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レコードがありません

税金と自賠責の更新

PC間のデータ移行

バージョンアップについて

バージョンアップについて

「SP Ver2.16～」→「SP Ver2.17～」

「SP Ver2.06～Ver2.15」→「SP Ver2.16～」

「SP Ver2.05～」→「SP Ver2.06」

「SP Ver2.00～Ver2.04」→「SP Ver2.05」

「Ver1.1」→「SP Ver2.05」

「Ver1.2」をご利用の場合は、直接データ

の移行が行えない行えない為弊社で行う

事となりますので、バージョンアップが必要

な場合にはお問い合わせください。

補足

ライセンス認証の確認［Ver2.16以降］

ライセンス認証の確認［Ver2.15以前］

印刷

封筒印刷

はがき印刷

その他

MAIL

自動車販売管理ソフト「Car Stor System SP」操作マニュアル

Ver2.16以降のCar Stor Systemを対象に操作方法を各項目ごとに詳しく図解で解説しています。Ver2.15以前のバージョンを

お使いの場合は、Ver2.15以前を対象としたマニュアルが用意されておりますので、そちらをご覧ください。※Ver2.15以前の

バージョンをダウンロード。
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メインメニュー「車両見積」

「車両見積」での操作方法を、新規の車両見積書作成を例に順を追って解説しています。

トップ「メインメニュー」画面

まず 初に「車両見積」ボタンをクリックして

「見積一覧」画面を表示させます。

車両「見積一覧」画面

新規の車両見積書を作成するために「新規

作成」をクリックします。確認画面が出て「新

規レコードを作成しますか？」というメッセー

ジが出ますので「OK」を選択してください。

一覧画面では期間指定、顧客名、登録番号

による抽出データの表示、全件表示が行え

ます。また表示されている一覧データを条件

により並び替えることも出来ます。

「車両見積書」画面で売上確定された顧客

データは「車両売上」に移行します。「車両

見積一覧」には表示され無くなりますので、

未成約を確認することが出来ます。
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「車両見積書」作成画面

「車両見積一覧」で新規作成をクリックする

と、「車両見積書」作成画面が表示されま

す。 初に作成日を記入してから、必要項

目を記入していきます。

必要項目を記入して「閉じる」をクリックする

と、自動的にデータが保存され「車両見積一

覧」画面へと戻ります。

ジャスト機能は自動値引き計算機能です。

「ジャスト」ボタンをクリック、値引き後の合計

金額を記入して「更新」ボタンを押すと自動

的に値引計算されます。

上部メニューの「売上確定」で売上計上する

ことが出来ます。「売上確定」されたデータ

は、「車両売上一覧」と「車両入金一覧」に表

示されるようになり「車両見積一覧」には表

示されなくなります。

「車両見積書」では「在庫検索」から車両情報の参照ができます。「在庫検索」で車両情報の転記した「車両見積書」が売上確

定されると「車両売上書」には「車両管理NO」が表示されるようになり、「車両管理」データには「売上NO」が表示されるように

なります。

※「車両売上書」に「車両管理NO」が表示されていない場合は、在庫車の割り当てが未定ということになります。この場合「在

庫一覧」、または「車両管理」一覧から、売上計上されている在庫車両の「車両管理」データを開き「売上NO」を割り当てること

ができます。

「お支払プラン」「書類作成」は、個別に解説しています。※リンクから解説へ移動できます。

「車両見積書」画面の上部メニューとアイコン(画像ボタン)機能については、下の項目で説明しています。

「車両見積書／リサイクル」作成画面

「リサイクル」を選択して、タブ内の「印刷」ボ

タンをクリックすると、リサイクル料金の明細

が印刷が出来ます。

リサイクル料金の合計金額は、車両明細の

「リサイクル料金」欄に自動的に記入されま

す。
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「車両見積書」メニュー解説

「新規作成」…車両見積書を新規作成しま

す。

「情報複写」…「整備売上」または「車検証」

の登録データから顧客･車両情報を転記し

ます。

「全複写」…現在開いている車両見積書を

複製します。

「在庫検索」…「車両管理」の登録データか

ら車両情報を転記します。

「削除」…現在開いている車両見積書を削

除します。

「印刷」…車両見積書の印刷を行います。

「封筒」…封筒の印刷を行います。※封筒印刷に関しては別途解説しています。

「売上確定」…見積り後、成約した顧客データを売上計上します。売上確定されたデータは車両売上に移行され、車両見積一

覧には表示されなくなります。

「閉じる」…現在表示している車両見積書を保存して閉じます。

「ヘルプ」…ヘルプ画面に移動します。

「車両見積書」アイコン解説

「〒」…町名から郵便番号簿を検索、候補と

なる住所と郵便番号を抽出して一覧で表示

します。入力欄に丁目･番地は入れないでく

ださい。※この機能を利用するには、郵便番

号簿の登録をしている必要があります。

「〒→住所」…郵便番号欄に郵便番号を入

力後に、このボタンをクリックすると住所が

自動で入力されます。郵便番号は「○○○-

○○○○」となる様に、必ずハイフン(-)を挿

入してください。※この機能を利用するに

は、郵便番号簿の登録をしている必要があ

ります。

「MAP」…住所欄に接続された場所をグーグルマップで検索して表示します。※インターネットに接続された環境が必要です。

「＋ －」…「付属品･特別仕様」「リサイクル」などの項目(列)追加と削除を行います。

「虫眼鏡マーク」…「自動車税」「重量税」「自賠責保険」それぞれの期間別料金一覧を表示します。
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メインメニュー「車両売上」

「車両売上」での操作方法を、新規の車両売上書作成を例に順を追って解説しています。

トップ「メインメニュー」画面

まず 初に「車両売上」ボタンをクリックして

「売上一覧」画面を表示させます。

車両「売上一覧」画面

新規の車両売上書を作成するために「新規

作成」をクリックします。確認画面が出て「新

規レコードを作成しますか？」というメッセー

ジが出ますので「OK」を選択してください。

一覧画面では期間指定、顧客名、登録番号

による抽出データの表示、全件表示が行え

ます。また表示されている一覧データを条件

により並び替えることも出来ます。

CSV型式でのデータ書き出しが出来ます。

書き 出 さ れ た 書 類 は 「 ド キ ュ メ ン ト 」→

「tomods」→「Tomods_carSP」フォルダの中

に保存されます。

「車両見積」にて売上確定された顧客データ

は、この「車両売上一覧」と「車両入金一覧

(入金管理／車両売上)」に表示されるように

なり「車両見積一覧」には表示され無くなります。
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「車両売上書」作成画面

「車両売上一覧」で新規作成をクリックする

と、「車両売上書」作成画面が表示されま

す。 初に作成日を記入してから、必要項

目を記入していきます。

必要項目を記入して「閉じる」をクリックする

と、自動的にデータが保存され「車両売上一

覧」画面へと戻ります。

「車両見積書」で「在庫検索」から車両情報

の転記を行い、売上確定がされると「車両売

上書」には「車両管理NO」が表示されるよう

になり、「車両管理」データには「売上NO」が

表示されるようになります。※「車両売上書」

に「車両管理NO」が表示されていない場合

は、在庫車の割り当てが未定ということにな

ります。この場合「在庫一覧」、または「車両

管理」一覧から、売上計上されている在庫車両の「車両管理」データを開き「売上NO」を割り当てることができます。

ジャスト機能は自動値引き計算機能です。「ジャスト」ボタンをクリック、値引き後の合計金額を記入して「更新」ボタンを押すと

自動的に値引計算されます。

「お支払プラン」「書類作成」については、個別に解説しています。※リンクから解説へ移動できます。

「車両売上書」画面の上部メニューとアイコン(画像ボタン)機能については、下の項目で説明しています。

「車両売上書／リサイクル」作成画面

「リサイクル」を選択して、タブ内の「印刷」ボ

タンをクリックすると、リサイクル料金の明細

が印刷が出来ます。

リサイクル料金の合計金額は、車両明細の

「リサイクル料金」欄に自動的に記入されま

す。
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「車両売上書」メニュー解説

「新規作成」…車両売上書を新規作成しま

す。

「情報複写」…「整備売上」または「車検証」

の登録データから顧客･車両情報を転記し

ます。

「複写」…現在開いている車両売上書を複

製します。

「削除」…現在開いている車両売上書を削

除します。

「注文書印」…車両注文書の印刷を行いま

す。

「請求書印」…車両請求書の印刷を行います。

「封筒」…封筒の印刷を行います。 ※封筒印刷に関しては別途解説しています。

「閉じる」…現在表示している車両見積書を保存して閉じます。

「ヘルプ」…ヘルプ画面に移動します。

「車両売上書」アイコン解説

「〒」…町名から郵便番号簿を検索、候補と

なる住所と郵便番号を抽出して一覧で表示

します。入力欄に丁目･番地は入れないでく

ださい。※この機能を利用するには、郵便番

号簿の登録をしている必要があります。

「〒→住所」…郵便番号欄に郵便番号を入

力後に、このボタンをクリックすると住所が

自動で入力されます。郵便番号は「○○○-

○○○○」となる様に、必ずハイフン(-)を挿

入してください。※この機能を利用するに

は、郵便番号簿の登録をしている必要があ

ります。

「MAP」…住所欄に接続された場所をグーグルマップで検索して表示します。※インターネットに接続された環境が必要です。

「＋ －」…「付属品･特別仕様」「リサイクル」などの項目(列)追加と削除を行います。

「虫眼鏡マーク」…「自動車税」「重量税」「自賠責保険」それぞれの期間別料金一覧を表示します。
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メインメニュー「車両入金」

「車両入金」での操作方法を解説しています。

トップ「メインメニュー」画面

まず 初に「車両入金」ボタンをクリックして

「車両入金一覧(入金管理／車両売上)」画

面を表示させます。

車両入金一覧「入金管理／車両売上」画面

「車両入金一覧(入金管理／車両売上)」か

ら、入金処理をする顧客データを選択してク

リックします。

一覧画面では期間指定、顧客名、登録番号

による抽出データの表示、全件表示が行え

ます。また表示されている一覧データを条件

により並び替えることも出来ます。

「車両入金一覧」には「車両売上一覧」と同

じ顧客データが表示されます。

「車両見積」で売上確定された顧客データは

「車両売上」に移行して「車両入金一覧」にも

表示されるようになり「車両見積一覧」には

表示され無くなります。
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「車両入金」画面

入金処理を行う顧客データの「車両入金」画

面が開いたら「新規作成」をクリックします。

入金項目が追加されるので、必要項目を記

入します。

領収書の印刷･印刷プレビューができます。

また領収書を印刷した項目の「発行」欄には

「済」が記入され、発行済み領収書の確認

ができます。

もしも入金処理後に、車両売上データを削

除する場合は、必ず事前に入金の取り消し

(車両入金の削除)を行ってから車両売上

データの削除するようにしてください。
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メインメニュー「整備見積」

「整備見積」での操作方法を、新規の整備見積書作成を例に順を追って解説しています。

トップ「メインメニュー」画面

まず 初に「整備見積」ボタンをクリックして

「整備見積一覧」画面を表示させます。

「整備見積一覧」画面

新規の整備見積書を作成するために「新規

作成」をクリックします。確認画面が出て「新

規レコードを作成しますか？」というメッセー

ジが出ますので「OK」を選択してください。

一覧画面では期間指定、顧客名、登録番号

による抽出データの表示、全件表示が行え

ます。また表示されている一覧データを条件

により並び替えることも出来ます。

売上確定された顧客データは「整備売上」に

移行します。「整備見積一覧」には表示され

無くなりますので、未成約を確認することが

出来ます。

「参照用のみ表示」にチェックを入れると、参

照用データのみが表示されますので、予め

目的別に参照データを作成しておけば、参

照データを開いて「全複写」することで雛形として利用できます。
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「整備見積書」作成画面

