
ユーザーズガイド

インストールの方法については別紙『インストールとアンインストール』を参照してください。

（手引書）

本ソフトで作成した帳票類はお客様の責任においてご使用ください。本ソフトの使用により万一お客様に損害が生じたと
しても、弊社及び販社は一切責任を負いません。



注意！では操作する上で注意していただきたい点を記載しています。
注意 !

Point では操作に対する補足説明を記載しています。
Point

本書の表記について

シリアル番号記入欄

はじめに

「ファイルを開く」「ファイルの削除」などの Windows のファイル操作や用語についてご不明な場合は、
Windows のマニュアルやヘルプをご確認ください。また、日本語入力システム（Microsoft IME や ATOK、Google 
IME など）やプリンター、スキャナーのセットアップ方法、操作方法については . それぞれの製品に付属のマニュ
アルをご確認ください。
ネットワークで接続したスキャナーには対応していません。その場合はスキャナー付属のソフトをご使用ください。

フォントは TrueType のみの対応となっております。外字についても TrueType で作成された外字のみの対応とな
ります。
ユーザー登録や「簡単！見積・納品・請求書 6」のアップデートを行う場合、インターネットに接続する環境が必

要になります。

注意事項

注意事項

この度は「簡単 ! 見積・納品・請求書 6」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
このユーザーズガイドでは、「簡単！見積・納品・請求書 6」の基本的な操作方法について説明しています。ご使
用になる前に最後までお読みになり、操作方法をご理解した上でご使用ください。

◆メニュー名、ボタン名などは［ ］で囲みます。続けて行う操作は、［ ］ー［ ］と表示します。

「簡単！見積・納品・請求書 6」をご使用の前に、ユーザー登録をお願いいたします。

ユーザー登録は当社ホームページから行うことができます。

コーパスホームページ：http://www.corpus.co.jp

ユーザー登録を行うことで、次のサービスをお受けになることができます。
◆製品の使い方やシリアル番号を忘れた時の質問にお答えするユーザーサポートサービス 
※ユーザーサポートサービスは、製品販売終了後 6 ヶ月間までとなります。

◆製品アップデートやお得な情報をメールマガジンでお受け取りできます。
※メールマガジン配信ご希望の方のみ
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● Windows は、米国 Microsoft  Corporation 及びその他の国における登録商標です。

● Windows の正式名称は、Microsoft  Windows  Operating  System です。

●その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

●このソフトウェアおよびマニュアルの内容は、改良のため予告無しに変更する場合があります。

●画面フォトは開発中の画面です。実際の画面とは一部異なる場合があります。
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起動と終了

起動する
簡単 ! 見積・納品・請求書 6を起動します。

❶	ウィンドウズの［スタート］ー［すべてのプ
ログラム］ー［簡単！見積・納品・請求書6］
ー［簡単！見積・納品・請求書 6］をクリッ
クします。

❷	簡単！見積・納品・請求書6が起動します。

終了する
簡単 ! 見積・納品・請求書 6を終了します。

❶	メイン画面の［終了］ボタンをクリックしま
す。
データの保存に関する確認画面が表示されます。そ
のまま終了する場合は［はい］ボタンをクリックし
ます。

❷	簡単！見積・納品・請求書6が終了します。

簡単 ! 見積・納品・請求書 6の起動と終了について説明します。

デスクトップにあるショートカットアイコン

 からも起動することができます。

Point
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簡単！見積・納品・請求書 6 の画面
簡単！見積・納品・請求書 6を起動するとメイン画面が表示されます。

各種帳票印刷ボタン
メイン画面に入力した内容を
元に各種帳票を印刷します。

参照：帳票作成 - 帳票印刷

	領収書を印刷します。
参照：領収書作成

	合計請求書を印刷します。
参照：合計請求書作成

	宛名を印刷します。
参照：宛名印刷

													一覧を表示します。
参照：一覧表示

	新規データを入力します。

	データを読み込みます。
参照：データの保存と読み込み

	

