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本ソフトウェアは、車輌販売・車検整備業者様向けの総合サポートシステムです。本ソフトウェアは、車輌販売・車検整備業者様向けの総合サポートシステムです。本ソフトウェアは、車輌販売・車検整備業者様向けの総合サポートシステムです。本ソフトウェアは、車輌販売・車検整備業者様向けの総合サポートシステムです。    

車輌や車検・整備の見積書作成から売上・請求までの一般販売管理。発注仕入から在庫までの受入・商品管理。売掛・入金や買車輌や車検・整備の見積書作成から売上・請求までの一般販売管理。発注仕入から在庫までの受入・商品管理。売掛・入金や買車輌や車検・整備の見積書作成から売上・請求までの一般販売管理。発注仕入から在庫までの受入・商品管理。売掛・入金や買車輌や車検・整備の見積書作成から売上・請求までの一般販売管理。発注仕入から在庫までの受入・商品管理。売掛・入金や買

掛・支払いなどの入出金管理。売上に伴う項目別の金額集計。車検点検案内はもちろんのこと、顧客・車輌情報を基に各種帳票へ掛・支払いなどの入出金管理。売上に伴う項目別の金額集計。車検点検案内はもちろんのこと、顧客・車輌情報を基に各種帳票へ掛・支払いなどの入出金管理。売上に伴う項目別の金額集計。車検点検案内はもちろんのこと、顧客・車輌情報を基に各種帳票へ掛・支払いなどの入出金管理。売上に伴う項目別の金額集計。車検点検案内はもちろんのこと、顧客・車輌情報を基に各種帳票へ

の印刷や宛名印刷を行える顧客サービスなど、車輌販売・車検整備特有の各管理機能から各種サービスまでを総合的にサポートしの印刷や宛名印刷を行える顧客サービスなど、車輌販売・車検整備特有の各管理機能から各種サービスまでを総合的にサポートしの印刷や宛名印刷を行える顧客サービスなど、車輌販売・車検整備特有の各管理機能から各種サービスまでを総合的にサポートしの印刷や宛名印刷を行える顧客サービスなど、車輌販売・車検整備特有の各管理機能から各種サービスまでを総合的にサポートし

ます。また、ニューサービス機能として車輌故障の予防診断書作成が行え、車輌の入ます。また、ニューサービス機能として車輌故障の予防診断書作成が行え、車輌の入ます。また、ニューサービス機能として車輌故障の予防診断書作成が行え、車輌の入ます。また、ニューサービス機能として車輌故障の予防診断書作成が行え、車輌の入庫促進のツールとしてお使いいただけます。庫促進のツールとしてお使いいただけます。庫促進のツールとしてお使いいただけます。庫促進のツールとしてお使いいただけます。

予約管理機能も付いており、整備・車検の入庫予定、車輌販売や打ち合わせ日程などを把握し、予約の重複を予防し、スタッフの予約管理機能も付いており、整備・車検の入庫予定、車輌販売や打ち合わせ日程などを把握し、予約の重複を予防し、スタッフの予約管理機能も付いており、整備・車検の入庫予定、車輌販売や打ち合わせ日程などを把握し、予約の重複を予防し、スタッフの予約管理機能も付いており、整備・車検の入庫予定、車輌販売や打ち合わせ日程などを把握し、予約の重複を予防し、スタッフの

振り分けをスムーズに行うことができます。振り分けをスムーズに行うことができます。振り分けをスムーズに行うことができます。振り分けをスムーズに行うことができます。    

運用を簡単にするために、各種データを標準で搭載しており、キーボードの入力や検索の手間を軽減することができます。導入運用を簡単にするために、各種データを標準で搭載しており、キーボードの入力や検索の手間を軽減することができます。導入運用を簡単にするために、各種データを標準で搭載しており、キーボードの入力や検索の手間を軽減することができます。導入運用を簡単にするために、各種データを標準で搭載しており、キーボードの入力や検索の手間を軽減することができます。導入

当初から実業務を行うことができ、車輌販売・車検整備業者様の優良経営のお手伝いする強力なパートナーとしてお役に立ちます。当初から実業務を行うことができ、車輌販売・車検整備業者様の優良経営のお手伝いする強力なパートナーとしてお役に立ちます。当初から実業務を行うことができ、車輌販売・車検整備業者様の優良経営のお手伝いする強力なパートナーとしてお役に立ちます。当初から実業務を行うことができ、車輌販売・車検整備業者様の優良経営のお手伝いする強力なパートナーとしてお役に立ちます。 
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膨膨膨膨膨膨膨膨膨膨膨膨大大大大大大大大大大大大なななななななななななな各各各各各各各各各各各各種種種種種種種種種種種種デデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタのののののののののののの標標標標標標標標標標標標準準準準準準準準準準準準搭搭搭搭搭搭搭搭搭搭搭搭載載載載載載載載載載載載            
本ソフトウェアには、使用す本ソフトウェアには、使用す本ソフトウェアには、使用す本ソフトウェアには、使用する方のキーボードへの入力作業る方のキーボードへの入力作業る方のキーボードへの入力作業る方のキーボードへの入力作業    

を減らすため、以下のデータが標準で搭載されています。を減らすため、以下のデータが標準で搭載されています。を減らすため、以下のデータが標準で搭載されています。を減らすため、以下のデータが標準で搭載されています。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

日日日日
日日日日日日日日整整整整
整整整整整整整整連連連連
連連連連連連連連のののの
のののののののの標標標標

標標標標標標標標準準準準
準準準準準準準準作作作作
作作作作作作作作業業業業
業業業業業業業業点点点点
点点点点点点点点数数数数
数数数数数数数数表表表表
表表表表表表表表のののの
のののののののの搭搭搭搭
搭搭搭搭搭搭搭搭載載載載
載載載載載載載載    

日本自動車整備振興会連合より出版の‘日本自動車整備振興会連合より出版の‘日本自動車整備振興会連合より出版の‘日本自動車整備振興会連合より出版の‘93939393 年版からの標年版からの標年版からの標年版からの標

準作業点数表データを搭載しており、車種別の作業点数準作業点数表データを搭載しており、車種別の作業点数準作業点数表データを搭載しており、車種別の作業点数準作業点数表データを搭載しており、車種別の作業点数

表を用いて伝票作成が行えます。表を用いて伝票作成が行えます。表を用いて伝票作成が行えます。表を用いて伝票作成が行えます。 

型型型型
型型型型型型型型式式式式
式式式式式式式式・・・・
・・・・・・・・類類類類
類類類類類類類類別別別別
別別別別別別別別区区区区

区区区区区区区区分分分分
分分分分分分分分番番番番
番番番番番番番番号号号号
号号号号号号号号にににに
にににににににによよよよ
よよよよよよよよるるるる
るるるるるるるる車車車車
車車車車車車車車種種種種
種種種種種種種種デデデデ

デデデデデデデデーーーー
ーーーーーーーータタタタ
タタタタタタタタ貼貼貼貼
貼貼貼貼貼貼貼貼りりりり
りりりりりりりり付付付付
付付付付付付付付けけけけ
けけけけけけけけ             

‘‘‘‘93939393 年からの新規車輌の諸元データを搭載しており、車年からの新規車輌の諸元データを搭載しており、車年からの新規車輌の諸元データを搭載しており、車年からの新規車輌の諸元データを搭載しており、車

検証の型式・類別区分番号を入力することにより車種デ検証の型式・類別区分番号を入力することにより車種デ検証の型式・類別区分番号を入力することにより車種デ検証の型式・類別区分番号を入力することにより車種デ

ータを画面上に呼び出すことができます。ータを画面上に呼び出すことができます。ータを画面上に呼び出すことができます。ータを画面上に呼び出すことができます。 

車車車車
車車車車車車車車検検検検
検検検検検検検検証証証証
証証証証証証証証住住住住
住住住住住住住住所所所所

所所所所所所所所ココココ
ココココココココーーーー
ーーーーーーーードドドド
ドドドドドドドドのののの
のののののののの搭搭搭搭
搭搭搭搭搭搭搭搭載載載載
載載載載載載載載    

全国の車検証住所全国の車検証住所全国の車検証住所全国の車検証住所データを搭載しており、車検証データを搭載しており、車検証データを搭載しており、車検証データを搭載しており、車検証

記載の住所コードを入力することにより住所が記載の住所コードを入力することにより住所が記載の住所コードを入力することにより住所が記載の住所コードを入力することにより住所が

自動的に呼び出されます。自動的に呼び出されます。自動的に呼び出されます。自動的に呼び出されます。    

全全全全
全全全全全全全全国国国国
国国国国国国国国郵郵郵郵
郵郵郵郵郵郵郵郵便便便便
便便便便便便便便番番番番

番番番番番番番番号号号号
号号号号号号号号デデデデ
デデデデデデデデーーーー
ーーーーーーーータタタタ
タタタタタタタタのののの
のののののののの搭搭搭搭
搭搭搭搭搭搭搭搭載載載載
載載載載載載載載    

全国の郵便番号データを搭載しており、郵便番号全国の郵便番号データを搭載しており、郵便番号全国の郵便番号データを搭載しており、郵便番号全国の郵便番号データを搭載しており、郵便番号

から住所を呼び出すことができます。また、住所から住所を呼び出すことができます。また、住所から住所を呼び出すことができます。また、住所から住所を呼び出すことができます。また、住所

からも郵便番号を呼び出すことができますので、からも郵便番号を呼び出すことができますので、からも郵便番号を呼び出すことができますので、からも郵便番号を呼び出すことができますので、

煩わしい番号調べ作業もなくなります。煩わしい番号調べ作業もなくなります。煩わしい番号調べ作業もなくなります。煩わしい番号調べ作業もなくなります。    



カカカカカカカカカカカカンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタンンンンンンンンンンンン入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力・・・・・・・・・・・・かかかかかかかかかかかかんんんんんんんんんんんんたたたたたたたたたたたたんんんんんんんんんんんん検検検検検検検検検検検検索索索索索索索索索索索索            
データの入力には、キーボードタッチを少なくするためのデータの入力には、キーボードタッチを少なくするためのデータの入力には、キーボードタッチを少なくするためのデータの入力には、キーボードタッチを少なくするための    