「整備見積一覧」で新規作成をクリックする

と、「整備見積書」作成画面が表示されま

す。 初に作成日を記入してから、必要項

目を記入していきます。

必要項目を記入して「閉じる」をクリックする

と、自動的にデータが保存され「整備見積一

覧」画面へと戻ります。

ジャスト機能は自動値引き計算機能です。

「ジャスト」ボタンをクリック、値引き後の合計

金額を記入して「更新」ボタンを押すと自動

的に値引計算されます。

「整備見積書」画面の上部メニューとアイコ

ン(画像ボタン)機能については、下の項目で

説明しています。

「整備見積書／リサイクル」画面

リサイクル料金(委託金)は、合計金額に加

算されます。

リサイクル料金（委託金）の明細が印刷でき

ます。
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「整備見積書」メニュー解説

「新規作成」…整備見積書を新規作成しま

す。

「情報複写」…「車両販売（車両売上）」また

は「車検証」の登録データから顧客･車両情

報を転記します。

「全複写」…現在開いている整備見積書を

複製します。

「削除」…現在開いている整備見積書、もし

くは整備明細をページ毎に削除します。「こ

のデータ」は整備見積書を削除します。「こ

のページ」は整備明細の各ページを削除し

ます。

「印刷」…整備見積書の印刷を行います。

「封筒」…封筒の印刷を行います。 ※封筒

印刷に関しては別途解説しています。

「売上確定」…見積り後、成約した顧客デー

タを売上計上します。売上確定されたデータは「整備売上」に移行され、「整備見積一覧」には表示されなくなります。

「閉じる」…現在表示している整備見積書を保存して閉じます。

「ヘルプ」…ヘルプ画面に移動します。

「整備見積書」アイコン解説

「〒」…町名から郵便番号簿を検索、候補と

なる住所と郵便番号を抽出して一覧で表示

します。入力欄に丁目･番地は入れないでく

ださい。※この機能を利用するには、郵便番

号簿の登録をしている必要があります。

「〒→住所」…郵便番号欄に郵便番号を入

力後に、このボタンをクリックすると住所が

自動で入力されます。郵便番号は「○○○-

○○○○」となる様に、必ずハイフン(-)を挿

入してください。※この機能を利用するに

は、郵便番号簿の登録をしている必要があ

ります。

「MAP」…住所欄に接続された場所をグーグ

ルマップで検索して表示します。※インター

ネットに接続された環境が必要です。

「＋ －」…「整備明細(作業内容／部品名等)」「リサイクル」などの項目(列)追加と削除を行います。

「虫眼鏡マーク」…「重量税」「自賠責保険」それぞれの期間別料金一覧を表示します。

「矢印マーク」…左右の矢印ボタンで整備明細のページ移動を行います。右矢印ボタンをクリックした時に、次のページが存在

しない場合には新規ページが作成されます。
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メインメニュー「整備売上」

「整備売上」での操作方法を、新規の整備売上書作成を例に順を追って解説しています。

トップ「メインメニュー」画面

まず 初に「整備売上」ボタンをクリックして

「整備売上一覧」画面を表示させます。

「整備売上一覧」画面

新規の整備売上書を作成するために「新規

作成」をクリックします。確認画面が出て「新

規レコードを作成しますか？」というメッセー

ジが出ますので「OK」を選択してください。

一覧画面では期間指定、顧客名、登録番号

による抽出データの表示、全件表示が行え

ます。また表示されている一覧データを条件

により並び替えることも出来ます。

CSV型式でのデータ書き出しが出来ます。

書き 出 さ れ た 書 類 は 「 ド キ ュ メ ン ト 」→

「tomods」→「Tomods_carSP」フォルダの中

に保存されます。

「整備見積」にて売上確定された顧客データ

は、この「整備売上一覧」と「整備入金一覧

(入金管理／整備売上)」に表示されるように

なり「整備見積一覧」には表示され無くなります。
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「整備売上書」作成画面

「整備売上一覧」で新規作成をクリックする

と、「整備売上書」作成画面が表示されま

す。 初に作成日を記入してから、必要項

目を記入していきます。

必要項目を記入して「閉じる」をクリックする

と、自動的にデータが保存され「整備売上一

覧」画面へと戻ります。

ジャスト機能は自動値引き計算機能です。

「ジャスト」ボタンをクリック、値引き後の合計

金額を記入して「更新」ボタンを押すと自動

的に値引計算されます。

「整備売上書」画面の上部メニューとアイコ

ン(画像ボタン)機能については、下の項目で

説明しています。

「整備売上書／リサイクル」画面

リサイクル料金(委託金)は、合計金額に加

算されます。

リサイクル料金（委託金）の明細が印刷でき

ます。
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「整備売上書」メニュー解説

「新規作成」…整備売上書を新規作成しま

す。

「情報複写」…「車両販売（車両売上）」また

は「車検証」の登録データから顧客･車両情

報を転記します。

「全複写」…現在開いている整備売上書を

複製します。

「削除」…現在開いている整備売上書、もし

くは整備明細をページ毎に削除します。「こ

のデータ」は整備売上書を削除します。「こ

のページ」は整備明細の各ページを削除し

ます。

「印刷」…整備請求書の印刷を行います。

「封筒」…封筒の印刷を行います。 ※封筒印刷に関しては別途解説しています。

「閉じる」…現在表示している整備売上書を保存して閉じます。

「ヘルプ」…ヘルプ画面に移動します。

「整備売上書」アイコン解説

「〒」…町名から郵便番号簿を検索、候補と

なる住所と郵便番号を抽出して一覧で表示

します。入力欄に丁目･番地は入れないでく

ださい。※この機能を利用するには、郵便番

号簿の登録をしている必要があります。

「〒→住所」…郵便番号欄に郵便番号を入

力後に、このボタンをクリックすると住所が

自動で入力されます。郵便番号は「○○○-

○○○○」となる様に、必ずハイフン(-)を挿

入してください。※この機能を利用するに

は、郵便番号簿の登録をしている必要があ

ります。

「MAP」…住所欄に接続された場所をグーグ

ルマップで検索して表示します。※インター

ネットに接続された環境が必要です。

「＋ －」…「整備明細(作業内容／部品名等)」「リサイクル」などの項目(列)追加と削除を行います。

「虫眼鏡マーク」…「重量税」「自賠責保険」それぞれの期間別料金一覧を表示します。

「矢印マーク」…左右の矢印ボタンで整備明細のページ移動を行います。右矢印ボタンをクリックした時に、次のページが存在

しない場合には新規ページが作成されます。
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メインメニュー「整備入金」

「整備入金」での操作方法を解説しています。

トップ「メインメニュー」画面

まず 初に「整備入金」ボタンをクリックして

「整備入金一覧(入金管理／整備売上)」画

面を表示させます。

整備入金一覧「入金管理／整備売上」画面

「整備入金一覧(入金管理／整備売上)」か

ら、入金処理をする顧客データを選択してク

リックします。

一覧画面では期間指定、顧客名、登録番号

による抽出データの表示、全件表示が行え

ます。また表示されている一覧データを条件

により並び替えることも出来ます。

「整備入金一覧」には「整備売上一覧」と同

じ顧客データが表示されます。

「整備見積」で売上確定された顧客データは

「整備売上」に移行して「整備入金一覧」にも

表示されるようになり「整備見積一覧」には

表示され無くなります。
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「整備入金」画面

入金処理を行う顧客データの「整備入金」画

面が開いたら「新規作成」をクリックします。

入金項目が追加されるので、必要項目を記

入します。

領収書の印刷･印刷プレビューができます。

また領収書を印刷した項目の「発行」欄には

「済」が記入され、発行済み領収書の確認

ができます。

もしも入金処理後に、整備売上データを削

除する場合は、必ず事前に入金の取り消し

(整備入金の削除)を行ってから整備売上

データの削除するようにしてください。
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メインメニュー「車検証管理」

「車検証管理」での操作方法を、新規の車検証管理データ作成を例に順を追って解説しています。

トップ「メインメニュー」画面

まず 初に「車検証管理」ボタンをクリックし

て「車検証一覧」画面を表示させます。

「車検証一覧」画面

新規の車検証管理データを作成するために

「新規作成」をクリックします。確認画面が出

て「新規レコードを作成しますか？」という

メッセージが出ますので「OK」を選択してくだ

さい。

一覧画面では車検日の年月指定、顧客名、

登録番号による抽出データの表示、全件表

示が行えます。また表示されている一覧

データを条件により並び替えることも出来ま

す。

車検日の年月指定による抽出を利用して、

車検切れを控えたお客様への案内はがき

の印刷 を簡単に行えます。はがき印刷に関

する詳細は「はがき印刷」をご覧ください。

CSV型式でのデータ書き出しが出来ます。

書き出された書類は「ドキュメント」→「tomods」→「Tomods_carSP」フォルダの中に保存されます。
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「車検証管理」画面

「車検証一覧」で新規作成をクリックすると、

「車検証管理データ」の作成画面が表示さ

れますので、必要項目を記入していきます。

※一覧画面で車検日の年月指定による抽

出が行えるようにする為に「車検日」は必ず

入力してください。

スキャナーなどで読み込んだ車検証の画像

を登録することが出来ますので、お客様の

車検証情報を分かりやすく管理できます。

必要項目を記入して「閉じる」をクリックする

と、自動的にデータが保存され「車検証一

覧」画面へと戻ります。

「車検証管理」画面の上部メニューとアイコ

ン(画像ボタン)機能については、次の項目で

説明しています。

「車検証管理」メニュー解説

「新規作成」…車検証管理データを新規作

成します。

「情報複写」…「車両販売（車両売上）」また

は「整備売上」の登録データから顧客･車両

情報を転記します。

「複写」…現在開いている車検証管理データ

を複製します。

「削除」…現在開いている車検証管理データ

を削除します。

「印刷」…車検証管理データの印刷を行います。

「閉じる」…現在表示している車検証管理データを保存して閉じます。

「ヘルプ」…ヘルプ画面に移動します。
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「車検証管理」アイコン解説

「〒」…町名から郵便番号簿を検索、候補と

なる住所と郵便番号を抽出して一覧で表示

します。入力欄に丁目･番地は入れないでく

ださい。※この機能を利用するには、郵便番

号簿の登録をしている必要があります。

「〒→住所」…郵便番号欄に郵便番号を入

力後に、このボタンをクリックすると住所が

自動で入力されます。郵便番号は「○○○-

○○○○」となる様に、必ずハイフン(-)を挿

入してください。※この機能を利用するには、郵便番号簿の登録をしている必要があります。

「MAP」…住所欄に接続された場所をグーグルマップで検索して表示します。※インターネットに接続された環境が必要です。
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メインメニュー「車両書類」