	データを保存します。
参照：データの保存と読み込み

	データのバックアップや
　								復元を行います。

	取引先を登録します。
参照：取引先登録

	品名を登録します。
参照：品名登録

	帳票出力履歴を確認します。
参照：履歴確認

	自社情報を登録します。
参照：基本情報登録

	環境設定をします。
参照：環境設定

	帳票の印刷レイアウトを
　								設定します。

参照：帳票レイアウト

「お取引先情報」タブ
取引先情報、取引条件などを入力し
ます。
参照：帳票作成 - 取引先情報入力

「お取引内容」タブ
　取引内容を入力します。

参照：帳票作成 - 取引内容入力

『簡単！見積・納品・請求書6』
を終了します。
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❶	メイン画面の［自社情報］ボタンをクリッ
クします。
「自社情報」画面の「自社情報」タブが表示されま
す。

❷	「住所」「振込先情報」を登録します。

❸	［OK］ボタンをクリックします。

基本情報の登録
各種帳票に記載する自社情報・社判・会社印を登録をします。あらかじめ社判・会社印を登録しておけば、後から
社判・会社印を押す必要がなくなります。また、帳票ヘッダーに印刷する自社情報のレイアウトの編集を行います。

自社情報登録

❶	メイン画面の［自社情報］ボタンをクリッ
クします。

❷	「社判／会社印」タブをクリックします。
「社判／会社印」タブの内容が表示されます。

❸	社判に使う画像を読み込みます。
画像データがある場合は、［ファイルから画像を読
込・編集］ボタンをクリックします。［イメージファ
イルを開く］画面が表示されます。使用する画像を
選択します。
画像をスキャンする場合は、［画像スキャンして読
込・編集］ボタンをクリックします。スキャナード
ライバーが起動します。ドライバーの表示に従って
スキャンします。

社判・会社印 登録

使 用 で き る 画 像 デ ー タ は、BMP/JPEG/
PNG/GIF/TIFF 形式で作成された画像デー
タです。

注意 !

 ■ 社判の登録

[ レイアウトの編集 ] ボタンについては、「自
社情報レイアウト編集」をご参照ください。

Point
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画像が取り込まれると「イメージエディター」画面
が表示され、読み込んだ画像が表示されます。

❹	画像を編集します。
必要に応じて画像を編集します。編集が完了したら
[ 決定 ] ボタンをクリックします。

・トリミング
「トリミング」画面が表示され、使用する範囲を切
り取ることができます。画像を回転させることも可
能です。

・明るさ調整・コントラスト・ガンマ補正
画像の明るさ、コントラスト、ガンマ補正を各スラ
イドバーで調整することができます。

・自動調整
明るさ・コントラスト・ガンマ補正を、コンピュー
ターが判断した最適値に自動調整します。

・リセット
明るさ・コントラスト・ガンマ補正・透明色設定で
調整した値を、調整前の初期値に戻します。

・透明色設定
任意の色を透明に置き換えることができます。[ 透

明色指定 ] ボタンをクリックし、 	のポインタで
画像の中から透明に変更する色をクリックします。

❺「自社情報」画面の［OK］ボタンをクリック
します。

❻	登録した社判を印刷するには、「社判を使
用する」のチェックボックスにチェックマ
ークを付けます。

スキャナーを使用するには、あらかじめス
キャナーの設定が必要です。詳しくはご使
用のスキャナーの説明書をご覧ください。
スキャナーのドライバーによっては対応し
ていない場合があります。その場合は製品
に付属しているソフト（EPSONScan など）
をお使いください。
特に、ネットワークで接続されているスキ
ャナー場合にはご注意ください。

注意 !