工夫がされています。工夫がされています。工夫がされています。工夫がされています。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

車車車車
車車車車車車車車検検検検
検検検検検検検検証証証証
証証証証証証証証同同同同
同同同同同同同同等等等等

等等等等等等等等のののの
ののののののののフフフフ
フフフフフフフフォォォォ
ォォォォォォォォーーーー
ーーーーーーーーママママ
ママママママママッッッッ
ッッッッッッッットトトト
トトトトトトトト画画画画
画画画画画画画画面面面面
面面面面面面面面    

車輌データの入力では、画面が車検証と同等のフォーマ車輌データの入力では、画面が車検証と同等のフォーマ車輌データの入力では、画面が車検証と同等のフォーマ車輌データの入力では、画面が車検証と同等のフォーマ

ットを用いておりますので、項目に迷うことなく入力すットを用いておりますので、項目に迷うことなく入力すットを用いておりますので、項目に迷うことなく入力すットを用いておりますので、項目に迷うことなく入力す

ることができます。ることができます。ることができます。ることができます。    

五五五五
五五五五五五五五十十十十
十十十十十十十十音音音音
音音音音音音音音ボボボボ
ボボボボボボボボタタタタ

タタタタタタタタンンンン
ンンンンンンンンにににに
にににににににによよよよ
よよよよよよよよるるるる
るるるるるるるるカカカカ
カカカカカカカカンンンン
ンンンンンンンンタタタタ
タタタタタタタタンンンン
ンンンンンンンン呼呼呼呼
呼呼呼呼呼呼呼呼びびびび

びびびびびびびび出出出出
出出出出出出出出しししし
しししししししし             

顧客・車輌・伝票を呼び出す全ての画面には顧客・車輌・伝票を呼び出す全ての画面には顧客・車輌・伝票を呼び出す全ての画面には顧客・車輌・伝票を呼び出す全ての画面には「あ」～「わ」「あ」～「わ」「あ」～「わ」「あ」～「わ」

「全」といった五十音ボタンがついており、顧客の照会「全」といった五十音ボタンがついており、顧客の照会「全」といった五十音ボタンがついており、顧客の照会「全」といった五十音ボタンがついており、顧客の照会

名（フリガナ）を基に、選択されたボタンの頭文字で登名（フリガナ）を基に、選択されたボタンの頭文字で登名（フリガナ）を基に、選択されたボタンの頭文字で登名（フリガナ）を基に、選択されたボタンの頭文字で登

録されている顧客のみを簡単に検索することができま録されている顧客のみを簡単に検索することができま録されている顧客のみを簡単に検索することができま録されている顧客のみを簡単に検索することができま

す。車輌・伝票は顧客を選択することで一覧が表示され、す。車輌・伝票は顧客を選択することで一覧が表示され、す。車輌・伝票は顧客を選択することで一覧が表示され、す。車輌・伝票は顧客を選択することで一覧が表示され、

マウスでダブルクリックするだけで画面上に呼び出すこマウスでダブルクリックするだけで画面上に呼び出すこマウスでダブルクリックするだけで画面上に呼び出すこマウスでダブルクリックするだけで画面上に呼び出すこ

とができます。とができます。とができます。とができます。    

各各各各
各各各各各各各各種種種種
種種種種種種種種オオオオ
オオオオオオオオププププ
ププププププププシシシシ

シシシシシシシショョョョ
ョョョョョョョョンンンン
ンンンンンンンン・・・・
・・・・・・・・装装装装
装装装装装装装装備備備備
備備備備備備備備情情情情
情情情情情情情情報報報報
報報報報報報報報のののの
のののののののの登登登登
登登登登登登登登録録録録

録録録録録録録録    

車検証の情報だけではなく、オプションや装備の車検証の情報だけではなく、オプションや装備の車検証の情報だけではなく、オプションや装備の車検証の情報だけではなく、オプションや装備の

情報も車輌データとして登録できます。項目はコ情報も車輌データとして登録できます。項目はコ情報も車輌データとして登録できます。項目はコ情報も車輌データとして登録できます。項目はコ

ンボボックスによる学習方式とラジオボタンにンボボックスによる学習方式とラジオボタンにンボボックスによる学習方式とラジオボタンにンボボックスによる学習方式とラジオボタンに

よる選択方式を採用しているため、入力作業が軽よる選択方式を採用しているため、入力作業が軽よる選択方式を採用しているため、入力作業が軽よる選択方式を採用しているため、入力作業が軽

減されます。オプション・装備情報は、用品やタ減されます。オプション・装備情報は、用品やタ減されます。オプション・装備情報は、用品やタ減されます。オプション・装備情報は、用品やタ

イヤなど販売促進、整備時の情報としてご活用いイヤなど販売促進、整備時の情報としてご活用いイヤなど販売促進、整備時の情報としてご活用いイヤなど販売促進、整備時の情報としてご活用い

ただけます。ただけます。ただけます。ただけます。    

車車車車
車車車車車車車車輌輌輌輌
輌輌輌輌輌輌輌輌別別別別
別別別別別別別別のののの
のののののののの整整整整

整整整整整整整整備備備備
備備備備備備備備履履履履
履履履履履履履履歴歴歴歴
歴歴歴歴歴歴歴歴    

過去に行った車検や整備履歴を車輌別に保持さ過去に行った車検や整備履歴を車輌別に保持さ過去に行った車検や整備履歴を車輌別に保持さ過去に行った車検や整備履歴を車輌別に保持さ

れており、必要に応じ参照または印刷することがれており、必要に応じ参照または印刷することがれており、必要に応じ参照または印刷することがれており、必要に応じ参照または印刷することが

できます。所有者が移った場合でも、過去の所有できます。所有者が移った場合でも、過去の所有できます。所有者が移った場合でも、過去の所有できます。所有者が移った場合でも、過去の所有

者や所有期間とともに整備履歴も保存されてい者や所有期間とともに整備履歴も保存されてい者や所有期間とともに整備履歴も保存されてい者や所有期間とともに整備履歴も保存されてい

ます。ます。ます。ます。    



標標標標標標標標標標標標準準準準準準準準準準準準印印印印印印印印印印印印刷刷刷刷刷刷刷刷刷刷刷刷かかかかかかかかかかかからららららららららららら独独独独独独独独独独独独自自自自自自自自自自自自帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳票票票票票票票票票票票票とととととととととととといいいいいいいいいいいいっっっっっっっっっっっったたたたたたたたたたたた多多多多多多多多多多多多彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩なななななななななななな印印印印印印印印印印印印刷刷刷刷刷刷刷刷刷刷刷刷機機機機機機機機機機機機能能能能能能能能能能能能            

市販のタックシールから官製はがき、陸運局提出の法定帳票の市販のタックシールから官製はがき、陸運局提出の法定帳票の市販のタックシールから官製はがき、陸運局提出の法定帳票の市販のタックシールから官製はがき、陸運局提出の法定帳票の    

他に自作の文章などを印刷することができます。他に自作の文章などを印刷することができます。他に自作の文章などを印刷することができます。他に自作の文章などを印刷することができます。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

自自自自
自自自自自自自自賠賠賠賠
賠賠賠賠賠賠賠賠責責責責
責責責責責責責責証証証証
証証証証証証証証明明明明

明明明明明明明明書書書書
書書書書書書書書のののの
のののののののの発発発発
発発発発発発発発行行行行
行行行行行行行行    

自賠責証明書の発行が行えます。また、精算時の集計自賠責証明書の発行が行えます。また、精算時の集計自賠責証明書の発行が行えます。また、精算時の集計自賠責証明書の発行が行えます。また、精算時の集計

表も簡単に印刷することができます。ドットプリンタ表も簡単に印刷することができます。ドットプリンタ表も簡単に印刷することができます。ドットプリンタ表も簡単に印刷することができます。ドットプリンタ

およびレーザーおよびレーザーおよびレーザーおよびレーザープリンタのどちらにも対応できます。プリンタのどちらにも対応できます。プリンタのどちらにも対応できます。プリンタのどちらにも対応できます。

また、収納印の印影を取り込むことができます。また、収納印の印影を取り込むことができます。また、収納印の印影を取り込むことができます。また、収納印の印影を取り込むことができます。損保損保損保損保

会社合同運用の自賠責保険発券システム『会社合同運用の自賠責保険発券システム『会社合同運用の自賠責保険発券システム『会社合同運用の自賠責保険発券システム『eeee----JIBAIJIBAIJIBAIJIBAI』と』と』と』と

の連接も可能です。の連接も可能です。の連接も可能です。の連接も可能です。    

案案案案
案案案案案案案案内内内内
内内内内内内内内状状状状
状状状状状状状状へへへへ
へへへへへへへへのののの

のののののののの宛宛宛宛
宛宛宛宛宛宛宛宛名名名名
名名名名名名名名シシシシ
シシシシシシシシーーーー
ーーーーーーーールルルル
ルルルルルルルルおおおお
おおおおおおおおよよよよ
よよよよよよよよびびびび
びびびびびびびび官官官官
官官官官官官官官製製製製

製製製製製製製製はははは
ははははははははがががが
ががががががががきききき
きききききききき印印印印
印印印印印印印印刷刷刷刷
刷刷刷刷刷刷刷刷             

顧客の条件抽出により、特定顧客の顧客の条件抽出により、特定顧客の顧客の条件抽出により、特定顧客の顧客の条件抽出により、特定顧客の宛名シール印刷や官宛名シール印刷や官宛名シール印刷や官宛名シール印刷や官

製はがきへの宛名印刷が行えます。ユーザー定義設定を製はがきへの宛名印刷が行えます。ユーザー定義設定を製はがきへの宛名印刷が行えます。ユーザー定義設定を製はがきへの宛名印刷が行えます。ユーザー定義設定を

使用することにより、独自の宛名フォームで印刷するこ使用することにより、独自の宛名フォームで印刷するこ使用することにより、独自の宛名フォームで印刷するこ使用することにより、独自の宛名フォームで印刷するこ