「車両書類」で行う、各種書類の印刷方法について解説しています。「車両書類」では 「委任状」 「譲渡証明書」 「承諾書」「保

管場所使用権原疎明書面（自認書）」「保管場所使用承諾証明書」「保管場所の所在図・配置図」の印刷ができます。

トップ「メインメニュー」画面

まず最初に「車両書類」ボタンをクリックして

「各種提出書類」画面を表示させます。

「各種提出書類」画面

印刷を行う書類に必要な項目を記入しま

す。

「保管場所の所在図・配置図」を作成する場

合は、所在図記載欄用の画像を登録して印

刷することができます。

書類名のボタンをクリックすると印刷。※書

類名の横にあるプレビューボタンをクリック

すると印刷プレビューで内容を確認できま

す。
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メインメニュー「古物台帳」

「古物台帳」について解説しています。「古物台帳」は「古物営業法施行規則別記様式15号を参考に作成されています。古物

台帳一覧で抽出されたデータは一覧印刷、またはCSVによる出力が行えます。

※各地方の公安委員会によっては、他にも記録の必要な項目がある場合もあります。使用の際には、所轄の公安委員会で

指導を受けた上で使用されるようにお願い申し上げます。

トップ「メインメニュー」画面

まず 初に「古物台帳」ボタンをクリックして

「古物台帳一覧」画面を表示させます。

「古物台帳一覧」画面

新規の古物台帳を作成するために「新規作

成」をクリックします。確認画面が出て「新規

レコードを作成しますか？」というメッセージ

が出ますので「OK」を選択してください。

一覧画面では期間指定、車台番号による抽

出データの表示、全件表示が行えます。ま

た表示されている一覧データを条件により

並び替えることも出来ます。

抽出されたデータは一覧印刷、またはCSV

出力を行う事ができます。 書き出された

CSV は 「 ド キ ュ メ ン ト 」 → 「 tomods 」 →

「Tomods_carSP」フォルダの中に保存されま

す。
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「古物台帳管理」画面

各項目は「古物営業法施行規則別記様式

15号を参考に作成されています。

「情報複写」...車両管理から情報を「受け入

れ」に転記します。

「払出情報」...車両売上から情報を「払い出

し」に転記します。

各地方の公安委員会によっては、他にも記

録の必要な項目がある場合もあります。使

用の際には、所轄の公安委員会で指導を受

けた上で使用されるようにお願い申し上げま

す。
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メインメニュー「お支払プラン」

「車両見積」「車両売上」では、お支払プランのシミュレーションを行う為の簡易計算機能が利用できます。ここでは「車両見

積」画面を例に「お支払プラン」機能の使用方法を解説します。

「車両見積書／車両明細」画面

お支払プランのシミュレーションを行う車両

見積書データを開きます。

「お支払プラン」機能を利用するには「車両

明細」や「リサイクル料金」など計算に必要

な項目の記入が必要になります。

必要な項目の記入が完了したら「お支払プ

ラン」のタブをクリックします。

「車両見積書／お支払プラン」画面

最初に支払いプランの条件「利率」「支払回

数」「ボーナス回数(支払期間中の総回数)」

「ボーナス加算総額」を決めます。

支払い条件を記入して「計算」ボタンをクリッ

クすると、支払プランが計算され結果が表示

されます。

「お支払プラン」の計算は、車両明細の計算

結果「残金／所要資金」をもとに行われま

す。

24 / 99



メインメニュー「書類作成」

「車両見積」「車両売上」では、記入されている情報を元に「保管場所使用権原疎明書面（自認書）」「保管場所使用承諾証明

書」「保管場所の所在図・配置図」の書類作成(印刷)が簡単に行えます。

ここでは「車両見積」画面を例に「書類作成」の利用方法について解説します。

「車両見積書／車両明細」画面

「書類作成」を利用すると「保管場所使用権

原疎明書面（自認書）」「保管場所使用承諾

証明書」「保管場所の所在図・配置図」の書

類が簡単に作成できます。

書類の作成を行う車両見積書データを開

き、「書類作成」のタブをクリックします。

「車両見積書／書類作成」画面

「保管場所の所在図・配置図」を作成する場

合は、所在図記載欄用の画像を登録して印

刷することができます。

書類名のボタンをクリックすると印刷。※書

類名の横にあるプレビューボタンをクリック

すると印刷プレビューで内容を確認できま

す。
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会計関連「車両売掛管理」

「車両売掛管理」について解説しています。残高のある車両売上データのみが表示されます。行をクリックすると入金画面に

移動して入金処理を行う事ができます。

トップ「会計関連メニュー」画面

まず最初に「車両売掛管理」ボタンをクリック

して「売掛管理／車両売上」画面を表示させ

ます。

「売掛管理／車両売上」画面

残高のある車両売上データのみが一覧表

示されます。一覧から入金のあった行をク

リックすると入金画面へと移動して、入金処

理が行えます。

26 / 99



「車両入金」画面

入金処理を行う顧客データの「車両入金」画

面が開いたら「新規作成」をクリックします。

入金項目が追加されるので、必要項目を記

入します。

領収書の印刷･印刷プレビューができます。

また領収書を印刷した項目の「発行」欄には

「済」が記入され、発行済み領収書の確認

ができます。
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会計関連「整備売掛管理」

「整備売掛管理」について解説しています。残高のある整備売上データのみが表示されます。行をクリックすると入金画面に

移動して入金処理を行う事ができます。

トップ「会計関連メニュー」画面

まず最初に「整備売掛管理」ボタンをクリック

して「売掛管理／整備売上」画面を表示させ

ます。

「売掛管理／整備売上」画面

残高のある整備売上データのみが一覧表

示されます。一覧から入金のあった行をク

リックすると入金画面へと移動して、入金処

理が行えます。
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「整備入金」画面

入金処理を行う顧客データの「整備入金」画

面が開いたら「新規作成」をクリックします。

入金項目が追加されるので、必要項目を記

入します。

領収書の印刷･印刷プレビューができます。

また領収書を印刷した項目の「発行」欄には

「済」が記入され、発行済み領収書の確認

ができます。
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会計関連「入金一覧」

「入金一覧」は、指定された期間内に入金処理が行われた「車両・整備売上」の入金データを一覧表示します。

トップ「会計関連メニュー」画面

まず 初に「入金一覧」ボタンをクリックして

「入金一覧」画面を表示させます。

「入金一覧」画面　その1

「開始月日」「終了月日」によって指定された

期間内で入金処理が行われた「車両・整備

売上」の入金データが一覧表示されます。

チェックボックスで条件を選択して「並び替え

開始」ボタンをクリックすると表示されている

一覧リストの並び順を変更することができま

す。
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「入金一覧」画面　その2

領収データ番号(入金伝票番号)は連番で自

動的に発行されますので、入金を削除した

後も入金データ上には入金額0円として残

り、入金一覧に表示されることになります。

※入金データを完全に削除してしまうと領収

データ番号(入金伝票番号)に欠番が出てし

まう為、領収書の発行など行う場合に会計

上の問題が発生する恐れがあります。そこ

で「この番号は取り消しました」と言うことが

分かるように「削除」ではなく「取り消し」とし

て、入金額0円の訂正データを残していま

す。

入金処理後に、車両･整備売上データを削

除しても入金データは削除されませんので、

入金額が入金一覧に表示されてしまいま

す。車両･整備売上データを削除する場合

は、必ず事前に入金を削除してから車両･整

備売上データの削除を行うようにしてくださ

い。これも会計上、入金の取り消しを行う必

要がありますので、入金の取り消しを行ってから車両･整備売上データの削除を行うようにしてください。

※入金処理後、入金の取り消しを行わずに車両･整備売上データの削除を行うことは、このソフトでは想定されていない為、先

に車両･整備売上データを削除してしまうと、入金データの編集はできなくなってしまいます。必ず事前に入金の取り消しを

行ってください。

メインメニューの「車両入金」「整備入金」には、取り消された入金データ(入金額0円)は表示されません。
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会計関連「仕入経費一覧」

「仕入経費一覧」について解説しています。

トップ「メインメニュー」画面

まず 初に「仕入経費一覧」ボタンをクリック

して「仕入経費一覧」画面を表示させます。

「仕入経費一覧」画面

新規の仕入経費明細を作成するためには

「新規作成」をクリックします。確認画面が出

て「新規レコードを作成しますか？」という

メッセージが出ますので「OK」を選択してくだ

さい。

一覧画面では「開始月日」」「終了月日」で指

定された期間の仕入経費データを更に「仕

入区分」で抽出して表示することができま

す。また表示されている一覧データを条件

により並び替えることも出来ます。
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「仕入経費明細」作成画面

「仕入経費一覧」で新規作成をクリックする

と、「仕入経費明細」作成画面が表示されま

すので、必要項目を記入していきます。

仕入先名は、「会計メニュー」の「仕入先一

覧」で登録・編集する事ができますので、予

め登録しておきます。

仕入日は「仕入経費一覧」での抽出条件に

なっていますので、必ず記入してください。

仕入金額は、消費税込みの金額を想定して

います。

必要項目を記入して「閉じる」をクリックする

と、自動的にデータが保存され「仕入経費一

覧」画面へと戻ります。
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会計関連「支払一覧」

「支払一覧」について解説しています。

トップ「会計関連メニュー」画面

まず 初に「支払一覧」ボタンをクリックして

「支払一覧」画面を表示させます。

「支払一覧」画面

新規の支払明細を作成するためには「新規

作成」をクリックします。確認画面が出て「新

規レコードを作成しますか？」というメッセー

ジが出ますので「OK」を選択してください。

一覧画面では「開始月日」「終了月日」で指

定された期間の支払データを抽出して表示

することができます。また表示されている一

覧データを条件により並び替えることも出来

ます。
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「支払明細」作成画面

「支払一覧」で新規作成をクリックすると、

「支払明細」作成画面が表示されますので、

必要項目を記入していきます。

顧客名は、「会計メニュー」の「仕入先一覧」

で登録・編集する事ができますので、予め

登録しておきます。

支払日は「支払一覧」での抽出条件になっ

ていますので、必ず記入してください。

必要項目を記入して「閉じる」をクリックする

と、自動的にデータが保存され「支払一覧」

画面へと戻ります。
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会計関連「売上仕入集計」

「売上仕入集計」について解説しています。「売上仕入集計」では、指定期間内の「車両売上」「整備売上」「入金・仕入・支払」

「合計表」の集計を閲覧することができます。

トップ「会計関連メニュー」画面

まず最初に「売上仕入集計表」ボタンをク

リックして「売上仕入集計」画面を表示させ

ます。

「売上仕入集計」画面

期間を指定することで、各項目の集計結果

が表示されます。

集計項目は「車両売上」「整備売上」「入金・

仕入・支払」「合計表」です。

Ver2.16以降では、整備売上の「原価」「技術

料原価」項目の追加に加えて「車両売上一

覧」「整備売上粗利一覧」の印刷機能が追

加されました。
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会計関連「仕入先一覧」

「仕入先一覧」について解説しています。「仕入先一覧」で「仕入先名」を前もって作成しておくと「仕入経費明細」「支払明細」

などの記入欄でプルダウンからの選択が可能となります。

トップ「会計関連メニュー」画面

まず最初に「仕入先一覧」ボタンをクリックし

て「仕入先一覧」画面を表示させます。

「仕入先一覧」画面

新規の仕入先データを作成するために「新

規作成」をクリックします。確認画面が出て

「新規レコードを作成しますか？」というメッ

セージが表示されますので「OK」を選択して

ください。
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「仕入先」作成画面

「仕入先一覧」で新規作成をクリックすると、

「仕入先」作成画面が表示されます。

必要項目を記入して「閉じる」をクリックする

と、自動的にデータが保存され「仕入先一

覧」画面へと戻ります。

仕入先を前もって作成して登録しておくと

「仕入経費明細」「支払明細」などの記入欄

でプルダウンからの選択が可能となります。
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会計関連「車両売上グラフ」

「車両売上グラフ」について解説しています。「車両売上グラフ」では、指定期間された12か月分の売上金額、売上件数をグラ

フ化して表示する事ができますので、視覚的に推移を比べることができます。

トップ「会計関連メニュー」画面

まず最初に「車両売上グラフ」ボタンをクリッ

クして「車両売上推移」画面を表示させま

す。

「車両売上推移」画面

「開始年」「開始月」で期間を指定します。

「開始年月」から12ヶ月間の推移グラフが表

示されます。

「件数・金額」からグラフ化する項目を選択し

ます。

「期間指定」と「件数･金額」の項目選択をし

てもグラフが表示されない時は「再表示ボタ

ン」をクリックしてください。
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会計関連「車両担当者別」

「車両担当者別」について解説しています。担当者別の車両売上を一覧で表示します。

トップ「会計関連メニュー」画面

まず 初に「車両担当者別」ボタンをクリック

して「担当者別　売上一覧」画面を表示させ

ます。

「担当者別　売上一覧」画面

一覧画面では期間指定、担当者による抽出

データの表示、全件表示が行えます。また

表示されている一覧データを条件により並

び替えることも出来ます。

粗利金額は税抜き金額となります。
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車両関連･設定･保存「在庫一覧」

「在庫一覧」での操作を、新規の「車両管理」データ作成を例に解説しています。

トップ「車両関連･設定･保存メニュー」画面

まず 初に「在庫一覧」ボタンをクリックして

「在庫一覧」画面を表示させます。

「在庫一覧」画面

新規の「車両管理」データを作成するために

「新規作成」をクリックします。確認画面が出

て「新規レコードを作成しますか？」という

メッセージが出ますので「OK」を選択してくだ

さい。

一覧画面ではメーカー名、ミッションによる

抽出データの表示、全件表示が行えます。

また表示されている一覧データを条件により

並び替えることも出来ます。
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「車両管理／仕入」作成画面

「在庫一覧」で新規作成をクリックすると、

「車両管理」データの作成画面が表示されま

す。 初に「仕入日」を記入してから、必要

項目を記入していきます。

「仕入日」を記入しないと「車両管理」の「車

両管理一覧」で表示されなくなりますので、

ご注意ください。これは「車両管理一覧」で

は、期間指定による抽出を行うためです。※

「車両管理一覧」に表示されない場合には、

「在庫一覧」から該当する「車両管理」データ

を開いて「仕入日」の記入を行ってください。

「車両管理」データは、車両見積時に「在庫

検索」から車両情報の参照ができます。「車

両見積書」の「在庫検索」で車両情報を転記

した「車両見積書」が売上確定されると「車

両管理」データには「売上NO」が自動的に表示されるようになります。※「車両売上書」に「車両管理NO」が表示されていない

場合は、在庫車の割り当てが未定ということになります。この場合「在庫一覧」、または「車両管理」一覧から、売上計上されて

いる在庫車両の「車両管理」データを開き「売上NO」を割り当てることができます。

必要項目を記入して「閉じる」をクリックすると、自動的にデータが保存され「車両見積一覧」画面へと戻ります。

「車両管理」画面の上部メニューについては、 後の項目で説明しています。

「車両管理」画面では「車両台帳」と「売買契約書」の印刷ができます。

「車両管理／詳細情報」作成画面

「詳細情報」の記入内容は、全てカタログ画

面と車両台帳に反映されます。

「○」印を選択するだけで、簡単に「装備・オ

プション詳細」が記入できます。
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「車両管理／画像」作成画面