チェックボックスのチェックを外しても画像
の登録は行いますが、帳票には印刷されま
せん。

Point
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❶	メイン画面の［自社情報］ボタンをクリッ
クします。

❷	「捺印」タブをクリックします。
「捺印」タブが表示されます。

❸	社判の登録と同様に捺印を登録、編集しま
す。

❹	［OK］ボタンをクリックします。

捺印登録

登録、編集の手順は社判の手順と同様です。
詳細は「自社情報登録 - 社判・会社印登録」
をご覧ください。

Point

❶	社判の登録と同様に会社印を登録、編集し
ます。

❷	登録した会社印を印刷するには、「会社印
を使用する」のチェックボックスにチェッ
クマークを付けます。

❷	［OK］ボタンをクリックします。

■ 会社印の登録

「社判を使用する」チェックボックスにチ
ェックすると、自社情報に登録された情報
は印刷されません。
「社判を使用する」チェックボックスがチ
ェックされていても、帳票レイアウトに社
判項目が配置されていないと帳票には印刷
されません。詳しくは「帳票レイアウトの
編集」を御覧ください。

注意 !
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❶	メイン画面の［自社情報］ボタンをクリッ
クします。

❷	「自社情報」タブをクリックします。
「自社情報」タブが表示されます。

❸	［レイアウト編集］ボタンをクリックします。
「自社情報レイアウト編集画面」が表示されます。

❹	項目を編集します。
表示直後は、自社情報の項目がすべて表示されてい
るため、必要な項目だけ、右側にある項目リストの
の前のボックスにチェックを入れます。チェックを
つけない項目は表示・印刷しません。
	
左側の画面で目的の項目枠をドラッグすると任意の
位置に移動できます。また、項目枠をダブルクリッ
クすると、文字の設定ダイアログが開き、そこで
フォントの種類やサイズ、配置などを指定できま
す。
	
３つ表示される捺印のタイトルは「捺印 1」が「検
印」、「捺印２」は「担当者」、「捺印3」は「承認」
と表示されますが、この内容は各帳票を印刷する時
の印刷設定画面で変更することができます。また、
入力がない項目は、（会社名）のように、(　) で項
目名が表示されます。
	
編集が完了したら「決定」ボタンで確定します。

自社情報レイアウト編集

複数の項目の位置合わせをしたい場合は、
「グリッド」ボタンでグリッドを表示・吸着
させると簡単です。

Point

受領書の場合は、ここで編集した自社情報
レイアウトを利用できません。メイン画面
の [ レイアウト編集 ] の自社情報項目で編
集してください。

注意 !
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帳票レイアウトの編集
各種帳票に記載する帳票情報（印刷ヘッダー）のレイアウトを設定することができます。編集は各項目の位置やフォ
ント種類、フォントサイズから図形編集まで対応しています。

帳票レイアウト画面

Ⓐ	レイアウト編集エリア
帳票印刷の取引先情報やタイトルの位置や文字種、
サイズを編集します。表示されているテキスト枠を
ダブルクリックすると、文字の設定ダイアログが開
き、そこでフォントの種類やサイズ、配置などを指
定して［OK］ボタンをクリックします。自社情報に
ついては、「自社情報レイアウト編集」で作成され
た内容を表示します。

Ⓑ

Ⓐ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

Ⓕ

Ⓖ

枠をドラッグすると、枠を任意の位置まで移動させ
ることができます。枠をクリックすると枠の四隅に
四角いボックス（アンカー）が表示されます。アン
カーをマウスでドラッグすると枠が横方向に広が
り、印刷される文字数を増やすことができます。

追加オブジェクトで作成した直線や四角形もダブル
クリックで設定画面を開き、直線は「線種・太さ・色」
を、矩形は「塗り色」を編集することができます。

設定画面を表示するにはオブジェクトをダ
ブルクリックすることで表示されますが、選
択したオブジェクトの上でマウスの右ボタ
ンを押し、表示されたメニューの中から［設
定］を選ぶことでも表示されます。

Point

追加した「矩形」を選択したときに表示さ
れる四隅の四角形をドラッグすると、等比
で拡縮します。任意の四角形にするために
は、［Shift」キーを押しながら四隅の四角形
をドラッグしてください。
また、追加した直線を［Shift］キーを押しな
がらドラッグすると、水平線・垂直線になり
ます。

Point
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❶	メイン画面の［帳票レイアウト］ボタンをク
リックします。
レイアウト編集をする帳票の種類と容姿の向きを選
択し、［OK］ボタンをクリックします。

❷	「レイアウト選択」画面になります。
ベースにするレイアウトファイルを選択し、［編集］
ボタンをクリックします。

❸	帳票レイアウト編集画面になります。
帳票に表示させる項目を選択したあと、各項目の位
置や文字の大きさなどの編集を行います。編集した
レイアウトを保存するには［保存］ボタンをクリッ
クします。