とも可能です。とも可能です。とも可能です。とも可能です。    

法法法法
法法法法法法法法定定定定
定定定定定定定定帳帳帳帳
帳帳帳帳帳帳帳帳票票票票
票票票票票票票票へへへへ

へへへへへへへへのののの
のののののののの対対対対
対対対対対対対対応応応応
応応応応応応応応    

車検時に必要な指定整備記録簿や重量税納付書など法車検時に必要な指定整備記録簿や重量税納付書など法車検時に必要な指定整備記録簿や重量税納付書など法車検時に必要な指定整備記録簿や重量税納付書など法

定帳票へ印刷が行えます。陸運局により異なるフォー定帳票へ印刷が行えます。陸運局により異なるフォー定帳票へ印刷が行えます。陸運局により異なるフォー定帳票へ印刷が行えます。陸運局により異なるフォー

マットや専用様式へも対応できます。マットや専用様式へも対応できます。マットや専用様式へも対応できます。マットや専用様式へも対応できます。    

古古古古
古古古古古古古古物物物物
物物物物物物物物台台台台
台台台台台台台台帳帳帳帳
帳帳帳帳帳帳帳帳    

車輌の仕入れ、下取・販売に伴う買入・払出を古物台帳車輌の仕入れ、下取・販売に伴う買入・払出を古物台帳車輌の仕入れ、下取・販売に伴う買入・払出を古物台帳車輌の仕入れ、下取・販売に伴う買入・払出を古物台帳

へ自動的に登録します。これにより従来の手書きによるへ自動的に登録します。これにより従来の手書きによるへ自動的に登録します。これにより従来の手書きによるへ自動的に登録します。これにより従来の手書きによる

台帳作成がなくなります。台帳作成がなくなります。台帳作成がなくなります。台帳作成がなくなります。    



応応応応応応応応応応応応用用用用用用用用用用用用力力力力力力力力力力力力ののののののののののののああああああああああああるるるるるるるるるるるる売売売売売売売売売売売売上上上上上上上上上上上上・・・・・・・・・・・・入入入入入入入入入入入入金金金金金金金金金金金金処処処処処処処処処処処処理理理理理理理理理理理理            
本ソフト本ソフト本ソフト本ソフトウェアは月次繰越による金額の固定化や自動削除ウェアは月次繰越による金額の固定化や自動削除ウェアは月次繰越による金額の固定化や自動削除ウェアは月次繰越による金額の固定化や自動削除    

といった処理は行いません。従って、過去の伝票・請求書といった処理は行いません。従って、過去の伝票・請求書といった処理は行いません。従って、過去の伝票・請求書といった処理は行いません。従って、過去の伝票・請求書    

などを必要に応じて再発行や金額・日付の修正、入金処理などを必要に応じて再発行や金額・日付の修正、入金処理などを必要に応じて再発行や金額・日付の修正、入金処理などを必要に応じて再発行や金額・日付の修正、入金処理    

といった業務を常時行うことができます。使用者側を考えといった業務を常時行うことができます。使用者側を考えといった業務を常時行うことができます。使用者側を考えといった業務を常時行うことができます。使用者側を考え    

た優しいシステムです。た優しいシステムです。た優しいシステムです。た優しいシステムです。    

印刷はドット・レーザープリンタの両方に対応しています。印刷はドット・レーザープリンタの両方に対応しています。印刷はドット・レーザープリンタの両方に対応しています。印刷はドット・レーザープリンタの両方に対応しています。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

在在在在
在在在在在在在在庫庫庫庫
庫庫庫庫庫庫庫庫部部部部
部部部部部部部部品品品品
品品品品品品品品・・・・

・・・・・・・・車車車車
車車車車車車車車輌輌輌輌
輌輌輌輌輌輌輌輌とととと
とととととととと売売売売
売売売売売売売売上上上上
上上上上上上上上のののの
のののののののの連連連連
連連連連連連連連動動動動
動動動動動動動動    

在庫部品・車輌と整備・車輌販売売上が連動されており、売在庫部品・車輌と整備・車輌販売売上が連動されており、売在庫部品・車輌と整備・車輌販売売上が連動されており、売在庫部品・車輌と整備・車輌販売売上が連動されており、売

上登録することにより自動的に在庫が減少していきます。上登録することにより自動的に在庫が減少していきます。上登録することにより自動的に在庫が減少していきます。上登録することにより自動的に在庫が減少していきます。    

作作作作
作作作作作作作作業業業業

業業業業業業業業セセセセ
セセセセセセセセッッッッ

ッッッッッッッットトトト
トトトトトトトトママママ

ママママママママスススス
ススススススススタタタタ

タタタタタタタタやややや
やややややややや伝伝伝伝

伝伝伝伝伝伝伝伝票票票票
票票票票票票票票複複複複

複複複複複複複複写写写写
写写写写写写写写にににに

にににににににによよよよ
よよよよよよよよるるるる

るるるるるるるる明明明明
明明明明明明明明細細細細

細細細細細細細細作作作作
作作作作作作作作成成成成

成成成成成成成成のののの
のののののののの

簡簡簡簡
簡簡簡簡簡簡簡簡略略略略
略略略略略略略略化化化化
化化化化化化化化             

作業名を組み合わせてセットマスタとして登録し、伝票へ簡作業名を組み合わせてセットマスタとして登録し、伝票へ簡作業名を組み合わせてセットマスタとして登録し、伝票へ簡作業名を組み合わせてセットマスタとして登録し、伝票へ簡

単に呼び出すことができます。また、過去発行した他伝票の単に呼び出すことができます。また、過去発行した他伝票の単に呼び出すことができます。また、過去発行した他伝票の単に呼び出すことができます。また、過去発行した他伝票の

明細をコピーし、よりスピーディに明細を作ることができま明細をコピーし、よりスピーディに明細を作ることができま明細をコピーし、よりスピーディに明細を作ることができま明細をコピーし、よりスピーディに明細を作ることができま

す。す。す。す。    

粗粗粗粗
粗粗粗粗粗粗粗粗利利利利
利利利利利利利利金金金金
金金金金金金金金額額額額
額額額額額額額額のののの

のののののののの登登登登
登登登登登登登登録録録録
録録録録録録録録    

伝票作成時に粗利金額の登録が行え、月度伝票作成時に粗利金額の登録が行え、月度伝票作成時に粗利金額の登録が行え、月度伝票作成時に粗利金額の登録が行え、月度

別の粗利集計機能に反映させることがで別の粗利集計機能に反映させることがで別の粗利集計機能に反映させることがで別の粗利集計機能に反映させることがで

きます。きます。きます。きます。    

別別別別
別別別別別別別別請請請請
請請請請請請請請求求求求
求求求求求求求求先先先先
先先先先先先先先へへへへ

へへへへへへへへのののの
のののののののの対対対対
対対対対対対対対応応応応
応応応応応応応応    

整備を行う車輌の所有顧客ではなく、別の整備を行う車輌の所有顧客ではなく、別の整備を行う車輌の所有顧客ではなく、別の整備を行う車輌の所有顧客ではなく、別の

顧客に対して請求書と売掛データを発行顧客に対して請求書と売掛データを発行顧客に対して請求書と売掛データを発行顧客に対して請求書と売掛データを発行

登録することができます。この場合でも登録することができます。この場合でも登録することができます。この場合でも登録することができます。この場合でも、、、、

整備履歴は該当車輌に保存されます。整備履歴は該当車輌に保存されます。整備履歴は該当車輌に保存されます。整備履歴は該当車輌に保存されます。    

車車車車
車車車車車車車車輌輌輌輌
輌輌輌輌輌輌輌輌見見見見
見見見見見見見見積積積積
積積積積積積積積もももも

ももももももももりりりり
りりりりりりりりかかかか
かかかかかかかからららら
らららららららら名名名名
名名名名名名名名義義義義
義義義義義義義義登登登登
登登登登登登登登録録録録
録録録録録録録録まままま
ままままままままでででで
ででででででででのののの

のののののののの車車車車
車車車車車車車車輌輌輌輌
輌輌輌輌輌輌輌輌販販販販
販販販販販販販販売売売売
売売売売売売売売    

整備工場別に所有している車輌見積書に合わせて本ソフト整備工場別に所有している車輌見積書に合わせて本ソフト整備工場別に所有している車輌見積書に合わせて本ソフト整備工場別に所有している車輌見積書に合わせて本ソフト

ウェアの項目を設定することが可能で、現在の用紙を併用ウェアの項目を設定することが可能で、現在の用紙を併用ウェアの項目を設定することが可能で、現在の用紙を併用ウェアの項目を設定することが可能で、現在の用紙を併用

して使うことができます。また、名義登録処理により車輌して使うことができます。また、名義登録処理により車輌して使うことができます。また、名義登録処理により車輌して使うことができます。また、名義登録処理により車輌

売上が行え、在庫車輌が顧客へと自動的に移行されます。売上が行え、在庫車輌が顧客へと自動的に移行されます。売上が行え、在庫車輌が顧客へと自動的に移行されます。売上が行え、在庫車輌が顧客へと自動的に移行されます。    



豊豊豊豊豊豊豊豊豊豊豊豊富富富富富富富富富富富富なななななななななななな集集集集集集集集集集集集計計計計計計計計計計計計機機機機機機機機機機機機能能能能能能能能能能能能やややややややややややや予予予予予予予予予予予予約約約約約約約約約約約約管管管管管管管管管管管管理理理理理理理理理理理理、、、、、、、、、、、、ﾌﾌﾌﾌﾌﾌﾌﾌﾌﾌﾌﾌｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫｫﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛｰーーーーーーーーーーーｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｯｯｯｯｯｯｯｯｯｯｯｯﾌﾌﾌﾌﾌﾌﾌﾌﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚機機機機機機機機機機機機能能能能能能能能能能能能            

毎月発行する合計請求書や経営状況を把握するための売上金額毎月発行する合計請求書や経営状況を把握するための売上金額毎月発行する合計請求書や経営状況を把握するための売上金額毎月発行する合計請求書や経営状況を把握するための売上金額    

を項目別に集計・印刷することができます。また、予約管理にを項目別に集計・印刷することができます。また、予約管理にを項目別に集計・印刷することができます。また、予約管理にを項目別に集計・印刷することができます。また、予約管理に    