「画像」で登録した車両画像はカタログ画面

と車両台帳に反映されます。

「車両画像1」「車両画像2」「車両画像3」の

画面をクリックすることで画像の選択、登録

が行えます。また、既に画像が登録されて

いる場合はクリックで画像の削除を行いま

す。

「車両管理／売買契約書」作成画面

「売買契約書」の価格、残金、付属品、車両

情報など、詳細情報の指定を行う事ができ

ます。
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「車両管理」メニュー解説

「新規作成」…「車両管理」データを新規作

成します。

「削除」…現在開いている「車両管理」データ

を削除します。

「売買契約書」…「売買契約書」の印刷を行

います。

「印刷」…「車両台帳」の印刷を行います。

「閉じる」…現在表示している「車両管理」データを保存して閉じます。

「ヘルプ」…ヘルプ画面に移動します。
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車両関連･設定･保存「車両管理」

「車両管理」での操作を、新規の「車両管理」データ作成を例に解説しています。「車両管理」データは、在庫一覧からも作成

できます。

トップ「車両関連･設定･保存メニュー」画面

まず 初に「車両管理」ボタンをクリックして

「車両管理一覧」画面を表示させます。

「車両管理一覧」画面

新規の「車両管理」データを作成するために

「新規作成」をクリックします。確認画面が出

て「新規レコードを作成しますか？」という

メッセージが出ますので「OK」を選択してくだ

さい。

車両管理画面では「開始月日」「終了月日」

を選択して期間指定による抽出データの表

示を行いますので「車両管理」データで「仕

入日」が記入されていないと一覧には表示

されません。※「車両管理一覧」に表示され

ていない場合には、「在庫一覧」から該当す

る「車両管理」データを開いて「仕入日」の記

入を行ってください。

表示されている一覧データを条件により並

び替えることも出来ます。

売上計上された車両管理のデータには「売」印が付きます。
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「車両管理／仕入」作成画面

「車両管理一覧」で新規作成をクリックする

と、「車両管理」データの作成画面が表示さ

れます。 初に「仕入日」を記入してから、

必要項目を記入していきます。

「仕入日」を記入しないと「車両管理」の「車

両管理一覧」では期間指定による抽出を行

う為に表示されなくなりますので、ご注意くだ

さい。※「車両管理一覧」に表示されない場

合には、「在庫一覧」から該当する「車両管

理」データを開いて「仕入日」の記入を行っ

てください。

「車両管理」データは、車両見積時に「在庫

検索」から車両情報の参照ができます。「車

両見積書」の「在庫検索」で車両情報を転記

した「車両見積書」が売上確定されると「車

両管理」データには「売上NO」が自動的に

表示されるようになります。※「車両売上書」に「車両管理NO」が表示されていない場合は、在庫車の割り当てが未定というこ

とになります。この場合「在庫一覧」、または「車両管理」一覧から、売上計上されている在庫車両の「車両管理」データを開き

「売上NO」を割り当てることができます。

必要項目を記入して「閉じる」をクリックすると、自動的にデータが保存され「車両見積一覧」画面へと戻ります。

「車両管理」画面の上部メニューについては、 後の項目で説明しています。

「車両管理」画面では「車両台帳」と「売買契約書」の印刷ができます。

「車両管理／詳細情報」作成画面

「詳細情報」の記入内容は、全てカタログ画

面と車両台帳に反映されます。

「○」印を選択するだけで、簡単に「装備・オ

プション詳細」が記入できます。
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「車両管理／画像」作成画面

「画像」で登録した車両画像はカタログ画面

と車両台帳に反映されます。

「車両画像1」「車両画像2」「車両画像3」の

画面をクリックすることで画像の選択、登録

が行えます。また、既に画像が登録されて

いる場合はクリックで画像の削除を行いま

す。

「車両管理／売買契約書」作成画面

「売買契約書」の価格、残金、付属品、車両

情報など、詳細情報の指定を行う事ができ

ます。

47 / 99



「車両管理」メニュー解説

「新規作成」…「車両管理」データを新規作

成します。

「削除」…現在開いている「車両管理」データ

を削除します。

「売買契約書」…「売買契約書」の印刷を行

います。

「印刷」…「車両台帳」の印刷を行います。

「閉じる」…現在表示している「車両管理」データを保存して閉じます。

「ヘルプ」…ヘルプ画面に移動します。
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車両関連･設定･保存「カタログ」

「カタログ」での操作を解説しています。「カタログ」は閲覧専用ですので、編集を行う場合は「在庫一覧」、または「車両管理」

から行ってください。

トップ「車両関連･設定･保存メニュー」画面

まず 初に「カタログ」ボタンをクリックして

「カタログ一覧」画面を表示させます。

「カタログ一覧」画面

一覧画面ではメーカー名、ミッションによる

抽出データの表示、全件表示が行えます。

また表示されている一覧データを条件により

並び替えることも出来ます。
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「カタログ」画面

「カタログ」画面は、お客様に閲覧していただ

くことを前提に「車両管理」データを再構成し

て表示しています。また表示金額は「販売予

定価格」のみで原価などは表示されませ

ん。

「カタログ」は閲覧専用です。編集を行う場

合は「在庫一覧」、または「車両管理」から

行ってください。

「印刷」では「カタログ」を印刷することができ

ます。
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車両関連･設定･保存「郵便番号簿」

自動車販売管理ソフト「CarStore System SP Ver2.16」から郵便番号の入力補助機能の郵便番号登録の方法が変わりまし

た。以前の弊社提供の郵便番号簿を登録する方式は廃止され、郵政省ホームページの配布するCSVデータから郵便番号

データを読み込んで登録する方式が採用されました。※「SP Ver2.15」以前のバージョンをご利用の方は 新版にバージョン

アップしてご利用いただきます様にお願いいたします。以下は「SP Ver2.16」以降向けの解説となります。

「CarStore System SP」導入時の郵便番号データは空の状態です。郵便番号の入力補助機能を利用する場合は、お客様

の地域に適した「郵便番号」データをダウンロードして登録する必要があります。

郵便番号の入力補助機能を利用する方は、以下の解説に従って郵便番号の登録作業を行ってください。

郵便番号データのダウンロード

郵政省のホームページから、お客様の地域

に適したファイルをダウンロードしてくださ

い。※ファイルはlhz形式とzip形式の2種類タ

イプの圧縮ファイルが用意されています。

ダウンロードした圧縮されたファイルを解凍

してください。 CSV形式のファイルが現れま

したら準備はOKです。

上部左側のタブの「郵便番号簿」を選択して

「ダウンロード」から「郵便番号簿」へ画面を

切り替えてください。
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郵便番号データの登録と追加

タブを「郵便番号簿」画面に切り替えたら郵

便番号データの登録の為に「新規作成」ま

たは「追加作成」をクリックします。

「新規作成」について... 新規登録用です。既

に登録されている郵便番号データを全て削

除してから新たに郵便番号データを登録し

ます。必要な郵便番号データを間違って削

除してしまわない様にご注意ください。

「追加登録」について... 既に登録されている

郵便番号データを削除することなく新たな郵

便番号データを追加します。既に郵便番号

が登録されていて郵便番号を追加する時に

は、この「追加登録」を選択してください。

また同じ地域の郵便番号を「追加登録」で登

録してしまうと重複して登録されてしまいま

すので、注意が必要です。重複登録してし

まった場合に古いデータが優先され、間違った古い住所が表示される可能性がありますので「新規作成」で新たに登録し直す

ことをお勧めします。

「新規作成」または「追加作成」をクリックするとダイアログボックスが開きますので、ダウンロード後に解凍したCSVファイルを

選択して「開く」をクリックします。これで郵便番号データの読み込みが開始されます。

読み込みが終了すると画面左側の表に登録された郵便番号が一覧表示されますので登録内容の確認を行います。 正常に

登録されていたら郵便番号の登録・追加の作業は完了ですが、念のために以下で入力補助機能が正常に動作しているかの

確認を行ってみて下さい。
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郵便番号の入力補助機能を確認する。車両見積画面

それでは実際に郵便番号の住所入力補助

機能が正常に動作しているか動作確認を

行ってみます。

トップメニューに戻り「メインメニュー」の「車

両見積」をクリックして一覧を表示させます。

次に画面右上部の「新規作成」をクリックし

て、新規の車両見積画面を表示させます。

紺色の「〒」マーク横の項目に、お客様が登

録した地域の郵便番号を記入したら緑色の

「〒→住所」ボタンをクリックします。実際に

住所が正常に表示されるか確認してくださ

い。

郵便番号の区切りに「‐ (ハイフン)」が無いと

補完機能が動作しませんので、忘れないよ

うにしてください。

ここでは「車両見積」を例に郵便番号の住所入力補助機能の確認をしていますが、「車両売上」や「整備見積」「整備売上」「車

検証管理」「車両書類」などの入力項目でも利用できます。

正常に機能していたら郵便番号簿の登録は無事完了です。お疲れ様でした。※ この確認の為に新規作成された車両見積は

削除してください。
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車両関連･設定･保存「諸費用設定」

「諸費用設定」での操作を解説しています。

「諸費用設定」では、「車両見積･売上」の「課税対象・非課税」項目の名称変更と初期金額の設定。「整備見積･売上」の「課

税対象諸費用」項目の名称変更。車両見積書「見積書」、車両売上書「注文書」、整備見積書「見積書」の「必要書類」項目の

名称変更をすることができます。

トップ「車両関連･設定･保存メニュー」画面

まず最初に「諸費用設定」ボタンをクリックし

て「諸費用／必要書類名称設定」画面を表

示させます。

「諸費用／必要書類名称設定」画面

「諸費用／必要書類名称設定」画面では、

必要に応じて諸費用の初期金額の設定、項

目の名称変更などが行えます。また必要の

無い項目は空欄にすると表示されなくなりま

す。

「車両見積･売上」の「課税対象・非課税」項

目の名称変更と初期金額の設定が行えま

す。

「整備見積･売上」の「課税対象諸費用」項

目の名称変更が行えます。

車両見積書「見積書」、車両売上書「注文

書」、整備見積書「見積書」の「必要書類」項

目の名称変更が行えます。

「データを更新する」...Ver2.16以降で追加さ

れた「自動車税・自動車重量税・自賠責保

険料」の更新機能です。詳しい解説は「税金

と自賠責の更新」を参照ください。
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車両関連･設定･保存「自社設定」