❹	ファイル名の入力画面になります。
ファイル名を入力して［OK］ボタンをクリックしま
す。保存したファイル名が［レイアウトの選択］画
面に追加されます。［標準にする］ボタンをクリッ
クするとファイル名の左側に［○］が表示され、そ
のレイアウトが帳票印刷に反映されます。

❺	［閉じる」ボタンをクリックしてメイン画面
に戻ります。

帳票レイアウトの編集

けてください。

Ⓔ	追加オブジェクト表示エリア
標準で用意してある項目以外で追加したオブジェク
ト（文字・直線・矩形）が表示されるエリアです。
表示されたオブジェクトをクリックすると、レイア
ウト編集画面上でクリックしたオブジェクトが選択
されます。

Ⓕ	オブジェクト追加ボタン
標準で用意してある項目以外のオブジェクト（文字・
直線・矩形）を追加します。
追加したいオブジェクトのボタンをクリックしてく
ださい。追加したオブジェクトは、追加オブジェク
ト表示エリアに表示されます。

Ⓖ	グリッド設定ボタン
グリッドに関する設定を行います。

Ⓑ	印刷表示チェックボックス（緑）
各帳票印刷画面で入力した「タイトル」「コメント」
「合計欄」の表示の有無を指定します。表示させる
にはチェックボックスにチェックを付けます。
この項目はレイアウト表示エリアで緑の四角で表示
されます。

Ⓒ	自社情報表示チェックボックス
自社情報で表示させる項目を選択します。表示させ
る項目のチェックボックスにチェックを付けてくだ
さい。自社住所等は受領書のとき以外はグレーアウ
トして使用できなくなっています。これらの項目を
編集したい場合は「自社情報」から「レイアウト編
集」を行ってください。

Ⓓ	お取引先情報表示チェックボックス
お取引先情報で表示させる項目を選択します。
表示させる項目のチェックボックスにチェックを付



9

❶	帳票レイアウト画面にない項目は印刷され
ません。
レイアウト編集画面にレイアウトされていない項目
（チェックマークが外れていたり、薄く表示されて
いる項目）は自社情報やお取引先情報に登録して
あっても印刷されません。

❷	社判を使用する場合。
帳票レイアウトに社判項目が設定されていないと、
「自社情報」の「社判／会社印」に社判が登録され、
「社判を印刷する」チェックボックスがチェックさ
れていても、帳票に社判は印刷されていません。ま
た「社判を使用する」をチェックすると自社情報は
印刷されませんので、社判と自社情報のどちらも印
刷されません。

❸	帳票レイアウトは２種類登録してあります。
インストール直後の帳票レイアウトは、それぞれ２
種類（標準とサンプル）登録してあります。
「標準」は印刷項目が絞られている一般的なレイア
ウトです（薄く表示されている項目はレイアウトす
ることはできません）。
「サンプル」はすべての項目が配置されているレイ
アウトです。
「標準」をベースに新たなレイアウトデータを作成
することは出来ますが、上書き保存や削除すること
はできません（別ファイル名での保存は可能）。
「サンプル」は上書き保存や削除することができま
すが、削除した場合でも「簡単！見積・納品・請求
書 6」を再起動すると復活して表示されます。

❹	項目の文字数にご注意ください。
帳票レイアウト編集で配置する項目のフォントサイ
ズと、レイアウトする項目幅にご注意ください。
フォントサイズを大きくすると同じ項目幅でも印刷
できる文字数が少なくなります（項目幅からはみ出
た文字は印刷されません）。
新たに作成した帳票レイアウトを使用する場合に
は、印刷する帳票の印刷プレビューで確認してくだ
さい。

帳票レイアウト編集の注意点

例）標準－縦（見積書・納品書・注文書・発注書）

例）サンプル－縦（見積書・納品書・注文書・発注書）
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❶	「日付」「伝票番号」を入力します。