より入庫把握やスより入庫把握やスより入庫把握やスより入庫把握やスケジュール管理が行え、フォローアップ機能ケジュール管理が行え、フォローアップ機能ケジュール管理が行え、フォローアップ機能ケジュール管理が行え、フォローアップ機能    

により顧客へのアフターサービスやアプローチをサポートします。により顧客へのアフターサービスやアプローチをサポートします。により顧客へのアフターサービスやアプローチをサポートします。により顧客へのアフターサービスやアプローチをサポートします。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
予予予予
予予予予予予予予算算算算
算算算算算算算算／／／／
／／／／／／／／実実実実
実実実実実実実実績績績績

績績績績績績績績集集集集
集集集集集集集集計計計計
計計計計計計計計機機機機
機機機機機機機機能能能能
能能能能能能能能    

自社の年度末月の登録により、年度別に各売上自社の年度末月の登録により、年度別に各売上自社の年度末月の登録により、年度別に各売上自社の年度末月の登録により、年度別に各売上

項目へ予算登録が行えます。必要に項目へ予算登録が行えます。必要に項目へ予算登録が行えます。必要に項目へ予算登録が行えます。必要に応じ、実績応じ、実績応じ、実績応じ、実績

金額を集計させ、予算との対比率を参照・印刷・金額を集計させ、予算との対比率を参照・印刷・金額を集計させ、予算との対比率を参照・印刷・金額を集計させ、予算との対比率を参照・印刷・

グラフ化することができます。グラフ化することができます。グラフ化することができます。グラフ化することができます。    

    

顧顧顧顧
顧顧顧顧顧顧顧顧客客客客
客客客客客客客客別別別別
別別別別別別別別締締締締
締締締締締締締締めめめめ

めめめめめめめめ日日日日
日日日日日日日日にににに
にににににににによよよよ
よよよよよよよよるるるる
るるるるるるるる請請請請
請請請請請請請請求求求求
求求求求求求求求集集集集
集集集集集集集集計計計計
計計計計計計計計    

自社締日とは別に、顧客別の締日設定が行えま自社締日とは別に、顧客別の締日設定が行えま自社締日とは別に、顧客別の締日設定が行えま自社締日とは別に、顧客別の締日設定が行えま

す。これにより顧客別の請求書発行が簡単に行す。これにより顧客別の請求書発行が簡単に行す。これにより顧客別の請求書発行が簡単に行す。これにより顧客別の請求書発行が簡単に行

えます。えます。えます。えます。    

担担担担
担担担担担担担担当当当当
当当当当当当当当者者者者
者者者者者者者者別別別別
別別別別別別別別・・・・
・・・・・・・・作作作作
作作作作作作作作業業業業
業業業業業業業業区区区区
区区区区区区区区分分分分
分分分分分分分分別別別別
別別別別別別別別・・・・
・・・・・・・・顧顧顧顧
顧顧顧顧顧顧顧顧客客客客
客客客客客客客客別別別別
別別別別別別別別・・・・
・・・・・・・・車車車車
車車車車車車車車種種種種
種種種種種種種種別別別別
別別別別別別別別販販販販
販販販販販販販販売売売売
売売売売売売売売・・・・
・・・・・・・・

粗粗粗粗
粗粗粗粗粗粗粗粗利利利利
利利利利利利利利なななな
ななななななななどどどど
どどどどどどどどのののの

のののののののの各各各各
各各各各各各各各種種種種
種種種種種種種種集集集集
集集集集集集集集計計計計
計計計計計計計計機機機機
機機機機機機機機能能能能
能能能能能能能能             

一般整備や車検から車輌販売、仕入などの金額を、一般整備や車検から車輌販売、仕入などの金額を、一般整備や車検から車輌販売、仕入などの金額を、一般整備や車検から車輌販売、仕入などの金額を、16161616

種類もの項目に分けて集計し、種類もの項目に分けて集計し、種類もの項目に分けて集計し、種類もの項目に分けて集計し、経営分析にお役立てい経営分析にお役立てい経営分析にお役立てい経営分析にお役立てい

ただけます。ただけます。ただけます。ただけます。    

予予予予
予予予予予予予予約約約約
約約約約約約約約管管管管
管管管管管管管管理理理理
理理理理理理理理にににに

にににににににによよよよ
よよよよよよよよるるるる
るるるるるるるる入入入入
入入入入入入入入庫庫庫庫
庫庫庫庫庫庫庫庫把把把把
把把把把把把把把握握握握
握握握握握握握握    

整備・車検の入庫予定のほか、打ち合わせや車輌販売整備・車検の入庫予定のほか、打ち合わせや車輌販売整備・車検の入庫予定のほか、打ち合わせや車輌販売整備・車検の入庫予定のほか、打ち合わせや車輌販売

の予約をカレンダー上に登録することができ、入庫把の予約をカレンダー上に登録することができ、入庫把の予約をカレンダー上に登録することができ、入庫把の予約をカレンダー上に登録することができ、入庫把

握や予約の重複を防ぎ、担当者のスケジュール管理が握や予約の重複を防ぎ、担当者のスケジュール管理が握や予約の重複を防ぎ、担当者のスケジュール管理が握や予約の重複を防ぎ、担当者のスケジュール管理が

行えます。行えます。行えます。行えます。    

    

フフフフ
フフフフフフフフォォォォ
ォォォォォォォォロロロロ
ロロロロロロロローーーー
ーーーーーーーーアアアア

アアアアアアアアッッッッ
ッッッッッッッッププププ
ププププププププ機機機機
機機機機機機機機能能能能
能能能能能能能能    

フォローアップとは、車輌の部品の交換時期や点検時フォローアップとは、車輌の部品の交換時期や点検時フォローアップとは、車輌の部品の交換時期や点検時フォローアップとは、車輌の部品の交換時期や点検時

期、その他任意の内容を期限指定により抽出させ、該期、その他任意の内容を期限指定により抽出させ、該期、その他任意の内容を期限指定により抽出させ、該期、その他任意の内容を期限指定により抽出させ、該

当顧客車輌の一覧印刷や顧客に対してタックシールや当顧客車輌の一覧印刷や顧客に対してタックシールや当顧客車輌の一覧印刷や顧客に対してタックシールや当顧客車輌の一覧印刷や顧客に対してタックシールや

ハガキ印刷などが行え、アプローチ・入庫促進をハガキ印刷などが行え、アプローチ・入庫促進をハガキ印刷などが行え、アプローチ・入庫促進をハガキ印刷などが行え、アプローチ・入庫促進をサポサポサポサポ

ートするためのツールです。ートするためのツールです。ートするためのツールです。ートするためのツールです。    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

顧顧顧顧    客客客客    情情情情    報報報報    

全全全全
全全全全全全全全国国国国

国国国国国国国国のののの
のののののののの郵郵郵郵

郵郵郵郵郵郵郵郵便便便便
便便便便便便便便番番番番

番番番番番番番番号号号号
号号号号号号号号デデデデ

デデデデデデデデーーーー
ーーーーーーーータタタタ

タタタタタタタタとととと
とととととととと車車車車

車車車車車車車車検検検検
検検検検検検検検証証証証

証証証証証証証証住住住住
住住住住住住住住所所所所

所所所所所所所所ココココ
ココココココココーーーー

ーーーーーーーードドドド
ドドドドドドドドデデデデ

デデデデデデデデーーーー
ーーーーーーーータタタタ

タタタタタタタタをををを
をををををををを搭搭搭搭

搭搭搭搭搭搭搭搭載載載載
載載載載載載載載しししし

ししししししししてててて
てててててててていいいい

いいいいいいいいまままま
まままままままますすすす

すすすすすすすすのののの
ののののののののでででで

でででででででで、、、、
、、、、、、、、煩煩煩煩

煩煩煩煩煩煩煩煩わわわわ
わわわわわわわわしししし

ししししししししいいいい
いいいいいいいい入入入入

入入入入入入入入力力力力
力力力力力力力力

のののの
のののののののの手手手手

手手手手手手手手間間間間
間間間間間間間間がががが

がががががががが大大大大
大大大大大大大大幅幅幅幅

幅幅幅幅幅幅幅幅にににに
にににににににに軽軽軽軽

軽軽軽軽軽軽軽軽減減減減
減減減減減減減減ささささ

さささささささされれれれ
れれれれれれれれまままま

まままままままますすすす
すすすすすすすす。。。。

。。。。。。。。まままま
ままままままままたたたた

たたたたたたたた、、、、
、、、、、、、、一一一一

一一一一一一一一般般般般
般般般般般般般般情情情情

情情情情情情情情報報報報
報報報報報報報報のののの

のののののののの他他他他
他他他他他他他他にににに

にににににににに免免免免
免免免免免免免免許許許許

許許許許許許許許証証証証
証証証証証証証証種種種種

種種種種種種種種類類類類
類類類類類類類類、、、、

、、、、、、、、家家家家
家家家家家家家家族族族族

族族族族族族族族情情情情
情情情情情情情情報報報報

報報報報報報報報やややや
ややややややややララララ

ラララララララランンンン
ンンンンンンンンクククク

ククククククククなななな
なななななななな

どどどど
どどどどどどどどもももも

もももももももも登登登登
登登登登登登登登録録録録

録録録録録録録録でででで
でででででででできききき

ききききききききまままま
まままままままますすすす

すすすすすすすす。。。。
。。。。。。。。             

    

売売売売
売売売売売売売売上上上上

上上上上上上上上履履履履
履履履履履履履履歴歴歴歴

歴歴歴歴歴歴歴歴がががが
がががががががが簡簡簡簡

簡簡簡簡簡簡簡簡単単単単
単単単単単単単単にににに

にににににににに参参参参
参参参参参参参参照照照照

照照照照照照照照でででで
でででででででできききき

きききききききき、、、、
、、、、、、、、一一一一

一一一一一一一一般般般般
般般般般般般般般情情情情

情情情情情情情情報報報報
報報報報報報報報のののの

のののののののの他他他他
他他他他他他他他にににに

にににににににに免免免免
免免免免免免免免許許許許

許許許許許許許許証証証証
証証証証証証証証種種種種

種種種種種種種種類類類類
類類類類類類類類、、、、

、、、、、、、、家家家家
家家家家家家家家族族族族

族族族族族族族族情情情情
情情情情情情情情報報報報

報報報報報報報報やややや
ややややややややララララ

ラララララララランンンン
ンンンンンンンンクククク

ククククククククなななな
ななななななななどどどど

どどどどどどどどもももも
もももももももも登登登登

登登登登登登登登録録録録
録録録録録録録録

でででで
でででででででできききき

ききききききききまままま
まままままままますすすす

すすすすすすすす。。。。
。。。。。。。。             

            

