されている原材料のアレルギー情報を検索確認できます。

ファイル出力
仕込品、単品、詰合わせごとにCSV出力ができます。

各種印刷
ラベルと通常印刷を仕込品、単品、詰合わせごとに印刷ができます。

基準値設定
組立て作成時の栄養バランスの目標値の設定ができます。

原材料一覧
登録されている原材料一覧の検索確認することができます。

基準値設定
組立て作成時の栄養バランスの目標値の設定
ができます。

原材料管理
食品成分表を生鮮食品、加工品、添加物の分類で原材料として収載。新規での原材料追
加や原価情報等の入力を行います。

商品結果設定
商品サンプルの結果種別登録。

外部会社設定
設定の業者登録情報の区分等の設定。

各種経費設定
間接経費の設定。

各種経費設定
人件費の設定。

パック種別設定
パックごとのサイズ価格の登録。

各種設定
分類等の登録。

配送先設定
配送事業所の登録。

賞味期限設定
商品形態ごとに登録。

工場稼働日設定
製造スケジュールに反映。

菌検査項目設定
商品に対する菌検査項目を
設定。

担当者登録
見積りや発注の担当者を登
録します。

調理コメント設定
ラベルに反映させる調理コメント等を登録。

区分設定
商品の基本区分を登録。
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日本食品標準成分表のすべての成分値を、食
品・仕込み品・単品・セットのそれぞれで集
計できます。
また、組立の原材料ごとの栄養値も確認でき
ます。※規格書で作成した場合は正確な計算
値にはなりません。

作成中の組立て品の原材料に関する一覧が確
認できます

作成中の献立の栄養バランス統計が確認でき
ます。
栄養素のシミュレーション確認に便利です。

作成中の組立て品の原材料に関する一覧が原
材料ごとに確認できます

添加物一覧

栄養バランス
表示

作成中の組立て品の原材料に関する一覧が確
認できます。原産地一覧

アレルギー一覧

栄養詳細表示

仕込み品

単品

セット

原材料検索

規格書検索

仕込み品検索

単品検索

セット検索

組立
作成

検索

シンプルで簡単操作!
使う方の立場になってシステムを作りました。

●基本ソフトウェア……………………
●必要アプリケーション………………
●コンピュータ本体……………………
●メモリー………………………………
●ハードディスク空き容量……………
●プリンター……………………………
●ディスプレーの解像度…………………
●ディスプレーの文字……………………
Microsoft、Windows、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Windows   11 / 10 / 8.1 / 8 / 
Microsoft .NET Framework4.0以上
上記ソフトウェアが動作するパーソナルコンピュータ
４GＢ以上を推奨
２GＢ以上を推奨 
上記ソフトウェアで使用可能なプリンターおよびプリンタードライバ
1９２0×１０８0推奨
小１００%(既定)

仕込み品、単品、セットごとに組立品を作成
することができ、作成した仕込み品を単品や
詰合わせに、単品をセットで組み立てること
ができます。

以下成分表収載食品全てを検索で確認できます。
日本食品標準成分表2020年版（八訂）アミノ酸成分表編
日本食品標準成分表2020年版（八訂）脂肪酸成分表編日
本食品標準成分表2020年版（八訂）炭水化物成分表編
添加物