「自社設定」での操作を解説しています。

トップ「車両関連･設定･保存メニュー」画面

まず 初に「自社設定」ボタンをクリックして

「自社情報」画面を表示させます。

「自社情報」画面　その1

自社情報、消費税設定など必要な項目を記

入してください。

「現在消費税日付」は「旧消費税」から「現在

の消費税」への切り替え日を指しています。

左欄に記入された自社情報は「印刷イメー

ジ」で印刷時のレイアウトが確認できます。

「車両見積タイトル」「車両注文書タイトル」

「車両請求書タイトル」「整備見積タイトル」

「整備請求書タイトル」では、それぞれの書

類の印刷時タイトルを変更することができま

す。
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「自社情報」画面　その2

「会社ロゴ」にロゴ画像を登録すると、印刷

書類の自社情報欄にロゴ画像を挿入するこ

とができるようになります。会社ロゴ項目左

側の画像表示部分をクリックしてロゴ画像の

選択、登録を行います。既に画像が登録さ

れている場合はクリックで登録画像の削除

を行います。

「ライセンスキー」は自社情報を元に発行さ

れますので、自社情報が未記入の状態では

ライセンス認証はされません。

Ver2.16以降では、ライセンスが正常に認証

されていると「OK」が表示され、認証されて

いない場合には「NG」が表示されます。

「NG」が表示されてしまう場合には、ライセン

ス情報に間違いがないかご確認ください。

※Ver2.15以前バージョンでのライセンス認

証確認の方法については「ライセンス認証

の確認」を参照してください。

「初期状態へもどす」ボタンは自社情報を初

期化します。 この機能は、自社設定画面で起こるエラーで「レコードがありません。レコードを作成するには、レコードメニュー

から...」とメッセージが繰り返し表示されたり画面復帰が行えない場合には、自社情報を一度リセットする必要がある為に

Ver2.16以降で追加された機能です。必要に応じて「初期状態へもどす」ボタンをクリックして自社情報を初期化してから再入

力を行ってください。このエラーに関する詳細と解説は「レコードがありません...」を参照してください。

「バージョンUP」ボタンはVer2.06～2.15版の保存データから新バージョンへデータを移行するときに使用します。バージョン

アップのデータ移行に関する詳しい解説は「バージョンアップ解説」を参照してください。

ライセンスキーが認証されない場合に、以下の原因が考えられますのでご確認ください。

ライセンスキーが間違いなく正確に入力されていることを確認してください。

ライセンスのお申込みを行った際の会社情報（申込みフォームの内容）と、ソフトの自社情報で設定した内容が同じであるか

確認してください。自社情報とは「自社名」「郵便番号」「住所」「電話番号」を指します。ライセンスキーはお申込み時の自社情

報を元に発行されるので、ソフトの自社情報で設定した内容が同じでない場合には認証されません。

以上の条件を満たしているのにも関わらず、ライセンスキーが認証されない場合にはお問合わせフォームよりご連絡くださ

い。
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車両関連･設定･保存「データの保存」

「データの保存」について解説します。

トップ「車両関連･設定･保存メニュー」画面

「データ保存」をクリックすると、確認画面が

表示されますので「OK」を選択してください。

「データ保存」ボタンをクリックしても反応が

無い場合、ライセンス認証がされていない

可能性があります。

※「データ保存」を行うにはライセンス認証さ

れている必要があります。「データの保存」

ボタンをクリックしても反応が無い場合に

は、ライセンス認証の確認を行ってくださ

い。ライセンス認証の確認方法の解説は、

Ver2.16以降のバージョンをご利用の場合は

「ライセンス認証の確認」を参照、Ver2.15以

前のバージョンをご利用の場合は「ライセン

ス認証の確認」を参照してください。

トップ「車両関連･設定･保存メニュー」画面

データの保存が始まると、進行状況が画面

に表示されます。

データの保存が完了すると、確認画面へと

表示が切り替わりますので「OK」をクリックし

ます。

これで「Tomods_carSP」フォルダ内にバック

アップデータ「Tomods_car20.bak」ファイルが

作成(二回目以降は上書き)されましたので、

バックアップ作業は完了です。 ※Ver2.16以

降では、バックアップデータのファイル名は

「Tomods_car216.bak」に仕様変更されまし

た。
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車両関連･設定･保存「外部へデータ保存」

「外部ドライブへのデータ保存」について解説します。

トップ「車両関連･設定･保存メニュー」画面

USB、または外部ドライブへの保存を行う為

には、まず 初に「外部ドライブを選択」か

ら、データの保存先となるドライブを選択し

ます。※登録されているドライブは「D～F」で

す。USBが登録されているドライブに存在し

ない場合は、一度「D～G」のいずれかのドラ

イブに保存してから、USBに複製してくださ

い。 ※Ver2.16以降の対象外部ドライブは

「D～K」に増えました。

「外部ドライブへデータ保存」をクリックする

と、確認画面が表示されますので「OK」を選

択してください。

「外部ドライブへデータ保存」ボタンをクリッ

クしても反応が無い場合は、ライセンスが認

証されて いな い可 能性 があります 。  ※

「データ保存」を行うにはライセンス認証されている必要があります。「外部ドライブへデータの保存」ボタンをクリックしても反

応が無い場合には、ライセンス認証の確認を行ってください。 ライセンス認証の確認方法の解説は、Ver2.16以降のバージョ

ンをご利用の場合は「ライセンス認証の確認」を参照、Ver2.15以前のバージョンをご利用の場合は「ライセンス認証の確認」を

参照してください。

トップ「車両関連･設定･保存メニュー」画面

データの保存が始まると、進行状況が画面

に表示されます。

データの保存が完了すると確認画面へと表

示が切り替わりますので「OK」をクリック。こ

れでバックアップ作業は完了です。 指定さ

れたUSB、またはドライブの一階層目にバッ

クアップデータ「Tomods_car20.bak」ファイル

が作成されましたので、ご確認ください。 ※

Ver2.16以降では、バックアップデータのファ

イル名は「Tomods_car216.bak」に仕様変更

されました。
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車両関連･設定･保存「データの復元」

「データの復元」について解説します。通常のデータ復元は「ドキュメント」→「tomods」→「Tomods_carSP」フォルダ内の保存

データ「Tomods_car216.bak」から復元を行います。※Ver2.15以前では「Tomods_car20.bak」

外部保存したデータを復元する場合は、保存したデータ「Tomods_car216.bak」ファイルを「ドキュメント」→「tomods」→

「Tomods_carSP」フォルダ内に移動させた後に、下記の解説に従って復元作業を行ってください。 ※Ver2.15以前では

「Tomods_car20.bak」

外部ファイル復元の為に「Tomods_carSP」フォルダに保存データを移動すると既に存在する保存データを上書きしてしまいま

すので、上書きされたくない場合には元の保存データの名称をリネームするなど対応を行ってください。

トップ「車両関連･設定･保存メニュー」画面

「データ復元」をクリックすると、確認画面が

表示されますので「OK」を選択してください。

トップ「車両関連･設定･保存メニュー」画面

データの復元が完了すると、確認画面へと

表示が切り替わりますので「OK」をクリックし

ます。

これでデータの復元作業は完了です。デー

タが正常に復元されていることを確認してく

ださい。
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「レコードがありません...」対策　※SP Ver2.16以降向け

自社設定画面で起こるエラーで「レコードがありません。レコードを作成するには、レコードメニューから...」とメッセージが繰り

返し表示されたり画面復帰が行えない場合には、自社情報を一度リセットする必要があります。

■SP Ver2.16以降では自社情報の初期化機能が追加されました。

以下の解説に従って自社情報を初期化して再入力を行ってください。

■Ver2.15以前で、この状態が発生して画面復帰が行えない場合には再インストールが必要になります。

このエラーは、主に空データの復元が原因となって発生していますので、空データは復元しないようにお願いいたします。

※SP Ver2.16以降では空データを復元できないように対策済みです。

「自社設定」画面に移動

トップメニューから「車両／設定・保存」メ

ニューを選択して 「自社設定」ボタンをクリッ

クして「自社情報」画面に移動します。

自社情報の初期化

「初期状態にもどす」ボタンをクリックすると

確認画面が表示されるので「OK」をクリック

して下さい。

自社情報の初期化を行った事によりエラー

状態が解消されました。お手数ではあります

が、初期化された自社情報の再入力を行っ

てください。
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自動車税・自動車重量税・自賠責保険料の更新について　※SP Ver2.16以降

自動車販売管理ソフト「CarStore System SP Ver2.16」から自動車税・自動車重量税・自賠責保険料の参照用データを簡単に

最新データに更新する機能が追加されました。※「SP Ver2.15」以前のバージョンについては「自賠責保険表のダウンロード」

をご利用ください。

導入時の自動車税・自動車重量税・自賠責保険料の参照用データが最新のものでない場合は、以下の手順で最新データ

に更新することができます。

またバージョンアップによりデータを移行した場合は、自動車税・自動車重量税・自賠責保険料の参照用データも一緒に移

行されますので、移行した参照データが古い場合には最新データに更新する必要があります。必要に応じて更新を行ってく

ださい。

「諸費用設定」画面へ移動。

自動車販売管理ソフト「CarStore System

SP」を起動します。

「メインメニュー」から「車両関連／設定・保

存」タブを選択して「車両関連／設定・保存」

メニューに切り換えます。

「車両関連／設定・保存」メニューの「諸費

用設定」ボタンをクリックして「諸費用／必要

書類名称設定」画面に移動します。

「自動車税他CSV読み込み」画面へ移動

「諸費用／必要書類名称設定」画面に移動

したら「データを更新する」ボタンをクリックし

て「自動車税他CSV読み込み」画面に移動

します。
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「自動車税他CSV読み込み」画面

「自動車税他CSV読み込み」画面に移動し

たら画面の中に表示されている弊社ホーム

ページのダウンロード専用ページから更新

したいデータの「ダウンロード」をクリックしま

す。
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更新データのダウンロードと保存

「ダウンロード」をクリックすると、ダイアログ

が表示されますので「保存」をクリックしてく

ださい。

「保存」をクリックすると、保存場所を聞いて

きますので「ライブラリ」→ 「ドキュメント」→

「tomods」→ 「Tomods_carSP」フォルダまで

移動して「保存」ボタンを クリックしてくださ

い。

「保存」をクリックすると、上書きを警告する

確認ダイアログが表示されますので「はい」

をクリックしてください。

他にも更新したいデータがある場合には、

同様の作業を繰り返してください。ちなみに

ファイル名は自動車税が「syazei.csv」、自動

車重量税は「jyuuryou.csv」、自賠責保険料

が「jibai.csv」で全てCSVデータとなっていま

す。
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更新データの読み込み

更新したいデータの「読み込み」ボタンをク

リックします。確認ダイアログが表示されま

すので「OK」をクリックして完了です。 ※更

新用のCSVデータをダウンロードせずに読

み込みを行った場合は、既存のCSVファイ

ルからデータを読み込みますので既存デー

タが反映されることになります。

更新したいデータが他にもある場合には、

同様の作業を繰り返してください。※既に更

新データをダウンロードしている場合は該当

データの「読み込み」ボタンをクリックしてくだ

さい。

それでは実際にデータが更新されているか

確認してみましょう。

更新データを確認する。車両見積画面

トップメニューに戻り、「メインメニュー」の「車

両見積」をクリックして一覧を表示させ、画面

右上部の「新規作成」をクリックして、新規の

車両見積書を表示させます。

画面右中断の自動車税・自動車重量税・自

賠責保険料の中から確認したい項目の「虫

眼鏡」マークをクリックします。

各料金の参照画面が表示されますので。

正常に反映されていたらデータの更新は無

事完了です。お疲れ様でした。 ※ この確認

の為に新規作成された車両見積は削除して

ください。
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パソコン間のデータ移行

パソコンの買い替えなどにより、別のパソコンに自動車販売管理ソフト「Car Store System SP」の既存データを移行する場合

の方法を解説します。まず移行先のパソコンに「Car Store System SP」を新規インストールします。この時、インストールした

「Car Store System SP」のバージョンと現行パソコン内の「Car Store System SP」のバージョンは同一である必要があります。

もしもバージョンが異なる場合は、現行パソコン内の「Car Store System SP」を同一バージョンになる様にバージョンアップし

てください。※バージョンアップに関する解説は「バージョンアップ解説」を用意しておりますので参考にしてください。

上記の準備が整いましたら、以下で2つのデータ移行の方法を解説していますので、どちらかの方法に従って移行先パソコン

へのデータ移行を行って下さい。※解説は、既に移行先のパソコンに「Car Store System SP」を新規でインストールされてい

ることを前提としていますので、ご注意ください。またインストールのみで自社情報などの設定は必要ありません。

データ移行の方法 その1 ／ 丸ごとデータ移行［1］

現行のパソコンからソフト本体を含むデータ

を丸ごと別のパソコンへ移行する方法です。

保存データが数十ギガなど膨大な場合には

不向きですが、一番簡単な方法です。

現行パソコンの「ドキュメント」→「tomods」内

の「Tomods_carSP」フォルダを丸ごと「USB」

や「外付けハードディスク」などの外部記憶

装置に複製します。
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データ移行の方法 その1 ／ 丸ごとデータ移行［2］

移動先のパソコンから「Tomods_carSP」フォ

ルダを複製した外部記憶装置を読み込み

「Tomods_carSP」フォルダを「ドキュメント」→

「tomods」の中に移動(複製)します。「同じ名

前のファイルが既にあります...。」と言う内容

のメッセージが表示されますので「コピーし

て置き換える」を選択してください。

移動先のパソコンから自動車販売管理ソフ

ト「Car Store System SP」を起動します。

データが正常に移行されていれば作業は完

了です。※ソフトを丸ごとコピーしたので、通

常はデータ移行が失敗する事はありませ

ん。もしデータ移行が正常に行われなかっ

た場合には、元データに問題がないかの確

認を行ってみてください。

データ移行の方法 その2 ／ 保存データを利用したデータ移行［1］

まず現行パソコンの「Car Store System SP」

を起動して「外部ドライブへデータ保存」を行

いますが、万が一「外部ドライブへデータ保

存」が上手く行えない方の為に「データ保

存」したデータを外部ドライブに複製する方

法の例を交えて解説いたします。

「データ保存」を クリックします。※外部ドラ

イブへのデータ保存が可能なら、外部ドライ

ブを選択して「外部ドライブへデータ保存」を

クリックしての保存でも構いません。

データ保存に関する解説も用意しておりま

すので、詳しく知りたい方は参照ください。

「データ保存」の解説。「外部ドライブへの

データ保存」の解説
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データ移行の方法 その2 ／ 保存データを利用したデータ移行［2］

「外部ドライブへ保存」で、既に外部ドライブ

への保存が済んでいる場合は、この工程を

飛ばして次の工程へと進んでください。

現行のパソコンの「ドキュメント」→「tomods」

→「Tomods_carSP」 フォ ル ダの  中 に ある

「Tomods_car216.bak」ファイルを外部記憶装

置に複製します。 ※Ver2.15以前のバック

ア ッ プ デ ー タ の フ ァ イ ル 名 は

「Tomods_car20.bak」です。

データ移行の方法 その2 ／ 保存データを利用したデータ移行［3］

移動先のパソコンから「Tomods_car216.bak」

ファイルを複製した外部記憶装置を読み込

みま す 。 「 ド キ ュ メ ン ト 」 → 「tomods」→

「Tomods_carSP 」 フ ォ ル ダ の 中 に

「Tomods_car216.bak」を移動(複製)します。

※Ver2.15以 前 の 場 合 、 フ ァ イ ル 名は

「Tomods_car20.bak」となります。
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データ移行の方法 その2 ／ 保存データを利用したデータ移行［4］