    

    「「「「ああああ」～「」～「」～「」～「わわわわ」」」」ボタンによりボタンによりボタンによりボタンにより顧客呼顧客呼顧客呼顧客呼びびびび出出出出しがしがしがしが簡単簡単簡単簡単にににに行行行行えますえますえますえます。。。。    

    細細細細かなかなかなかな顧客条件検索顧客条件検索顧客条件検索顧客条件検索がががが可能可能可能可能ですですですです。。。。検索後検索後検索後検索後にににに一覧印刷一覧印刷一覧印刷一覧印刷やタックシール・はがきやタックシール・はがきやタックシール・はがきやタックシール・はがき印刷印刷印刷印刷がががが行行行行ええええ、、、、顧客顧客顧客顧客およびおよびおよびおよび所有車輌所有車輌所有車輌所有車輌データをデータをデータをデータを他他他他のソフトウェアでものソフトウェアでものソフトウェアでものソフトウェアでも利利利利

用用用用できるようにテキストできるようにテキストできるようにテキストできるようにテキスト形式形式形式形式でででで出力出力出力出力することもできますすることもできますすることもできますすることもできます。。。。 



 

 

 

顧客車輌情報顧客車輌情報顧客車輌情報顧客車輌情報    

車車車車
車車車車車車車車検検検検

検検検検検検検検証証証証
証証証証証証証証フフフフ

フフフフフフフフォォォォ
ォォォォォォォォーーーー

ーーーーーーーーママママ
ママママママママッッッッ

ッッッッッッッットトトト
トトトトトトトト画画画画

画画画画画画画画面面面面
面面面面面面面面をををを

をををををををを採採採採
採採採採採採採採用用用用

用用用用用用用用。。。。
。。。。。。。。入入入入

入入入入入入入入力力力力
力力力力力力力力時時時時

時時時時時時時時のののの
のののののののの迷迷迷迷

迷迷迷迷迷迷迷迷うううう
ううううううううここここ

こここここここことととと
ととととととととなななな

ななななななななくくくく
くくくくくくくく車車車車

車車車車車車車車検検検検
検検検検検検検検証証証証

証証証証証証証証情情情情
情情情情情情情情報報報報

報報報報報報報報をををを
ををををををををいいいい

いいいいいいいいちちちち
ちちちちちちちち早早早早

早早早早早早早早くくくく
くくくくくくくく入入入入

入入入入入入入入力力力力
力力力力力力力力すすすす

すすすすすすすするるるる
るるるるるるるる

ここここ
こここここここことととと

ととととととととがががが
ががががががががでででで

でででででででできききき
ききききききききまままま

まままままままますすすす
すすすすすすすす。。。。

。。。。。。。。まままま
ままままままままたたたた

たたたたたたたた、、、、
、、、、、、、、類類類類

類類類類類類類類別別別別
別別別別別別別別区区区区

区区区区区区区区分分分分
分分分分分分分分番番番番

番番番番番番番番号号号号
号号号号号号号号にににに

にににににににによよよよ
よよよよよよよよりりりり

りりりりりりりり車車車車
車車車車車車車車種種種種

種種種種種種種種情情情情
情情情情情情情情報報報報

報報報報報報報報をををを
をををををををを簡簡簡簡

簡簡簡簡簡簡簡簡単単単単
単単単単単単単単にににに

にににににににに呼呼呼呼
呼呼呼呼呼呼呼呼びびびび

びびびびびびびび出出出出
出出出出出出出出すすすす

すすすすすすすすここここ
こここここここことととと

とととととととともももも
ももももももももでででで

でででででででできききき
ききききききききまままま

まままままままますすすす
すすすすすすすす。。。。

。。。。。。。。            

            

            

車車車車
車車車車車車車車輌輌輌輌

輌輌輌輌輌輌輌輌デデデデ
デデデデデデデデーーーー

ーーーーーーーータタタタ
タタタタタタタタとととと

ととととととととしししし
ししししししししてててて

ててててててててオオオオ
オオオオオオオオププププ

ププププププププシシシシ
シシシシシシシショョョョ

ョョョョョョョョンンンン
ンンンンンンンン・・・・

・・・・・・・・装装装装
装装装装装装装装備備備備

備備備備備備備備情情情情
情情情情情情情情報報報報

報報報報報報報報をををを
をををををををを多多多多

多多多多多多多多数数数数
数数数数数数数数登登登登

登登登登登登登登録録録録
録録録録録録録録でででで

でででででででできききき
ききききききききまままま

まままままままますすすす
すすすすすすすすのののの

ののののののののでででで
でででででででで、、、、

、、、、、、、、オオオオ
オオオオオオオオププププ

ププププププププシシシシ
シシシシシシシショョョョ

ョョョョョョョョンンンン
ンンンンンンンン販販販販

販販販販販販販販売売売売
売売売売売売売売なななな

ななななななななどどどど
どどどどどどどど

にににに
ににににににににもももも

もももももももも役役役役
役役役役役役役役立立立立

立立立立立立立立ちちちち
ちちちちちちちちまままま

まままままままますすすす
すすすすすすすす。。。。

。。。。。。。。             

所所所所
所所所所所所所所有有有有

有有有有有有有有者者者者
者者者者者者者者移移移移

移移移移移移移移動動動動
動動動動動動動動にににに

ににににににににつつつつ
つつつつつつつついいいい

いいいいいいいいてててて
ててててててててもももも

もももももももも対対対対
対対対対対対対対応応応応

応応応応応応応応しししし
ししししししししてててて

てててててててておおおお
おおおおおおおおりりりり

りりりりりりりり、、、、
、、、、、、、、もももも

ももももももももちちちち
ちちちちちちちちろろろろ

ろろろろろろろろんんんん
んんんんんんんん整整整整

整整整整整整整整備備備備
備備備備備備備備履履履履

履履履履履履履履歴歴歴歴
歴歴歴歴歴歴歴歴もももも

もももももももも継継継継
継継継継継継継継承承承承

承承承承承承承承ささささ
さささささささされれれれ

れれれれれれれれてててて
てててててててていいいい

いいいいいいいいまままま
まままままままますすすす

すすすすすすすす。。。。
。。。。。。。。             

            

    フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ情報情報情報情報のののの登録登録登録登録がががが行行行行えますえますえますえます。。。。用品用品用品用品・・・・装備品装備品装備品装備品のののの販売促進販売促進販売促進販売促進、、、、アフターフォローなどにアフターフォローなどにアフターフォローなどにアフターフォローなどに役立役立役立役立ちますちますちますちます。。。。    

    自賠責保険自賠責保険自賠責保険自賠責保険、、、、自動車保険自動車保険自動車保険自動車保険、、、、そのそのそのその他任意他任意他任意他任意のののの保険情報保険情報保険情報保険情報がががが登録登録登録登録できますできますできますできます。。。。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備伝票整備伝票整備伝票整備伝票    
    
        作作作作

作作作作作作作作業業業業
業業業業業業業業明明明明

明明明明明明明明細細細細
細細細細細細細細のののの

のののののののの各各各各
各各各各各各各各行行行行

行行行行行行行行ごごごご
ごごごごごごごごとととと

ととととととととにににに
にににににににに課課課課

課課課課課課課課税税税税
税税税税税税税税・・・・

・・・・・・・・非非非非
非非非非非非非非課課課課

課課課課課課課課税税税税
税税税税税税税税をををを

をををををををを設設設設
設設設設設設設設定定定定

定定定定定定定定でででで
でででででででできききき

ききききききききるるるる
るるるるるるるるのののの

ののののののののでででで
でででででででで、、、、

、、、、、、、、

保保保保
保保保保保保保保 険険険険

険険険険険険険険 絡絡絡絡
絡絡絡絡絡絡絡絡 みみみみ

みみみみみみみみ のののの
のののののののの 複複複複

複複複複複複複複 雑雑雑雑
雑雑雑雑雑雑雑雑 なななな

なななななななな 伝伝伝伝
伝伝伝伝伝伝伝伝 票票票票

票票票票票票票票 もももも
もももももももも 簡簡簡簡

簡簡簡簡簡簡簡簡 単単単単
単単単単単単単単 にににに

にににににににに 作作作作
作作作作作作作作 成成成成

成成成成成成成成 すすすす
すすすすすすすす るるるる

るるるるるるるる ここここ
ここここここここ とととと

とととととととと がががが
がががががががが でででで

でででででででで きききき
きききききききき まままま

まままままままま

すすすす
すすすすすすすす。。。。

。。。。。。。。             

まままま
ままままままままたたたた

たたたたたたたた、、、、
、、、、、、、、印印印印

印印印印印印印印刷刷刷刷
刷刷刷刷刷刷刷刷ささささ

さささささささされれれれ
れれれれれれれれるるるる

るるるるるるるる請請請請
請請請請請請請請求求求求

求求求求求求求求顧顧顧顧
顧顧顧顧顧顧顧顧客客客客

客客客客客客客客名名名名
名名名名名名名名とととと

とととととととと売売売売
売売売売売売売売掛掛掛掛

掛掛掛掛掛掛掛掛先先先先
先先先先先先先先をををを

をををををををを別別別別
別別別別別別別別顧顧顧顧

顧顧顧顧顧顧顧顧客客客客
客客客客客客客客にににに

ににににににににすすすす
すすすすすすすするるるる

るるるるるるるる機機機機
機機機機機機機機

能能能能
能能能能能能能能やややや

やややややややや、、、、
、、、、、、、、クククク

ククククククククレレレレ
レレレレレレレレジジジジ

ジジジジジジジジッッッッ
ッッッッッッッットトトト

トトトトトトトト試試試試
試試試試試試試試算算算算

算算算算算算算算、、、、
、、、、、、、、粗粗粗粗

粗粗粗粗粗粗粗粗利利利利
利利利利利利利利登登登登

登登登登登登登登録録録録
録録録録録録録録なななな

ななななななななどどどど
どどどどどどどどもももも

もももももももも行行行行
行行行行行行行行ええええ

ええええええええまままま
まままままままますすすす

すすすすすすすす。。。。
。。。。。。。。             

    
            

