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・共同配送のための伝票作業の効率化が課題
・荷主固有の専用伝票から共通仕様の伝票への切り替えを検討
・共有フォーマット＋荷主固有デザインの帳票をUT/400 -iPDCで実現
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B 社用伝票 トラックNo.1

A 社用伝票 トラックNo. 2

B 社用伝票 トラックNo. 2
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