移動先のパソコンから自動車販売管理ソフ

ト「Car Store System SP」を起動します。「車

両関連･設定･保存」タブをクリックして画面

を切り替え「データ復元」をクリックすると確

認画面が表示されますので「OK」を選択して

ください。 データの復元が開始されます。

これでデータの復元作業は完了です。デー

タが正常に復元されていることを確認してく

ださい。

データの復元に関する解説も用意しており

ますので、詳しく知りたい方は参照ください。

「データの復元」の解説。
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バージョンアップの解説

自動車販売管理ソフト「Car Store System SP」版のバージョンアップ方法と、データの引き継ぎ(移行)方法を図解で解説して

います。

現在利用しているバージョンによって、バージョンアップの方法が異なります。また段階を経て最新版にバージョンアップす

る必要がある場合もありますので、現在利用しているバージョンをよく確認の上、それぞれの解説に従ってバージョンアップ

を行ってください。

新しいバージョンをインストールする前に、現行バージョンで「データ保存」を必ず行ってください。この保存データは、新しい

バージョンにデータを引き継ぐために利用されます。もしも「データ保存」を行わずに新しいバージョンをインストールしてしま

うとデータの引き継ぎが不可能になる場合もありますので、解説に従って必ず「データ保存」を行ってください。また万一の

為に可能なら外部バックアップを作成しください。

現在利用しているバージョンが「SP Ver2.05」以降で、外部バックアップが上手く行えない場合は「ドキュメント」→「tomods」

の中にある「Tomods_carSP」フォルダを丸ごと複製してください。万が一の時にバックアップの代わりになります。※SP

Ver2.05以降のバージョンが対象です。

バージョン別/バージョンアップ方法の解説

「現行バージョン」→「アップデートするバージョン」です。間違いの無いようにバージョンアップを行ってください。

「SP Ver2.16～」→「SP Ver2.17～」

「SP Ver2.06～Ver2.15」→「SP Ver2.16～」　

「SP Ver2.05～」→「SP Ver2.06」

「SP Ver2.00～Ver2.04」→「SP Ver2.05」

「Ver1.1」→「SP Ver2.05」　※「Ver1.2」をご利用の場合は、お問い合わせよりご連絡ください。

※Windows XP以外の環境では「Ver1.1」→「SP Ver2.05」のデータ移行が正常に行われないことが確認されました。Windows

7／Windows Vistaで「Ver1.1」→「SP Ver2.05」のデータ移行を希望される場合は、お問い合わせよりご連絡ください。

バージョンアップの為に過去のバージョンが一時的に必要な場合は、弊社ホームページ専用ページからダウンロードを行って

ください。
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「SP Ver2.16～」→「SP Ver2.17～」のバージョンアップ解説

自動車販売管理ソフト「Car Store System SP Ver2.16～」→ 最新版「SP Ver2.17～」へアップデートする場合のデータ引き継

ぎ(移行)方法を図解で解説しています。新規導入の場合は、通常のインストールで問題ありません。

最新版「SP Ver2.17～」をインストールする前に、現行バージョンで「データ保存」を必ず行ってください。この保存データは

最新版「SP Ver2.17～」にデータを引き継ぐために利用されます。もしも「データ保存」を行わずに最新版「SP Ver2.17～」を

インストールしてしまうとデータの引き継ぎができなくなってしまいますので、解説に従って必ず「データ保存」を行ってくださ

い。また万一の為に可能なら外部バックアップを作成しください。

「担当者」「メーカー」「車体色」「作業内容／部品名等」「郵便番号簿」などの入力補助に追加されたオリジナルの項目につ

いては引き継は行われませんので、予めご了承ください。

「SP Ver2.16」から郵便番号の登録方法が変わりました。郵便番号簿の入力補助機能を使用している方は、バージョンアッ

プ完了後に「郵便番号の登録」の解説に従って郵便番号登録を行ってください。

今後予想される段階的な消費税の変更に対応するため、「SP Ver2.18」から自社情報で設定された消費税の値以外にも

個々の見積・売上データが消費税の値を持つことが出来るよう仕様変更を行いました。このため「SP Ver2.17」以前のバー

ジョンから最新版にバージョンアップを行う際には、個々の見積・売上データに消費税の値を割り振る為に自社情報の消費

税設定が利用されます。自社情報の消費税が正しく設定されているか確認を行ってください。

詳しくは、以下で解説するバージョンアップの手順に従ってください。

現行バージョンの消費税設定の確認1　「車両／設定・保存」画面

今後予想される段階的な消費税の変更に

対応するため、「SP Ver2.18」から自社情報

で設定された消費税の値以外にも個々の見

積・売上データが消費税の値を持つことが

出来るよう仕様変更を行いました。「SP

Ver2.17」以前のバージョンからバージョン

アップを行う際には、個々の見積・売上デー

タに消費税の値を割り振る為に自社情報の

消費税設定が利用されますので、正しく消

費税が設定されているか以下の手順に従っ

て確認を行ってください。

現行バージョンの「Car Store System SP」を

起動、トップメニューから「車両／設定・保

存」メニューを選択して 「自社設定」をクリッ

クして「自社情報画面」に移動します。

70 / 99



現行バージョンの消費税設定の確認2　「自社情報」画面

「旧消費税」「消費税開始日」「新消費税」の

3つの設定を正しく設定してください。

現行バージョンのデータ保存1　「車両／設定・保存」画面

新しいバージョンのインストール作業を行う

前に、現行バージョンの「Car Store System

SP」を起動して 「データ保存」を必ず行ってく

ださい。データの保存を行わずに新しい

バージョンをインストールすると、デフォルト

のデータが上書きされ元のデータは消えて

しまいます。

現行バージョンの「Car Store System SP」を

起動したら、トップメニューから「車両／設

定・保存」メニューを選択して 「データの保

存」をクリックします。

確認画面が表示されますので「OK」をクリッ

クします。

「データ保存」をクリックしても反応が無い場

合は、ライセンスの認証がされていない可

能性があります。入力したライセンスキーに間違いが無いか確認して、ライセンス認証の確認を行ってください。ライセンスの

認証がされていない状態では「データの保存」ができませんので、そのままバージョンアップをすると現行データは消えてしま

います。
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現行バージョンのデータ保存2　「車両／設定・保存」画面

データの保存が完了すると、再び確認画面

が表示されますので「OK」をクリックして完

了です。

万が一のデータ消失に備えて「データ保存」

と併せて「外部ドライブへのデータ保存」を

強くお勧め致します。

「外部ドライブへのデータ保存」は、保存した

い外部ドライブを選択し「外部ドライブへ

データ保存」をクリックします。他の手順は、

上記の「データ保存」と同様なので割愛させ

ていただきます。外部ドライブへの保存デー

タは 、 選 択 し た ド ラ イ ブ の1階 層 目に

「Tomods_car216.bak」という名前で保存され

ます。 ※選択した外部ドライブが存在しない

場合には、データ保存は失敗します。

データの保存が完了したら、現行バージョンの「Car Store System SP」を終了します。

インストール

弊社ホームページからVer2.17以降のファイ

ル「tomods_car_sp2■■.exe」をダウンロード

したら、ダブルクリックで解凍します。※■■

はバージョンの数値。

解 凍 後 に 出 来 た フ ァ イ ル の 中 か ら

「Tomods_car_setupSP.exe」をダブルクリック

してインストールします。

インストールが完了したら「スタートメニュー」

→「Tomods」→「Tomods carSP」を選択する

か、デスクトップ上の「Tomods carSP」をダブ

ルクリックして起動します。

72 / 99



「SP Ver2.17～」版へのデータ移行1　「車両／設定・保存」画面

最 新 版 「 SP  Ver2.17 ～ 」 の 「 Car  Store

System」を起動したら、トップメニューから

「車両／設定・保存」メニューを選択して 「自

社設定」ボタンをクリックして「自社情報」画

面に移動します。

「SP Ver2.17～」版へのデータ移行2　「自社情報」画面

「自社情報」画面に移動したら「バージョン

アップ」ボタンをクリックします。続いて確認

ダイアログが2回出ますので全て「OK」をク

リックします。

データの量にもよりますが、データの移行に

は20秒から30秒ほど掛かります。データの

移行が終わると、終了を知らせる確認画面

が表示されますので「OK」を選択します。

正常にデータが移行されたか内容を確認し

て、問題が無いようでしたらデータの引き継

ぎは完了です。

「自動車税・自動車重量税料金・自賠責保

険料」の参照データもデータ移行されますの

で、最新のデータに更新したい場合には「税

金と自賠責の更新」にて更新方法を解説し

ておりますのでご覧ください。

郵便番号簿の入力補助機能を利用している方は、「郵便番号簿の登録」で郵便番号の登録方法を解説しておりますのでご覧

ください。
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ライセンス認証に関する補足

「SP Ver2.16」以降では、ライセンスの認証

状態を簡単に確認できるように機能が改善

されました。正常に認証されている状態では

「OK」が表示され、認証されていない状態で

は「NG」が表示されます。「NG」が表示され

てしまう場合にはライセンス情報に間違い

がないかご確認ください。
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「Ver2.06～Ver2.15」→「Ver2.16～」のバージョンアップ解説

自動車販売管理ソフト「Car Store System SP Ver2.06～Ver2.15」→「SP Ver2.16～」へアップデートする場合のデータ引き継

ぎ(移行)方法を図解で解説しています。新規導入の場合は、通常のインストールで問題ありません。

「SP Ver2.16～」をインストールする前に、現行バージョンで「データ保存」を必ず行ってください。この保存データは、「SP

Ver2.16～」にデータを引き継ぐために利用されます。もしも「データ保存」を行わずに「SP Ver2.16～」をインストールしてしま

うとデータの引き継ぎができなくなってしまいますので、解説に従って必ず「データ保存」を行ってください。また万一の為に

可能なら外部バックアップを作成しください。

「担当者」「メーカー」「車体色」「作業内容／部品名等」「郵便番号簿」などの入力補助に追加されたオリジナルの項目につ

いては引き継は行われませんので、予めご了承ください。

「SP Ver2.16」から郵便番号の登録方法が変わりました。郵便番号簿の入力補助機能を使用している方は、バージョンアッ

プ完了後に「郵便番号の登録」の解説に従って郵便番号登録を行ってください。

今後予想される段階的な消費税の変更に対応するため、「SP Ver2.18」から自社情報で設定された消費税の値以外にも

個々の見積・売上データが消費税の値を持つことが出来るよう仕様変更を行いました。このため「SP Ver2.17」以前のバー

ジョンから最新版にバージョンアップを行う際には、個々の見積・売上データに消費税の値を割り振る為に自社情報の消費

税設定が利用されます。自社情報の消費税が正しく設定されているか確認を行ってください。

詳しくは、以下で解説するバージョンアップの手順に従ってください。

現行バージョンの消費税設定の確認1　「車両／設定・保存」画面

今後予想される段階的な消費税の変更に

対応するため、「SP Ver2.18」から自社情報

で設定された消費税の値以外にも個々の見

積・売上データが消費税の値を持つことが

出来るよう仕様変更を行いました。「SP

Ver2.17」以前のバージョンからバージョン

アップを行う際には、個々の見積・売上デー

タに消費税の値を割り振る為に自社情報の

消費税設定が利用されますので、正しく消

費税が設定されているか以下の手順に従っ

て確認を行ってください。

現行バージョンの「Car Store System SP」を

起動、トップメニューから「車両／設定・保

存」メニューを選択して 「自社設定」をクリッ

クして「自社情報画面」に移動します。
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現行バージョンの消費税設定の確認2　「自社情報」画面

「旧消費税」「消費税開始日」「新消費税」の

3つの設定を正しく設定してください。

現行バージョンのデータ保存1　「車両／設定・保存」画面

新しいバージョンのインストール作業を行う

前に、現行バージョンの「Car Store System

SP」を起動して 「データ保存」を必ず行ってく

ださい。データの保存を行わずに新しい

バージョンをインストールすると、デフォルト

のデータが上書きされ元のデータは消えて

しまいます。

現行バージョンの「Car Store System SP」を

起動したら、トップメニューから「車両／設

定・保存」メニューを選択して 「データの保

存」をクリックします。

確認画面が表示されますので「OK」をクリッ

クします。

「データ保存」をクリックしても反応が無い場

合は、ライセンスの認証がされていない可

能性があります。入力したライセンスキーに間違いが無いか確認して、ライセンス認証の確認を行ってください。ライセンスの

認証がされていない状態では「データの保存」ができませんので、そのままバージョンアップをすると現行データは消えてしま

います。
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現行バージョンのデータ保存2　「車両／設定・保存」画面