❷	取引先情報を入力します。
［取引先呼出］ボタンをクリックすると「取引先情
報」画面が表示されます。

「取引先情報」画面から取引先を選択し、[ 選択 ] ボ
タンをクリックします。

❸	必要に応じて「コメント／備考」欄の項目
を設定します。
印刷を行わない場合、各項目の前にあるチェック
ボックスのチェックを外します。

帳票作成
各種帳票を作成する基本操作を説明します。

取引先情報入力

取引先情報は、直接入力することも可能で
す。直接入力した取引先情報は、［取引先一
覧へ追加］ボタンをクリックすると、取引先
登録されます。
繰り返し使用する取引先の場合は、取引先
登録を行うと便利です。詳細は「取引先登
録」をご覧ください。

Point

「受渡期日」のカレンダー表示月を変更する
場合は、カレンダー上部左右にある [ ◀ ][ ▶ ]
ボタンをクリックします。

Point
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❶	「お取引先内容」タブをクリックします。
「お取引内容」タブが表示されます。

❷	明細を入力します。
「品名」「数量」「単価」等を入力します。
登録されている品名はコンボボックスからも選択で
きます。特定の行だけ非課税にするには、左端の非
課税チェックボックスにチェックを入れます。

❸	税処理区分を設定します。
「税計算基準」「端数処理」をリストボックスより選択し
ます。税込みにする場合は「税区分」のチェックボックス
をクリックします。「商品は課税、送料のみ非課税」のよ
うに、行単位で課税・非課税が混在する場合は、行頭の「非
課税」チェックボックスで切り替えられます。チェックを
入れた行は非課税となります。

❹	計項目が自動計算されます。
「小計」「消費税」「合計」欄が自動表示されます。

取引内容入力

入力可能な文字数は以下の通りです。
品名 全角 20 字
数量 半角 7 字
単価 半角 11 字
金額 半角 13 字
( 数量、単価、金額はカンマ、小数点、マイ
ナス記号を含みます。)

文字数を超え入力された時には最大の桁数
でカットされます。

注意 !

よく使用する品名は品名登録を行うと便利
です。詳細は「商品登録」をご覧ください。
直接入力した品名は、それぞれ［品名一覧に
追加］ボタンをクリックすることで、一覧に
登録することができます。

Point

挿入	 選択中の位置に新しい明細行を
　　　　　　　　　追加します。

削除	 選択中の行を削除します。

複製	 選択中の行をコピーします。

貼り付け

	 ［複製］でコピーした行を選択
　　　　　　　　　中の行に貼り付けます。明細が
　　　　　　　　　入力されている行に貼り付けた
　　　　　　　　　場合は、入力内容は削除されます。

上へ	 選択中の行を上段へ移動します。

下へ	 選択中の行を下段へ移動します。

[ 税の再計算 ] ボタンをクリックすると、メ
イン画面の [ 環境設定 ] で設定した税率で
再計算します。

Point
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❶	印刷する帳票ボタンをクリックします。
各帳票の印刷画面が表示されます。

	 見積書を印刷します。

	 納品書を印刷します。

	 請求書を印刷します。

	 物品受領書を印刷します。

	 注文書を印刷します。

	 発注書を印刷します。

❷	印刷表示設定の各項目を設定します。
「合計欄の消費税」および「色の設定」は必須設定
項目です。

❸	捺印の設定をします。
捺印欄を印刷する場合は、「捺印欄を印刷」のチェッ
クを付けます。
捺印欄の見出しの表記を変更することもできます。

❹	印刷イメージを確認する場合は、［プレビ
ュー］ボタンをクリックします。
プレビュー画面が表示されます。

❺	［印刷］ボタンをクリックします。
［印刷］画面が表示されます。使用するプリンター
を選択し、［OK］ボタンをクリックします。

帳票印刷

上記画面は見積書の作成画面です。出力
する帳票に応じて、表示される設定項目
が異なる場合があります。

注意 !

捺印で使用する画像は、あらかじめ自社情
報より登録する必要があります。また、自社
情報のレイアウトは編集することができま
す。詳細は「自社情報登録」をご覧ください。

Point

「お取引内容」タブで、「税区分」を“税込み”
に設定している場合は、「合計欄の消費税」
は”税込み”になり変更できません。
自社情報に社判を使用する設定がされてい
る場合は、自社担当者名の印刷はできませ
ん。

注意 !