取り込んだ規格書データを一原材料として検索で
きます。

仕込み品、単品、セットごとに作成した組
立品を、名前、日付等で検索することがで
きます。

配合率表示

原価表示

原産地表示

用途

分類登録

写真登録

原材料登録

按分登録

資材登録

栄養計算根拠

栄養計算根拠

レシピ下処理

菌検査設定

画面リサイズ

セットトレイ
テンプレート

一括表示
テンプレート

ファイル出力

規格書取込み

経費

開発管理

ラベル出力

作成
補助

データ
管理

組み立て画面で原材料情報を配合率順に並べ
替えることができます。

組み立て画面で原材料に関する原価情報が表
示されます。

組み立て画面で原材料に関する原産地情報が
表示されます。

組み立て画面で添加物に関し必要な用途情報
が表示されます。

仕込み品、単品、セットの種類を区分するた
めに、分類を登録して使用できます。

スマホやデジタルカメラ等で撮った写真を簡
単に取り込み登録できます。

投入重量、加熱後重量のどちらかで栄養計算
ができます。

㎏単位で作成した仕込品をg単位で按分して
組み立て登録することができます。

各種資材（包材等）を登録、商品に使用する
資材を選択することにより経費連動します。

食品成分表に無い食品を新規で追加登録でき
ます。※栄養値は独自に調査していただく必
要があります。

一品献立画面でレシピと下処理情報を入力で
き印刷にも反映できます。

一括表示のデザインテンプレートを複数ご用
意。

組立て中のトレイ仕切りに商品の配置ができ
ます。

商品の菌検査の項目を設定できます。

画面をディスプレー全体に拡大できます。

作成データをCSV形式で出力でき、エクセル
等で使用することができます。

印刷で表示されるデータをCSV形式で出力し
ラベルプリンターで活用できます。
※ラベルプリンターでの設定が必要です。

エクセル形式の業者からの規格書のデータを一
括取り込み、組み立てに活用します。

人件費、包材費等の登録で商品単位の経費確
認ができます。

開発商品のクライアントへの提案内容の管理
ができます。

■「食品マイスター プレミア」動作環境

■「食品マイスター プレミア本体 」機能一覧

印刷

統計
データ

組立品詳細印刷組立品原材料印刷

「BASIC版」の印刷例

仕込品一覧        単品一覧　　   セット一覧

仕込品詳細      単品詳細　    セット詳細

仕込品原材料      単品原材料　 　 セット原材料

仕込品栄養詳細     単品栄養詳細　 　セット栄養詳細

  商品規格書　  基準値栄養詳細     　 見積書　

組立品栄養詳細印刷

栄養一覧印刷
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商品規格書印刷

栄養詳細印刷

簡易栄養印刷

組立品一覧印刷

原価計算書印刷

「BASIC版」の印刷例
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www.ai-site.com/eiyoukeisan/

マイスターシリーズのご案内

原材料組立てで食品表示と栄養計算
充実の機能で業務をサポート！

食品マイスター プレミア

企画開発販売元

e-mail HP http://www.ai-site.comai@ai-site.com

〒862-0924 熊本市中央区帯山7丁目12-61 B-3

www.ai-site.com/foodmeister/食品マイスター
食品表示
一括表示!

規格書
一括取込み！

アレルギー
確認OK!

安心の
バックアップ!

原価の
確認OK!

ラベル
テンプレート

Windows

Cloud

for

11/10/ 8 

お問い合わせ

お申し込みの流れ

HPよりお申込み
お客様情報入力 初期費用 無料

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

料金

1ライセンス
登録点数※1︓基本10,000点・商品500点

6,600円(税込） 71,280円(税込）

システムをダウンロード
お客様PCで起動確認

食品表示ラベル情報ご提供
ラベル情報をいただき弊社でラベルテンプレートを作成いたします。

サーバー設定
弊社でお客様用DBを設定します。

ご決済
銀行振込・クレジット・口座振替で事前ご決済いただきます。

システム稼働情報送付
メールをお送りします。

認証
お使いのPCで情報設定をしていただきます。

業務開始
各PCでログインしお使いください。

下記の場合は別途ご相談ください。

複数工場での原材料管理
本部・工場間のデータ連携

社内サーバー構築

食品製造販売管理

Premier

月払い 年払い

3ライセンス共有タイプ
登録点数※1︓基本10,000点・商品3,000点

16,500円(税込） 178,200円(税込）

月払い 年払い

※1　登録点数は累計の数字になります。
※基本数は「原材料」「規格書」「仕込品」合計の数字になります。

※商品点数は「単品」「詰合わせ」合計の数字になります。

5ライセンス共有タイプ
登録点数※1︓基本20,000点・商品10,000点

33,000円(税込） 356,400円(税込）

月払い 年払い

追加ライセンス　1ライセンス当り

5,500円(税込） 59,400円(税込）

月払い 年払い

本部工場共有タイプ　1工場当り

5,500円(税込） 59,400円(税込）

月払い 年払い

オリジナルラベル
テンプレート
作成

規格書
一括
取込み