        

            

車輌商談車輌商談車輌商談車輌商談    
    
        在在在在

在在在在在在在在庫庫庫庫
庫庫庫庫庫庫庫庫車車車車

車車車車車車車車輌輌輌輌
輌輌輌輌輌輌輌輌へへへへ

へへへへへへへへ引引引引
引引引引引引引引きききき

きききききききき当当当当
当当当当当当当当てててて

ててててててててをををを
をををををををを行行行行

行行行行行行行行いいいい
いいいいいいいい、、、、

、、、、、、、、車車車車
車車車車車車車車輌輌輌輌

輌輌輌輌輌輌輌輌のののの
のののののののの画画画画

画画画画画画画画像像像像
像像像像像像像像もももも

もももももももも参参参参
参参参参参参参参照照照照

照照照照照照照照すすすす
すすすすすすすするるるる

るるるるるるるるここここ
ここここここここ

とととと
ととととととととがががが

ががががががががでででで
でででででででできききき

ききききききききまままま
まままままままますすすす

すすすすすすすす。。。。
。。。。。。。。             

まままま
ままままままままたたたた

たたたたたたたた、、、、
、、、、、、、、印印印印

印印印印印印印印刷刷刷刷
刷刷刷刷刷刷刷刷はははは

はははははははは罫罫罫罫
罫罫罫罫罫罫罫罫線線線線

線線線線線線線線入入入入
入入入入入入入入りりりり

りりりりりりりりのののの
のののののののの標標標標

標標標標標標標標準準準準
準準準準準準準準印印印印

印印印印印印印印刷刷刷刷
刷刷刷刷刷刷刷刷とととと

ととととととととユユユユ
ユユユユユユユユーーーー

ーーーーーーーーザザザザ
ザザザザザザザザーーーー

ーーーーーーーー定定定定
定定定定定定定定義義義義

義義義義義義義義にににに
にににににににによよよよ

よよよよよよよよるるるる
るるるるるるるる

車車車車
車車車車車車車車輌輌輌輌

輌輌輌輌輌輌輌輌見見見見
見見見見見見見見積積積積

積積積積積積積積書書書書
書書書書書書書書やややや

やややややややや注注注注
注注注注注注注注文文文文

文文文文文文文文書書書書
書書書書書書書書へへへへ

へへへへへへへへのののの
のののののののの独独独独

独独独独独独独独自自自自
自自自自自自自自印印印印

印印印印印印印印刷刷刷刷
刷刷刷刷刷刷刷刷がががが

がががががががが行行行行
行行行行行行行行ええええ

ええええええええまままま
まままままままますすすす

すすすすすすすす。。。。
。。。。。。。。ここここ

ここここここここのののの
のののののののの他他他他

他他他他他他他他にににに
にににににににに

もももも
ももももももももクククク

ククククククククレレレレ
レレレレレレレレジジジジ

ジジジジジジジジッッッッ
ッッッッッッッットトトト

トトトトトトトト試試試試
試試試試試試試試算算算算

算算算算算算算算やややや
やややややややや粗粗粗粗

粗粗粗粗粗粗粗粗利利利利
利利利利利利利利登登登登

登登登登登登登登録録録録
録録録録録録録録なななな

ななななななななどどどど
どどどどどどどどもももも

もももももももも行行行行
行行行行行行行行ええええ

ええええええええまままま
まままままままますすすす

すすすすすすすす。。。。
。。。。。。。。             

    
            

        

            

    
        部部部部

部部部部部部部部品品品品
品品品品品品品品のののの

のののののののの交交交交
交交交交交交交交換換換換

換換換換換換換換時時時時
時時時時時時時時期期期期

期期期期期期期期やややや
やややややややや新新新新

新新新新新新新新車車車車
車車車車車車車車販販販販

販販販販販販販販売売売売
売売売売売売売売促促促促

促促促促促促促促進進進進
進進進進進進進進なななな

ななななななななどどどど
どどどどどどどど任任任任

任任任任任任任任意意意意
意意意意意意意意のののの

のののののののの区区区区
区区区区区区区区分分分分

分分分分分分分分名名名名
名名名名名名名名称称称称

称称称称称称称称をををを
をををををををを

登登登登
登登登登登登登登録録録録

録録録録録録録録しししし
しししししししし、、、、

、、、、、、、、顧顧顧顧
顧顧顧顧顧顧顧顧客客客客

客客客客客客客客／／／／
／／／／／／／／車車車車

車車車車車車車車輌輌輌輌
輌輌輌輌輌輌輌輌抽抽抽抽

抽抽抽抽抽抽抽抽出出出出
出出出出出出出出にににに

にににににににによよよよ
よよよよよよよよりりりり

りりりりりりりり一一一一
一一一一一一一一覧覧覧覧

覧覧覧覧覧覧覧覧印印印印
印印印印印印印印刷刷刷刷

刷刷刷刷刷刷刷刷やややや
ややややややややハハハハ

ハハハハハハハハガガガガ
ガガガガガガガガキキキキ

キキキキキキキキ、、、、
、、、、、、、、タタタタ

タタタタタタタタッッッッ
ッッッッッッッッ

クククク
ククククククククシシシシ

シシシシシシシシーーーー
ーーーーーーーールルルル

ルルルルルルルルのののの
のののののののの印印印印

印印印印印印印印刷刷刷刷
刷刷刷刷刷刷刷刷がががが

がががががががが行行行行
行行行行行行行行ええええ

ええええええええまままま
まままままままますすすす

すすすすすすすす。。。。
。。。。。。。。顧顧顧顧

顧顧顧顧顧顧顧顧客客客客
客客客客客客客客アアアア

アアアアアアアアププププ
ププププププププロロロロ

ロロロロロロロローーーー
ーーーーーーーーチチチチ

チチチチチチチチ、、、、
、、、、、、、、入入入入

入入入入入入入入庫庫庫庫
庫庫庫庫庫庫庫庫促促促促

促促促促促促促促進進進進
進進進進進進進進

にににに
にににににににに役役役役

役役役役役役役役立立立立
立立立立立立立立ちちちち

ちちちちちちちちまままま
まままままままますすすす

すすすすすすすす。。。。
。。。。。。。。             

            

            

   

フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ    
    車輌車輌車輌車輌のののの在庫登録在庫登録在庫登録在庫登録がががが行行行行えますえますえますえます。。。。またまたまたまた、、、、顧客顧客顧客顧客からからからから下取下取下取下取をををを行行行行

ったったったった車輌車輌車輌車輌についてはについてはについてはについては整備履歴整備履歴整備履歴整備履歴をををを参照参照参照参照することができますることができますることができますることができま

すすすす。。。。    

    

    

    

車輌在庫車輌在庫車輌在庫車輌在庫    

ユユユユ
ユユユユユユユユーーーー

ーーーーーーーーザザザザ
ザザザザザザザザーーーー

ーーーーーーーー定定定定
定定定定定定定定義義義義

義義義義義義義義帳帳帳帳
帳帳帳帳帳帳帳帳票票票票

票票票票票票票票機機機機
機機機機機機機機能能能能

能能能能能能能能がががが
がががががががが標標標標

標標標標標標標標準準準準
準準準準準準準準搭搭搭搭

搭搭搭搭搭搭搭搭載載載載
載載載載載載載載。。。。

。。。。。。。。車車車車
車車車車車車車車輌輌輌輌

輌輌輌輌輌輌輌輌のののの
のののののののの注注注注

注注注注注注注注文文文文
文文文文文文文文書書書書

書書書書書書書書、、、、
、、、、、、、、重重重重

重重重重重重重重量量量量
量量量量量量量量

税税税税
税税税税税税税税納納納納

納納納納納納納納付付付付
付付付付付付付付書書書書

書書書書書書書書なななな
ななななななななどどどど

どどどどどどどどププププ
ププププププププリリリリ

リリリリリリリリンンンン
ンンンンンンンンタタタタ

タタタタタタタタにににに
にににににににに給給給給

給給給給給給給給紙紙紙紙
紙紙紙紙紙紙紙紙可可可可

可可可可可可可可能能能能
能能能能能能能能なななな

なななななななな用用用用
用用用用用用用用紙紙紙紙

紙紙紙紙紙紙紙紙でででで
ででででででででああああ

ああああああああれれれれ
れれれれれれれればばばば

ばばばばばばばば、、、、
、、、、、、、、商商商商

商商商商商商商商談談談談
談談談談談談談談

書書書書
書書書書書書書書情情情情

情情情情情情情情報報報報
報報報報報報報報、、、、

、、、、、、、、顧顧顧顧
顧顧顧顧顧顧顧顧客客客客

客客客客客客客客／／／／
／／／／／／／／所所所所

所所所所所所所所有有有有
有有有有有有有有車車車車

車車車車車車車車輌輌輌輌
輌輌輌輌輌輌輌輌情情情情

情情情情情情情情報報報報
報報報報報報報報なななな

ななななななななどどどど
どどどどどどどどをををを

をををををををを独独独独
独独独独独独独独自自自自

自自自自自自自自にににに
にににににににに定定定定

定定定定定定定定義義義義
義義義義義義義義しししし

ししししししししたたたた
たたたたたたたた印印印印

印印印印印印印印刷刷刷刷
刷刷刷刷刷刷刷刷

レレレレ
レレレレレレレレイイイイ

イイイイイイイイアアアア
アアアアアアアアウウウウ

ウウウウウウウウトトトト
トトトトトトトトでででで

でででででででで印印印印
印印印印印印印印刷刷刷刷

刷刷刷刷刷刷刷刷すすすす
すすすすすすすするるるる

るるるるるるるるここここ
こここここここことととと

ととととととととがががが
ががががががががでででで

でででででででできききき
ききききききききまままま

まままままままますすすす
すすすすすすすす。。。。

。。。。。。。。             

 