データの保存が完了すると、再び確認画面

が表示されますので「OK」をクリックして完

了です。

万が一のデータ消失に備えて「データ保存」

と併せて「外部ドライブへのデータ保存」を

強くお勧め致します。

「外部ドライブへのデータ保存」は、保存した

い外部ドライブを選択し「外部ドライブへ

データ保存」をクリックします。他の手順は、

上記の「データ保存」と同様なので割愛させ

ていただきます。外部ドライブへの保存デー

タは 、 選 択 し た ド ラ イ ブ の1階 層 目に

「Tomods_car20.bak」という名前で保存され

ます。 ※選択した外部ドライブが存在しない

場合には、データ保存は失敗します。

データの保存が完了したら、現行バージョンの「Car Store System SP」を終了します。

インストール

弊社ホームページからVer2.16以降のファイ

ル「tomods_car_sp2■■.exe」をダウンロード

したら、ダブルクリックで解凍します。※■■

はバージョンの数値。

解 凍 後 に 出 来 た フ ァ イ ル の 中 か ら

「Tomods_car_setupSP.exe」をダブルクリック

してインストールします。

インストールが完了したら「スタートメニュー」

→「Tomods」→「Tomods carSP」を選択する

か、デスクトップ上の「Tomods carSP」をダブ

ルクリックして起動します。
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「SP Ver2.16～」版へのデータ移行1　「車両／設定・保存」画面

「SP Ver2.16～」の「Car Store System」を起

動したら、トップメニューから「車両／設定・

保存」メニューを選択して 「自社設定」ボタン

をクリックして「自社情報」画面に移動しま

す。

「SP Ver2.16～」版へのデータ移行2　「自社情報」画面

「自社情報」画面に移動したら「バージョン

アップ」ボタンをクリックします。続いて確認

ダイアログが2回出ますので全て「OK」をク

リックします。

データの量にもよりますが、データの移行に

は20秒から30秒ほど掛かります。データの

移行が終わると、終了を知らせる確認画面

が表示されますので「OK」を選択します。

正常にデータが移行されたか内容を確認し

て、問題が無いようでしたらデータの引き継

ぎは完了です。

「自動車税・自動車重量税料金・自賠責保

険料」の参照データもデータ移行されますの

で、最新のデータに更新したい場合には「税

金と自賠責の更新」にて更新方法を解説し

ておりますのでご覧ください。

郵便番号簿の入力補助機能を利用している方は、「郵便番号簿の登録」で郵便番号の登録方法を解説しておりますのでご覧

ください。
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ライセンス認証に関する補足

「SP Ver2.16」以降では、ライセンスの認証

状態を簡単に確認できるように機能が改善

されました。正常に認証されている状態では

「OK」が表示され、認証されていない状態で

は「NG」が表示されます。「NG」が表示され

てしまう場合にはライセンス情報に間違い

がないかご確認ください。
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「Ver2.05」→「Ver2.06」のバージョンアップ解説

自動車販売管理ソフト「Car Store System SP Ver2.05」→「SP Ver2.06」へアップデートする場合のデータ引き継ぎ(移行)方法

を図解で解説しています。

「SP Ver2.06」をインストールする前に、現行バージョン「SP Ver2.05」で「データ保存」を必ず行ってください。この保存データ

は「SP Ver2.06」にデータを引き継ぐために利用されます。もしも「データ保存」を行わずに「SP Ver2.06」をインストールして

しまうとデータの引き継ぎは不可能となりますので、解説に従って必ず「データ保存」を行ってください。また万一の為に可

能なら外部バックアップを作成しください。

外部バックアップが上手く行えない場合は「ドキュメント」→「tomods」の中にある「Tomods_carSP」フォルダを丸ごと複製して

ください。万が一の時にバックアップの代わりになります。

詳しくは、以下で解説するインストール手順に従ってください。

「SP Ver2.05」版のデータ保存1　「車両／設定・保存」画面

「SP Ver2.06」のインストール作業を行う前

に「SP Ver2.05」の「Car Store System」を起

動して「データ保存」を行います。データの

保存を行わずに「SP Ver2.06」をインストー

ルすると、デフォルトのデータが上書きさ

れ、元のデータは消えてしまいます。

まず「SP Ver2.05」の「Car Store System」を

起動して、トップメニューから「車両／設定・

保存」メニューを選択して 「データの保存」を

クリックします。

確認画面が表示されますので「OK」をクリッ

クします。

「データ保存」をクリックしても反応が無い場

合は、ライセンスの認証がされていない可

能性があります。入力したライセンスキーに

間違いが無いか確認して、ライセンス認証の確認を行ってください。※ライセンスの認証がされていない状態では「データの保

存」ができません。そのままバージョンアップをすると現行データが消えてしまいますので、絶対に行わないでください。
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「SP Ver2.05」版のデータ保存2　「車両／設定・保存」画面

データの保存が完了すると、再び確認画面

が表示されますので「OK」をクリックして完

了です。

万が一のデータ消失に備えて「データ保存」

と併せて「外部ドライブへのデータ保存」を

強くお勧め致します。

「外部ドライブへのデータ保存」は、保存した

い外部ドライブを選択し「外部ドライブへ

データ保存」をクリックします。他の手順は、

上記の「データ保存」と同様なので割愛させ

ていただきます。保存データは、選択したド

ライブの1階層目に「Tomods_car20.bak」とい

う名前で保存されます。

データの保存が完了したら「SP Ver2.05」の

「Car Store System」を終了します。

インストール

弊社ホームページから「Ver2.06」のファイル

(tomods_car_sp206.exe )をダウンロードした

ら、ダブルクリックで解凍します。

解 凍 後 に 出 来 た フ ァ イ ル の 中 か ら

「Tomods_car_setupSP.exe」をダブルクリック

してインストールします。

インストールが完了したら「スタートメニュー」

→「Tomods」→「Tomods carSP」を選択する

か、デスクトップ上の「Tomods carSP」をダブ

ルクリックして起動します。
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「SP Ver2.06」版でのデータ復元1　「車両／設定・保存」画面

「SP Ver2.06」の「Car Store System」を起動

したら、トップメニューから「車両／設定・保

存」メニューを選択して 「データ復元」をク

リックすると確認画面が表示されますので

「OK」を選択してください。

先ほど保存したデータの復元が開始されま

す。

「SP Ver2.06」版でのデータ復元2　「車両／設定・保存」画面

データの量にもよりますが、データの復元に

は20秒から30秒ほど掛かります。データの

復元が終わると、終了を知らせる確認画面

が表示されますので「OK」を選択します。

正常にデータが復元されたかを確認してくだ

さい。問題が無いようでしたらデータの復元

は完了です。

「SP Ver2.06」の「Car Store System」を起動

して「データの復元」を行わずにソフトを終

了、かつ終了時に「終了前にデータを保存し

ますか？」で「OK」を選択してしまうと、デ

フォルトのデータが保存されてしまい。上記

で保存したデータを失ってしまう事になりま

すので、必ず「データの復元」を完了させて

から終了してください。また、この様な事態

が起こってしまった時に備える為にも「データ保存」と併せて「外部ドライブへのデータ保存」を強くお勧め致します。
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「Ver2.00～Ver2.04」→「Ver2.05」のバージョンアップ解説

自動車販売管理ソフト「Car Store System SP Ver2.00～Ver2.04」から「SP Ver2.05」へのバージョンとデータ引継ぎ(移行)方法

を図解で解説しています。

「SP Ver2.05」をインストールする前に、現行バージョンで「データ保存」を行ってください。

「SP Ver2.05」から「Windows Vista」の一部で起こる「Program files」内でのデータ保存時における エラーを回避する為、ソフ

トのインストール先フォルダが変更となりました。これにより「SP Ver2.00～Ver2.04」から「SP Ver2.05」へバージョンアップす

る場合の手順が通常とは異なりますので、以下の解説に従ってバージョンアップを行ってください。

現行バージョンのデータ保存1　「車両／設定・保存」画面

「SP Ver2.05」版のインストールを行う前に、

現行バージョンの「Car Store System SP」を

起動して 「データ保存」を必ず行ってくださ

い。

現行バージョンの「Car Store System SP」を

起動したら、トップメニューから「車両／設

定・保存」メニューを選択して 「データ保存」

をクリックします。

確認画面が表示されますので「OK」をクリッ

クします。

「データ保存」をクリックしても反応が無い場

合は、ライセンスの認証がされていない可

能性があります。入力したライセンスキーに

間違いが無いか確認して、ライセンス認証

の確認を行ってください。

現行バージョンのデータ保存2　「車両／設定・保存」画面

データの保存が完了すると、再び確認画面

が表示されますので「OK」をクリックして完

了です。

万が一のデータ消失に備えて「データ保存」

と併せて「外部ドライブへのデータ保存」を

強くお勧め致します。

「外部ドライブへのデータ保存」は、保存した

い外部ドライブを選択し「外部ドライブへ

データ保存」をクリックします。他の手順は、

上記の「データ保存」と同様なので割愛させ

ていただきます。保存データは、選択したド

ライブの1階層目に「Tomods_car20.bak」とい

う名前で保存されます。

データの保存が完了したら、現行バージョン

の「Car Store System SP」を終了します。
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インストール

弊社ホームページから「SP Ver2.05」のファ

イル(tomods_car_sp205.exe )をダウンロード

したら、ダブルクリックで解凍します。

解 凍 後 に 出 来 た フ ァ イ ル の 中 か ら

「Tomods_car_setupSP.exe」をダブルクリック

してインストールします。

次のステップでは、現行バージョンからデー

タの移行作業を行いますので、まだソフトは

起動しないでください。

現行バージョンのデータの移動1

現行バージョンのデータを「SP Ver2.05」版

に移 動 す る 為 に 、 現 行 バ ー ジ ョ ンの

「Tomods_carSP」フォルダを開きます。現行

の「Tomods_carSP」 フ ォ ル ダ は 「Program

File」→「tomods」→「Tomods_carSP」にあり

ます。

現行バージョンのフォルダ内にあるバック

アップファイル「Tomods_car20.bak」を選択し

て、右クリップで「コピー」を選択します。
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現行バージョンのデータの移動2

現行バージョンのデータを「SP Ver2.05」に

移 動 す る 為 に 、 「 SP  Ver2.05 」 の

「Tomods_carSP」フォルダを開きます。「SP

Ver2.05」の「Tomods_carSP」フォルダは「ド

キュメント」→「tomods」→「Tomods_carSP」

にあります。

「SP Ver2.05」のフォルダ内の何もない場所

にマウスを置いて、右クリップで「貼り付け」

を選択します。

正常に「貼り付け」が行われると、現行バー

ジ ョ ン の バ ッ ク ア ッ プ フ ァ イ ル

「Tomods_car20.bak」が現れます。

「SP Ver2.05」版の起動

「SP Ver2.05」の「Car Store System」を起動

します。「スタートメニュー」→「Tomods」→

「Tomods carSP」を選択するか、デスクトッ

プ上の「Tomods carSP」をダブルクリックして

起動します。
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「SP Ver2.05」版でのデータ復元1　「車両／設定・保存」画面

「SP Ver2.05」の「Car Store System」を起動

したら、トップメニューから「車両／設定・保

存」メニューを選択して 「データ復元」をク

リックすると確認画面が表示されますので

「OK」を選択してください。

先ほど保存したデータの復元が開始されま

す。

「SP Ver2.05」版でのデータ復元2　「車両／設定・保存」画面

データの量にもよりますが、データの復元に

は20秒から30秒ほど掛かります。データの

復元が終わると、終了を知らせる確認画面

が表示されますので「OK」を選択します。

正常にデータが復元されたかを確認してくだ

さい。問題が無いようでしたらデータの復元

は完了です。

「SP Ver2.05」の「Car Store System」を起動

して「データの復元」を行わずにソフトを終

了、かつ終了時に「終了前にデータを保存し

ますか？」で「OK」を選択してしまうと、デ

フォルトのデータが保存されてしまい。上記

で保存したデータを失ってしまう事になりま

すので、必ず「データの復元」を完了させて

から終了してください。また、この様な事態

が起こってしまった時に備える為にも「データ保存」と併せて「外部ドライブへのデータ保存」を強くお勧め致します。
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「Ver1.1」→「SP版 Ver2.05」バージョンアップの解説