印刷する代わりに「イメージで保存」するこ
ともできます。作成した帳票をメールに添付
する時などに便利です。保存可能な形式は
jpg 形式か bmp 形式です。

Point
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❶	メイン画面の［保存］ボタンをクリックしま
す。
「データの保存」画面が表示されます。

❷	初めて保存する場合は「ファイル名」を入
力し、［新規保存］ボタンをクリックします。

❸	既存データを上書する場合は一覧からファ
イル名を選択し、[上書保存 ]ボタンをクリ
ックします。

データの保存と読み込み
作成したデータを保存します。保存したデータを読み込むことで、一度作成したデータから他の帳票を作成するこ
とができます。

データの保存

❶	メイン画面の［読込］ボタンをクリックしま
す。
「警告」画面が表示されます。確認の上［はい］ボ
タンをクリックします。読み込むデータの条件設定
画面が表示されます。[ ＯＫ ] ボタンをクリックする
と、条件に合致したデータの一覧が表示されます。

❷	データ一覧から、読み込むデータを選択し
ます。

❸	［開く］ボタンをクリックします。
データが読み込まれます。
必要に応じてデータの内容を修正して、各種帳票を
印刷してください。

データの読み込み

データの読み込みを行うと、現在表示中のデ
ータは削除されます。入力データがある場合
は必ず保存を行ってください。

注意 !
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合計請求書の読み込み
保存されているデータを複数指定して統合し、合計請求書用に合算した帳票を作成することができます。

❶	 ［合・請］ボタンをクリックします。

読み込み対象のデータを指定するための条件設定画
面が表示されます。

◆表示期間
対象とする伝票日付の範囲を指定します。
◆取引先
一覧から指定…次画面で取引先を指定する画面が表
示されるので、目的の取引先をクリックして [ 選択 ]
ボタンで指定します。
指定なし…指定した表示期間内に該当する伝票すべ
てを対象とします。

❷	［OK］ボタンをクリックします。
条件に合致したものを次画面で一覧表示します。

❸	統合するデータにチェックを入れます。

❹	［選択］ボタンをクリックします。
合計請求書画面に、選択したデータを統合した取引
内容が反映されます。

データの読み込み

合計請求書データは保存できません。注意 !
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❶	必要に応じて、前回請求額 / 御入金額 / 調
整額を入力します。
前回請求額 : 前の請求の繰越金額。
御入金額 : 前の請求分に対する入金済み金額。
調整額 : 消費税の端数処理等で調整する金額。

下記は自動計算されます。
繰越金額 :「前回請求額－御入金額－調整額」
御買上額 : 今回の請求合計額。
消費税 : 消費税。
今回御請求額 : 繰越金額＋御買上額 + 消費税 ( 外税 )

❷	印刷ボタンをクリックします。
印刷設定画面が表示されます。

❸ 表示設定をします。
「タイトル」欄には帳票タイトルを入力してくださ
い。担当者名を印刷する場合や、振込先を非表示に
する場合は各チェックボックスをクリックします。

❹ 明細の有無を指定します。
明細書あり…合計請求書のかがみ ( 表紙 ) と、取引
明細の両方を印刷します。
明細書なし…合計請求書のかがみ ( 表紙 ) のみを印
刷します。

❺	印刷イメージを確認する場合は、［プレビ
ュー］ボタンをクリックします。
プレビュー画面が表示されます。

❻	［印刷］ボタンをクリックします。
［印刷］画面が表示されます。使用するプリンター
を選択し、［OK］ボタンをクリックします

合計請求書の作成
過去の請求額、入金額、差引請求額の記載について説明します。合計請求書として統合するデータ指定する方法に
ついては「合計請求書データの読み込み」を参照してください。