独自の印刷レイアウト独自の印刷レイアウト独自の印刷レイアウト独自の印刷レイアウト    

作業区分別売上集計作業区分別売上集計作業区分別売上集計作業区分別売上集計、、、、担当者別売上集計担当者別売上集計担当者別売上集計担当者別売上集計、、、、諸費用科目別諸費用科目別諸費用科目別諸費用科目別

集計集計集計集計、、、、車種別販車種別販車種別販車種別販売集計売集計売集計売集計、、、、粗利集計粗利集計粗利集計粗利集計といったといったといったといった会計会計会計会計やややや経営分経営分経営分経営分

析析析析にににに役立役立役立役立つつつつ集計集計集計集計がががが 1111７７７７種類用意種類用意種類用意種類用意されていますされていますされていますされています。。。。    

またまたまたまた、、、、予算実績集計機能予算実績集計機能予算実績集計機能予算実績集計機能によりによりによりにより年度予算年度予算年度予算年度予算とととと実績実績実績実績をををを対比対比対比対比ささささ

せることもできますせることもできますせることもできますせることもできます。。。。    

 

各種集計各種集計各種集計各種集計    



自賠責保険発券システム『自賠責保険発券システム『自賠責保険発券システム『自賠責保険発券システム『eeee----JIBAIJIBAIJIBAIJIBAI』との連接に対応』との連接に対応』との連接に対応』との連接に対応    

    
            

            
            

            
            

                    

損損損損
損損損損損損損損保保保保

保保保保保保保保会会会会
会会会会会会会会社社社社

社社社社社社社社合合合合
合合合合合合合合同同同同

同同同同同同同同運運運運
運運運運運運運運用用用用

用用用用用用用用のののの
のののののののの自自自自

自自自自自自自自賠賠賠賠
賠賠賠賠賠賠賠賠責責責責

責責責責責責責責保保保保
保保保保保保保保険険険険

険険険険険険険険発発発発
発発発発発発発発券券券券

券券券券券券券券シシシシ
シシシシシシシシスススス

スススススススステテテテ
テテテテテテテテムムムム

ムムムムムムムム『『『『
『『『『『『『『eeeeeeeeeeee ------------ JJJJJJJJJJJJIIIIIIIIIIII BBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIII』』』』

』』』』』』』』とととと
ととととととととのののの

のののののののの連連連連
連連連連連連連連接接接接

接接接接接接接接がががが
がががががががが可可可可

可可可可可可可可能能能能
能能能能能能能能。。。。

。。。。。。。。UUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIII PPPPPPPPPPPPrrrrrrrrrrrroooooooooooo 222222222222 でででで
でででででででで作作作作

作作作作作作作作成成成成
成成成成成成成成しししし

ししししししししたたたた
たたたたたたたた自自自自

自自自自自自自自賠賠賠賠
賠賠賠賠賠賠賠賠責責責責

責責責責責責責責保保保保
保保保保保保保保険険険険

険険険険険険険険情情情情
情情情情情情情情報報報報

報報報報報報報報をををを
をををををををを『『『『

『『『『『『『『eeeeeeeeeeee ------------ JJJJJJJJJJJJIIIIIIIIIIII BBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIII』』』』
』』』』』』』』にににに

にににににににに転転転転
転転転転転転転転送送送送

送送送送送送送送すすすす
すすすすすすすするるるる

るるるるるるるるここここ
こここここここことととと

ととととととととがががが
ががががががががでででで

でででででででできききき
ききききききききまままま

まままままままますすすす
すすすすすすすす。。。。

。。。。。。。。             

            

            

 

 

        

 

※『e-JIBAI』のご質問、お申込につきましては、あいおいニッセイ同和損保の各営業担当者様にお問い合わせください。    



 

 

 

 

 

 

 

入出金管理入出金管理入出金管理入出金管理    一般販売管理一般販売管理一般販売管理一般販売管理    

主主主主

なななな

機機機機

能能能能    

主主主主

なななな

機機機機

能能能能    

印印印印

刷刷刷刷    

印印印印

刷刷刷刷    

マスタマスタマスタマスタ    

顧客･車輌顧客･車輌顧客･車輌顧客･車輌    

・仕入先マスタの登録・仕入先マスタの登録・仕入先マスタの登録・仕入先マスタの登録    

・部品マスタの登録・部品マスタの登録・部品マスタの登録・部品マスタの登録    

・クレジット設定・クレジット設定・クレジット設定・クレジット設定    

・作業区分マスタの登録・作業区分マスタの登録・作業区分マスタの登録・作業区分マスタの登録    

・売上区分マスタの登録・売上区分マスタの登録・売上区分マスタの登録・売上区分マスタの登録    

・担当者マスタの登録・担当者マスタの登録・担当者マスタの登録・担当者マスタの登録    

・共通作業名称の登録・共通作業名称の登録・共通作業名称の登録・共通作業名称の登録    

・作業セットマスタの登録・作業セットマスタの登録・作業セットマスタの登録・作業セットマスタの登録    

・標準作業点数表の参照・標準作業点数表の参照・標準作業点数表の参照・標準作業点数表の参照    

・車検証住所コードマスタ・車検証住所コードマスタ・車検証住所コードマスタ・車検証住所コードマスタ    

・・・・顧客情報の登録顧客情報の登録顧客情報の登録顧客情報の登録    

・所有車輌情報の登録・所有車輌情報の登録・所有車輌情報の登録・所有車輌情報の登録    

・条件検索による一覧参照・条件検索による一覧参照・条件検索による一覧参照・条件検索による一覧参照    

・テキストファイル出力・テキストファイル出力・テキストファイル出力・テキストファイル出力    

・顧客売上履歴参照・顧客売上履歴参照・顧客売上履歴参照・顧客売上履歴参照    

・車輌整備履歴参照・車輌整備履歴参照・車輌整備履歴参照・車輌整備履歴参照    

・フォローアップの登録・フォローアップの登録・フォローアップの登録・フォローアップの登録    

・メール転送・メール転送・メール転送・メール転送    

    

・各マスタ一覧・各マスタ一覧・各マスタ一覧・各マスタ一覧    

    

・顧客一覧・顧客一覧・顧客一覧・顧客一覧    

・所有車輌一覧・所有車輌一覧・所有車輌一覧・所有車輌一覧    

・タックシール・タックシール・タックシール・タックシール    

・はがき・はがき・はがき・はがき    

    

    

各種マスタ各種マスタ各種マスタ各種マスタ    

・自社締め日売掛集計・自社締め日売掛集計・自社締め日売掛集計・自社締め日売掛集計    

・顧客締め日売掛集計・顧客締め日売掛集計・顧客締め日売掛集計・顧客締め日売掛集計    

・入金処理・入金処理・入金処理・入金処理    

    

・自社締め日請求額参照・自社締め日請求額参照・自社締め日請求額参照・自社締め日請求額参照    

・顧客締め日請求額参照・顧客締め日請求額参照・顧客締め日請求額参照・顧客締め日請求額参照    

    

    

名義登録名義登録名義登録名義登録    車輌商談車輌商談車輌商談車輌商談    合計請求合計請求合計請求合計請求    

売掛・入金売掛・入金売掛・入金売掛・入金    売上売上売上売上    見積見積見積見積    作業指示書作業指示書作業指示書作業指示書    

・車輌売上登録・車輌売上登録・車輌売上登録・車輌売上登録    

・在庫車輌引当・在庫車輌引当・在庫車輌引当・在庫車輌引当    

    

    

    

・車輌販売見積書・車輌販売見積書・車輌販売見積書・車輌販売見積書    

・粗利登録・粗利登録・粗利登録・粗利登録    

・下取車入庫・下取車入庫・下取車入庫・下取車入庫    

・クレジット試算・クレジット試算・クレジット試算・クレジット試算    

・在庫車輌引当・在庫車輌引当・在庫車輌引当・在庫車輌引当    

・顧客登録・顧客登録・顧客登録・顧客登録    

・車輌価格内税外・車輌価格内税外・車輌価格内税外・車輌価格内税外    

    

    

・整備売上伝票作成・整備売上伝票作成・整備売上伝票作成・整備売上伝票作成    

・粗利登録・粗利登録・粗利登録・粗利登録    

・整備履歴参照・整備履歴参照・整備履歴参照・整備履歴参照    

・見積書読込・見積書読込・見積書読込・見積書読込    

・作業指示書読込・作業指示書読込・作業指示書読込・作業指示書読込    

・伝票複写・伝票複写・伝票複写・伝票複写    

・顧客・車輌登・顧客・車輌登・顧客・車輌登・顧客・車輌登録録録録    

・車検期限更新・車検期限更新・車検期限更新・車検期限更新    

・フォローアップの登録・フォローアップの登録・フォローアップの登録・フォローアップの登録    

・画像取り込み・画像取り込み・画像取り込み・画像取り込み    

・整備見積書・整備見積書・整備見積書・整備見積書    

・整備履歴参照・整備履歴参照・整備履歴参照・整備履歴参照    

・伝票複写・伝票複写・伝票複写・伝票複写    

・顧客・車輌登録・顧客・車輌登録・顧客・車輌登録・顧客・車輌登録    

・フォローアップの登録・フォローアップの登録・フォローアップの登録・フォローアップの登録    

・画像取り込み・画像取り込み・画像取り込み・画像取り込み    

・作業指示書・作業指示書・作業指示書・作業指示書    

・整備履歴参照・整備履歴参照・整備履歴参照・整備履歴参照    

    

    

    

    

・売掛一覧・売掛一覧・売掛一覧・売掛一覧    

・入金一覧・入金一覧・入金一覧・入金一覧    

    

・自社締め日合計請求書・自社締め日合計請求書・自社締め日合計請求書・自社締め日合計請求書    

・顧客締め日合計請求書・顧客締め日合計請求書・顧客締め日合計請求書・顧客締め日合計請求書    

    

    

・車輌販売見積書・車輌販売見積書・車輌販売見積書・車輌販売見積書    

・独自フォーマット・独自フォーマット・独自フォーマット・独自フォーマット    

    

    

    

・整備売上伝票・整備売上伝票・整備売上伝票・整備売上伝票    

・画像印刷・画像印刷・画像印刷・画像印刷    

    

・整備見積書・整備見積書・整備見積書・整備見積書    

・画像印刷・画像印刷・画像印刷・画像印刷    

    