自動車販売管理ソフト「Car Store System Ver1.1」から「SP Ver2.05」へバージョンアップとデータの引継ぎ方法を解説していま

す。 ※Ver1.×系からSP版へのバージョンアップは有償アップグレードとなり、新たなライセンスキーが必要となります。

「Ver1.0」から「SP Ver2.05」へ、直接バージョンアップする事は出来ません。「Ver1.0」から「Ver1.1」へのバージョンアップを

済ませた後に、改めて「SP Ver2.05」へのバージョンアップを行ってください。詳しくは解説をご覧下さい。「Ver1.0」から

「Ver1.1」へのバージョンアップ解説。

※Windows XP以外の環境では「Ver1.1」→「SP Ver2.05」のデータ移行が正常に行われないことが確認されました。Windows

7／Windows Vistaで「Ver1.1」→「SP Ver2.05」のデータ移行を希望される場合、お問い合わせよりご連絡ください。

データの保存　Ver1.1

「Car Store System Ver1.1」を起動します。

「カイケイ」から「自社設定」を開き「データ保

存」をクリックして最新のデータをバックアッ

プします。

「Car  Store  System  Ver1.1 」 か ら

「Tomods_car_setupSP Ver2.05」 へ の バー

ジョンアップの際には、「Ver1.1」のバック

アップデータを参照してデータの移行が行

われますので、バージョンアップの前に必ず

「Ver1.1」の「データ保存」を行ってください。

「データ保存」を行ったら「Car Store System

Ver1.1」を終了します。

インストール

弊社ホームページからダウンロードした「Car

Store  System  SP  Ver2.05 」 版 フ ァ イ ル

(tomods_car_sp.exe)をダブルクリックして解

凍します。

解 凍 後 に 出 来 た フ ァ イ ル の 中 か ら

「Tomods_car_setupSP.exe」をダブルクリック

してインストールします。

インストールが完了したら「スタートメニュー」

→「Tomods」→「Tomods carSP」を選択する

か、デスクトップ上の「Tomods carSP」をダブ

ルクリックして起動します。
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車両関連／設定･保存

ソフトが起動したら「車両関連／設定･保存」

を選択し、「自社設定」をクリックします。

自社情報画面

「自社情報」画面が表示されたら「バージョン

UP」をクリックします。

「バージョンUP」をクリックすると、確認の画

面が表示されますので「OK」を選択します。

※もしもバージョン1.1のデータが存在しない

時には、空のデータを書き込まれてしまいま

す。データが入っている状態のSP版では絶

対にバージョンアップボタンを押さないでくだ

さい。万が一、押してしまった場合は消えて

しまったデータを取り戻すことは出来ませ

ん。ただし速やかに「復元」を行うことで前回

保存したデータを復元することができます。

データが空の状態で保存したり、終了時の

「保存しますか」でOKを選択するとデータは

完全に取り戻せなくなります。ご注意くださ

い。
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データの移行

データ移行が始まると暫くの間、画面が真っ

白になります。

データの移行が完了すると、確認画面が表

示されますので「OK」をクリックしてデータ移

行を完了させます。

自社情報

再び「自社情報」画面に戻りますので、デー

タが新しくなっているか確認してください。

無事データ移行がされていたら「SP」版のラ

イセンスキーを入力してバージョンアップは

終了です。

また「SP」版では、「自社情報」に新しく追加

された項目があります。ご確認のうえ必要に

応じて記入してください。

以上の作業を行うことにより、「Ver1.1」版で

登録したデータは「SP」版に引継がれまし

た。

バージョンアップの作業は以上ですが、ライ

センスが正常に認証されているかを確認す

る為に「データ保存」または「外部ドライブへ

データ保存」を行います。詳しくは、次の項

目で解説しています。
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ライセンス認証の確認「車両関連／設定･保存」

「車両関連／設定･保存」メニューに戻り

「データ保存」または「外部ドライブへデータ

保存」を行ってください。

「データ保存」または「外部ドライブへデータ

保存」はライセンス認証されないと使用でき

ない機能ですので、ライセンス認証の確認

が出来ます。

「データ保存」ボタンをクリックして「データを

保存をします、よろしいですか？」と確認メッ

セージが出れば、ライセンスが認証されて

いることになります。

「データ保存」ボタンをクリックしても反応が

無い場合、ライセンスは認証されていないこ

とになります。
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ライセンス認証の確認　※SP Ver2.16以降向け

自動車販売管理ソフト「CarStore System SP Ver2.16」以降では、ライセンスの認証状態が簡単に確認できるように機能改善

が行われました。下記の解説に従ってライセンスの認証状況を確認できます。

※Ver2.15以前のバージョンを利用している方はライセンス認証の確認［SP Ver2.15以前向け］の解説をご覧ください。

「自社設定」画面に移動

トップメニューから「車両／設定・保存」メ

ニューを選択して 「自社設定」ボタンをクリッ

クして「自社情報」画面に移動します。

ライセンス認証の確認

ライセンスを入力すると、正常にライセンス

が認証されていると「OK」が表示され、認証

されていないと「NG」が表示されます。

「NG」が表示されてしまう場合には、ライセン

ス情報に間違いがないかご確認ください。
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ライセンスキーが認証されない場合に、以下の原因が考えられますのでご確認ください。

ライセンスキーが間違いなく正確に入力されていることを確認してください。

ライセンスのお申込みを行った際の会社情報（申込みフォームの内容）と、ソフトの自社情報で設定した内容が同じであるか

確認してください。自社情報とは「自社名」「郵便番号」「住所」「電話番号」を指します。ライセンスキーはお申込み時の自社情

報を元に発行されるので、ソフトの自社情報で設定した内容が同じでない場合には認証されません。

以上の条件を満たしているのにも関わらず、ライセンスキーが認証されない場合にはお問合わせフォームよりご連絡くださ

い。
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ライセンス認証の確認方法　※SP Ver2.15以前向け

「CarStore System SP　Ver2.16」以降では、ライセンスの認証状態が簡単に確認できるように機能改善が行われました。

「Ver2.15」以前のバージョンを利用している方のために以下のマニュアルを用意しておりますが、できる限り最新版にバージョ

ンアップしてご利用いただきます様にお願いいたします。

以下は「Ver2.15」以前のバージョンを利用している方のためにマニュアルとなります。

自動車販売管理ソフト「Car Store System SP」版のライセンスが正常に認証されているかの確認方法を解説しています。

※お客様のライセンスキーが認証されない場合に、以下の原因が考えられますのでご確認ください。

ライセンスキーが間違いなく正確に入力されていることを確認してください。

ライセンス申込みを行った際の会社情報（申込みフォームの内容）と、ソフトの自社情報で設定した内容が同じであるか確

認してください。会社情報とは「自社名」「郵便番号」「住所」「電話番号」を指します。ライセンスキーは申込み時の自社情報

を元に発行されるので、ソフトの自社情報で設定した内容が同じでないと認証されません。

以上の条件を満たしているのにも関わらず、ライセンスキーが認証されない場合にはお問合わせフォームよりご連絡くださ

い。

ライセンス認証の確認方法　その1「終了時の確認メッセージ」

ライセンスが正常に認証されている状態だ

と、終了(END)時に「終了前にデータを保存

しますか？」と保存処理についての確認メッ

セージが表示されます。

このメッセージが表示されると、ライセンス

は認証されていることになります。

終了時にメーセージが表示されない場合、

ライセンスは認証されていないことになりま

す。
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ライセンス認証方法　その2「車両関連／設定･保存」

「車両関連／設定･保存」メニューに戻り

「データ保存」または「外部ドライブへデータ

保存」を行ってみてください。

「データ保存」または「外部ドライブへデータ

保存」はライセンス認証されていないと使用

できない機能ですので、ライセンス認証の

確認が出来ます。

「データ保存」ボタンをクリックして「データを

保存をします、よろしいですか？」と確認メッ

セージが出れば、ライセンスが認証されて

いることになります。

「データ保存」ボタンをクリックしても反応が

無い場合、ライセンスは認証されていないこ

とになります。
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印刷「封筒印刷」

「封筒印刷」での操作を「車両見積書」画面を例に解説しています。「車両見積書」画面は「メインメニュー」→「車両見積」→

「車両見積一覧」から封筒印刷を行うデータを選択して「車両見積書」を表示します。

「車両見積書」画面

「車両見積書」画面を開いたら「封筒」ボタン

をクリックして「「封筒印刷／長形3号」」画面

を表示させます。

「封筒印刷／長形3号」画面

「宛名」…敬称を「様・御中」から選択しま

す。

「印刷方向」…封筒印刷の方向を「タテ･ヨ

コ」から選択します。

「自社名」…自社名(住所・TEL等を含む)を

印刷するかどうかを選択します。自社名は、

自社設定で登録した自社情報を元に印刷さ

れます。

「プレビュー」…プレビューを表示します。自

社設定でロゴ画像を登録したにも拘らず、プ

レビュー表示で「トモズ」のロゴ画像が表示

されていたり、登録したはずのロゴ画像が表

示されない場合には、一度「自社名」の印刷

「しない」を選択して「プレビュー」した後に、

再び「印刷する」に設定してみてください。※

これはロゴ画像が変更された後も、変更前

のロゴ画像データが封筒印刷のレイアウト

に残ってしまう為におきます。

「印刷開始」…印刷を開始します。

Ver2.16以降では、宛先位置が調整され窓付き封筒にも対応いたしました。
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印刷「はがき印刷」

「はがき印刷」での操作を解説しています。「はがき印刷」は車検証満了お知らせはがきを作成するために利用します。「はが

き印刷」画面は「メインメニュー」→「車検証管理」→「車検証一覧」から行います。

「車検証一覧」画面

「「車検証一覧」画面を開いたら「はがき」ボ

タンをクリックして、はがき用の一覧画面に

切り替えます。

「車検証一覧／はがき」画面　その1

はがきを作成する為に一覧から条件を指定

して印刷を行うデータを抽出します。

一覧画面での抽出方法は、車検日の年月

指定、顧客名、登録番号、全件表示があり

ます。また表示されている一覧データを条件

により並び替えることも出来ます。
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「車検証一覧／はがき」画面　その2

「宛名敬称」…敬称を「様・御中」から選択し

ます。

「DM」…「印刷する・しない」を選択して印刷

の可 否 を 個 別 に 選 択 が で き ま す 。  ※

Ver2.16以降で機能追加されました。

「車検案内」…はがきの表面に「車検満了の

お知らせ」のタイトル文字を印刷するかを選

択します。

「自社名」…自社名(住所・TEL等を含む)を

印刷するかどうかを選択します。自社名は、

自社設定で登録した自社情報を元に印刷さ

れます。

「プレビュー」…プレビューを表示します。自

社設定でロゴ画像を登録したにも拘らず、プ

レビュー表示で「トモズ」のロゴ画像が表示

されていたり、登録したはずのロゴ画像が表

示されない場合には、一度「自社名」の印刷

「しない」を選択して「プレビュー」した後に、

再び「印刷する」に設定してみてください。※

これはロゴ画像が変更された後も、変更前

のロゴ画像データが封筒印刷のレイアウト

に残ってしまう為におきます。

「印刷開始」…印刷を開始します。

「裏面印刷」…次の項目で解説します。
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「車検証一覧／裏面印刷」画面

本文(赤い枠内の文章)は自由に編集できま

す。

「情報複写」…初期の「トモズ」ロゴ画像が表

示されたり、登録したはずのロゴ画像が表

示されない場合には「自社名」の印刷「しな

い」を選択して、「閉じる」で画面を閉じた後

に再び「裏面印刷」を開いて「印刷する」を設

定してみてください。※これはロゴ画像が変

更された後も、変更前のロゴ画像データが

封筒印刷のレイアウトに残ってしまう為にお

きます。

「自社名」…自社名(住所・TEL等を含む)を

印刷するかどうかを選択します。自社名は、

自社設定で登録した自社情報を元に印刷さ

れます。

「見本文に戻す」…編集を行った本文(赤い枠内の文章)を元の見本文に戻します
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その他「メール」

「MAIL」の利用について解説しています。お問合せはホームページ上からでもできますが、この「MAIL」を利用してお問合せし

て頂くと、メール本文に予めソフトのバージョンやライセンス情報などが記載され、お客様のサポートを効率的に行うことがで

きます。

トップ「メインメニュー」画面

まず最初に「MAIL」ボタンをクリックして「お

問合せ窓口」画面を表示させます。

「お問合せ窓口」画面

「メール作成」ボタンをクリックすると自動的

にメールソフトが起動して送信用メールウィ

ンドウが開きます。

お問合せはホームページ上からでもできま

すが、この「メール作成」を利用すると、メー

ル本文にソフトのバージョンやライセンス情

報などが予め記載されます。お客様のサ

ポートを効率的に行う為に、お問い合わせ

の際にご利用ください。
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