備考を印刷する場合は、「お取引先情報」タ
ブの「備考」欄に入力します。「明細あり」
と「明細なし」とで、それぞれ個別の備考欄
になりますので、ご注意ください。

Point

自社情報に社判を使用する設定がされてい
る場合は、担当者名の印刷はできません。

注意 !
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データのバックアップと復元
保存されているすべてのデータ（帳票データ、取引先情報、品名情報、履歴、自社情報、帳票レイアウト、宛名レ
イアウト情報）をバックアップデータとして保存します。

データのバックアップ
❶	メイン画面の［バックアップ］ボタンをクリ
ックします。
「バックアップ」の選択画面が表示されます。

❷	［バックアップ］ボタンをクリックします。
「名前を付けて保存」画面が表示されますので、
バックアップデータの保存先を指定して、［ファイ
ル名］欄にバックアップファイル名を入力します。

❸	［保存］ボタンをクリックします。
「バックアップを作成しました。」と表示され、デー
タがバックアップデータとして保存されます。

データの復元
❶	メイン画面の［バックアップ］ボタンをクリ
ックします。
「バックアップ」の選択画面が表示されます。

❷	［復元］ボタンをクリックします。
「開く」画面が表示されますので、復元するバック
アップファイルを指定して［開く］ボタンをクリッ
クします。復元の確認画面が表示されますので、復
元してもよい場合には［はい］をクリックします。	
バックアップを復元した内容のダイアログが表示さ
れ、バックアップファイル作成時のデータに置き換
わります。

データの復元は、復元前に入力されてい
たデータがバックアップファイル作成時
のデータに置き換わります。復元を行う
と復元前のデータに戻すことはできませ
んのでご注意ください。

注意 !
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❶	メイン画面の［履歴一覧］ボタンをクリッ
クします。
「履歴一覧」画面が表示されます。

❷	［終了］ボタンで画面を閉じます。

履歴確認
履歴一覧では、帳票を出力した年月日を確認することができます。

各帳票欄には出力された年月日が表示され
ます。
年月日は変更することも可能です。

Point

一度出力された帳票が、再度出力された
場合、年月日は自動更新されます。初回
出力日は保持されません。

注意 !
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❶	領収書を発行する取引データを呼び出しま
す。

　　　　　　　参照：データの保存と読み込み - データの読み込み

❷	 ［領収］ボタンをクリックします。
「領収書印刷」画面が表示されます。

❸	印刷表示設定をします。
「但し書き」を入力します。
「内訳」の項目をコンボボックスより選択し、対応
する金額を入力します。

❹	捺印の設定をします。
捺印欄を印刷する場合は「捺印欄を印刷」のチェッ
クボックスをクリックし、担当印として表示する画
像をリストボックスから選択します。

❺	印刷イメージを確認する場合は、［プレビ
ュー］ボタンをクリックします。
プレビュー画面が表示されます。

❻	［印刷］ボタンをクリックします。
［印刷］画面が表示されます。使用するプリンター
を選択し、［OK］ボタンをクリックします。

領収書作成
領収書の作成について説明します。

担当印で使用する画像は、あらかじめ登録
する必要があります。詳細は「自社情報登
録」をご覧ください。

Point

データを新規に作成することもできます。デ
ータの作成手順は、「帳票作成」をご覧くだ
さい。

Point

自社情報に社判を使用する設定がされてい
る場合は、担当者名の印刷はできません。

注意 !

印刷する代わりに「イメージで保存」するこ
ともできます。作成した領収書をメールに
添付する時などに便利です。保存可能な形
式は jpg 形式か bmp 形式です。

Point
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❶	メイン画面の	 ［宛名］ボタンをクリッ
クします。
対象の条件設定選択画面が表示されます。

・[一覧から指定 ] を選択すると、取引先一覧の画
面が表示されますので、対象にしたい取引先名に
チェックを付けます。
・[ 表示中の取引先を印刷 ] を選択すると、現在のメ
イン画面の取引先の内容になります。宛名ラベルの
ような複数面付の用紙の場合は、すべてのラベルに
同じ内容を印刷します。
・[ 指定なし ] を選択すると、取引先として登録され
ている全データが対象となります。
・[ 自社情報 ] を選択すると、自社情報に入力された
内容になります。宛名ラベルのような複数面付の用
紙の場合は、すべてのラベルに同じ内容を印刷しま
す。

[OK] ボタンをクリックします。

❷	[印刷対象 ]を選択します。
[宛名 ]ボタンをクリックすると、「宛名印刷」

画面が表示されます。

宛名印刷
はがきやタックシール、FAX の送り状などの宛名印刷について説明します。

封筒、タックシールでは宛名と差出人を同
時に印刷することはできません。

注意 !