    

・作業指示書・作業指示書・作業指示書・作業指示書    

    

買掛・支払買掛・支払買掛・支払買掛・支払    

・買掛集計一覧・買掛集計一覧・買掛集計一覧・買掛集計一覧    

・買掛明細・買掛明細・買掛明細・買掛明細    

・支払い・支払い・支払い・支払い    

    

・買掛一覧・買掛一覧・買掛一覧・買掛一覧    

・買掛明細一覧・買掛明細一覧・買掛明細一覧・買掛明細一覧    

・支・支・支・支払い一覧払い一覧払い一覧払い一覧    



 

予約管理予約管理予約管理予約管理    

自賠責自賠責自賠責自賠責    顧客元帳顧客元帳顧客元帳顧客元帳    

集計集計集計集計    

印刷印刷印刷印刷    

予防診断予防診断予防診断予防診断    

・車検・点検車輌一覧参照・車検・点検車輌一覧参照・車検・点検車輌一覧参照・車検・点検車輌一覧参照    

・車検期限更新・車検期限更新・車検期限更新・車検期限更新    

・古物台帳・古物台帳・古物台帳・古物台帳    

・独自フォームの作成・独自フォームの作成・独自フォームの作成・独自フォームの作成    

    （ユーザー定義帳票）（ユーザー定義帳票）（ユーザー定義帳票）（ユーザー定義帳票）    

・自賠責証明書の登録・自賠責証明書の登録・自賠責証明書の登録・自賠責証明書の登録    

・『・『・『・『eeee----JIBAIJIBAIJIBAIJIBAI』との連接』との連接』との連接』との連接    

    

・車検点検はがき・車検点検はがき・車検点検はがき・車検点検はがき    

・車検点検一覧・車検点検一覧・車検点検一覧・車検点検一覧    

・タックシール・タックシール・タックシール・タックシール    

・車検期限一覧・車検期限一覧・車検期限一覧・車検期限一覧    

・古物台帳・古物台帳・古物台帳・古物台帳    

・独自フォーム・独自フォーム・独自フォーム・独自フォーム    

・自賠責証明書・自賠責証明書・自賠責証明書・自賠責証明書    

・保険料集計表・保険料集計表・保険料集計表・保険料集計表    

    

    

    

    

・作業区分別集計・作業区分別集計・作業区分別集計・作業区分別集計    

・売上区分別集計・売上区分別集計・売上区分別集計・売上区分別集計    

・担当者別集計・担当者別集計・担当者別集計・担当者別集計    

・部門別集計・部門別集計・部門別集計・部門別集計    

・顧客別集計・顧客別集計・顧客別集計・顧客別集計    

・部門別車輌販売集計・部門別車輌販売集計・部門別車輌販売集計・部門別車輌販売集計    

・粗利集計・粗利集計・粗利集計・粗利集計    

・車輌販売日報・車輌販売日報・車輌販売日報・車輌販売日報    

・仮受消費税集計・仮受消費税集計・仮受消費税集計・仮受消費税集計    

・仮払消費税集計・仮払消費税集計・仮払消費税集計・仮払消費税集計    

・請求書発行・請求書発行・請求書発行・請求書発行一覧一覧一覧一覧    

・車輌仕入日報・車輌仕入日報・車輌仕入日報・車輌仕入日報    

・部品仕入日報・部品仕入日報・部品仕入日報・部品仕入日報    

・諸費用科目別集計・諸費用科目別集計・諸費用科目別集計・諸費用科目別集計    

・車種別販売集計・車種別販売集計・車種別販売集計・車種別販売集計    

・車検・整備売上日報・車検・整備売上日報・車検・整備売上日報・車検・整備売上日報    

・作業明細単位集計・作業明細単位集計・作業明細単位集計・作業明細単位集計    

    

    

・予防診断書の作成・予防診断書の作成・予防診断書の作成・予防診断書の作成    

・整備履歴参照・整備履歴参照・整備履歴参照・整備履歴参照    

・予防診断書・予防診断書・予防診断書・予防診断書    

・個所図面・個所図面・個所図面・個所図面    

・入庫予約の登録・入庫予約の登録・入庫予約の登録・入庫予約の登録    

・打ち合わせ日程の登録・打ち合わせ日程の登録・打ち合わせ日程の登録・打ち合わせ日程の登録    

    

・予約一覧・予約一覧・予約一覧・予約一覧    

・月度指定による顧客の売・月度指定による顧客の売・月度指定による顧客の売・月度指定による顧客の売

上・入金状況の確認上・入金状況の確認上・入金状況の確認上・入金状況の確認    

・入金処理・入金処理・入金処理・入金処理    

    

    

    

    

・顧客元帳・顧客元帳・顧客元帳・顧客元帳    

    

    

    

各種印刷・サ各種印刷・サ各種印刷・サ各種印刷・サービスービスービスービス    

主主主主

なななな

機機機機

能能能能    

主主主主

なななな

機機機機

能能能能    

印印印印

刷刷刷刷    

印印印印

刷刷刷刷    

発注・仕入発注・仕入発注・仕入発注・仕入    

・部品発注・部品発注・部品発注・部品発注    

・車輌発注・車輌発注・車輌発注・車輌発注    

・部品仕入れ・部品仕入れ・部品仕入れ・部品仕入れ    

・車輌仕入れ・車輌仕入れ・車輌仕入れ・車輌仕入れ    

    

    

    

・発注書・発注書・発注書・発注書    

・発注一覧・発注一覧・発注一覧・発注一覧    

在庫在庫在庫在庫    

・部品在庫・部品在庫・部品在庫・部品在庫    

・車輌在庫・車輌在庫・車輌在庫・車輌在庫    

    

    

    

    

・各在庫一覧・各在庫一覧・各在庫一覧・各在庫一覧    

    

受入・商品管理受入・商品管理受入・商品管理受入・商品管理    

予算／実績予算／実績予算／実績予算／実績    

・年度別予算登録・年度別予算登録・年度別予算登録・年度別予算登録    

・年度別実績集計・年度別実績集計・年度別実績集計・年度別実績集計    

・予算／実績対比率参照・予算／実績対比率参照・予算／実績対比率参照・予算／実績対比率参照    

・グラフ化・グラフ化・グラフ化・グラフ化    

    

    

・予算／実績一覧・予算／実績一覧・予算／実績一覧・予算／実績一覧    

    

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ    

・フォローアップ内容抽出・フォローアップ内容抽出・フォローアップ内容抽出・フォローアップ内容抽出    

    

・一覧・一覧・一覧・一覧    

・略式一覧・略式一覧・略式一覧・略式一覧    

・はがき・はがき・はがき・はがき    

・タックシール・タックシール・タックシール・タックシール    

・独自フォーム（宛名）・独自フォーム（宛名）・独自フォーム（宛名）・独自フォーム（宛名）    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車整備総合管理システム自動車整備総合管理システム自動車整備総合管理システム自動車整備総合管理システム    

UNIPro2X 
システム概要書システム概要書システム概要書システム概要書    
発 行：2014 年 06 月 

開発・販売元開発・販売元開発・販売元開発・販売元    

  

本   社   
企画開発部  長野県小諸市大字市６６５－９ 
営業推進部   

Tel 0267-25-5990(代)  Fax 0267-26-1324 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    必要なシステム構成必要なシステム構成必要なシステム構成必要なシステム構成    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    

○○○○    OSOSOSOS    

Windows XP / Vista / 7 Windows XP / Vista / 7 Windows XP / Vista / 7 Windows XP / Vista / 7 対応対応対応対応    

○○○○    パソコンパソコンパソコンパソコン    

ＣＰＵＣＰＵＣＰＵＣＰＵ        ・・・・・・・・・・・・PentiumPentiumPentiumPentium 系系系系    2222.0GMHz.0GMHz.0GMHz.0GMHz 以上以上以上以上    

メモリメモリメモリメモリ        ・・・・・・・・・・・・4444GGGGBBBB 以上（以上（以上（以上（4444GBGBGBGB 以上推奨）以上推奨）以上推奨）以上推奨）    

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ    ・・・空き容量・・・空き容量・・・空き容量・・・空き容量 11110GB0GB0GB0GB 以上必要以上必要以上必要以上必要    

                                （ｼｽﾃﾑ使用領域は初期（ｼｽﾃﾑ使用領域は初期（ｼｽﾃﾑ使用領域は初期（ｼｽﾃﾑ使用領域は初期 1.0GB1.0GB1.0GB1.0GB））））    

CDCDCDCD----ROROROROMMMM    ・・・・・・・・・・・・CDCDCDCD----ROMROMROMROM 装置必須装置必須装置必須装置必須    

○○○○    ディスプレイディスプレイディスプレイディスプレイ    

解像度解像度解像度解像度    1024102410241024××××768768768768 ﾄﾞｯﾄﾄﾞｯﾄﾄﾞｯﾄﾄﾞｯﾄ    65,00065,00065,00065,000 色以上が表示色以上が表示色以上が表示色以上が表示    

○○○○    プリンタプリンタプリンタプリンタ    どちらか一方どちらか一方どちらか一方どちらか一方    

・・・・136136136136 桁対応ドットインパク桁対応ドットインパク桁対応ドットインパク桁対応ドットインパクト型ト型ト型ト型    

※自動給紙オプション、カットシートフィーダ必須※自動給紙オプション、カットシートフィーダ必須※自動給紙オプション、カットシートフィーダ必須※自動給紙オプション、カットシートフィーダ必須    

・レーザープリンタ（・レーザープリンタ（・レーザープリンタ（・レーザープリンタ（B4B4B4B4 印刷可能機種）印刷可能機種）印刷可能機種）印刷可能機種）    

○○○○    ﾃﾞｰﾀﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ用装置必須ﾃﾞｰﾀﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ用装置必須ﾃﾞｰﾀﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ用装置必須ﾃﾞｰﾀﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ用装置必須    

（差し替えが行えるものでハードディスクと同じファイル（差し替えが行えるものでハードディスクと同じファイル（差し替えが行えるものでハードディスクと同じファイル（差し替えが行えるものでハードディスクと同じファイル    

    コピーが行えること）コピーが行えること）コピーが行えること）コピーが行えること）    

 