宛名の印刷

封筒、タックシールで差出人を印刷する場
合は、各タブの [ 差出人 ] ボタンをクリック
してから用紙を選択します。

Point
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❸	レイアウトを選択します。
[宛名レイアウトの変更 ] ボタンをクリックすると
「宛名レイアウトの選択」画面が表示されます。縦
書き／横書きを選択し、印刷する用紙の種類を設定
します。［OK］ボタンをクリックします。

❹	必要に応じて各項目を設定します。
・郵便番号の設定
宛名欄詳細設定の [ 〒番号 ] ボタンをクリックする
と「郵便番号詳細設定」画面が表示されます。印刷
する郵便番号の位置や、フォントを設定します。

・住所の設定
宛名欄詳細設定の [ 住所 ] ボタンをクリックすると
「住所の詳細設定」画面が表示されます。住所のフォ
ントやサイズ等を設定します。

・氏名の設定
宛名欄詳細設定の [ 氏名 ] ボタンをクリックすると
「詳細設定」画面が表示されます。氏名のフォント
やサイズを設定します。

・差出人の設定
差出人欄詳細設定の「差出人を印刷する」にチェッ
クを付けると差出人情報を印刷します。
[ 差出人項目設定 ] ボタンをクリックすると、「差出
人レイアウト設定」画面が表示されます。郵便番号、
住所、氏名のほかに印字する項目を選択し、フォン
トやサイズを設定します。

差出人の郵便番号、住所、氏名の印字調整
も、宛名欄詳細設定と同様に設定すること
ができます。

Point

選択したレイアウトの種類によっては    [ 差
出人項目設定 ] を行えない場合があります。

注意 !
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・画像の挿入
[イメージの貼り込み ] ボタンをクリックすると「開
く」画面が表示されます。任意の画像ファイルを選
択します。
選択した画像が表示されます。挿入した画像はド
ラッグすることで位置を移動したり、大きさを変更
することができます。

❺	[印刷 ]ボタンをクリックします。
［印刷］画面が表示されます。使用するプリンター
を選択し、［OK］ボタンをクリックします

宛名、差出人の項目も印字位置の移動、印刷
範囲の変更をすることができます。

Point

❶	取引先情報を入力します。
　　　　　　　参照：帳票を作成する - 取引先情報入力

❷	メイン画面の	 ［宛名］ボタンをクリッ
クします。
対象の条件設定選択画面が表示されます。
選択方法や対象の指定方法については、詳しくは[宛
名の印刷 ] を参照してください。

対象を選択し、 [ ファックス ] ボタンをクリッ
クすると、「ファックス送付状印刷」画面が表示さ
れます。印刷内容を選択し［OK］ボタンをクリック
すると「送付状編集」画面が表示されます。

❸	必要項目を入力します。
件名や送付日など印刷する項目を入力します。

❹	[印刷 ]ボタンをクリックします。
［印刷］画面が表示されます。使用するプリンタを
選択し、［OK］ボタンをクリックします

［更新］ボタンをクリックすると、入力内容
がプレビュー画面に反映されます。

Point

送付状の印刷
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❶	メイン画面の	 ［一覧］ボタンをクリッ
クします。
対象の条件設定選択画面が表示されます。

・[一覧から指定 ] を選択すると、取引先一覧の画
面が表示されますので、対象にしたい取引先名をク
リックし、[ 選択 ] ボタンをクリックします。

[OK] ボタンをクリックします。

❷	[OK]を選択します。
条件に合致した一覧画面が表示されます。

さらに詳細が見たい場合には、該当のデータをク
リックして [ 選択 ] ボタンをクリックすると、明細
を見ることができます。

一覧表示
作成した請求書・見積書を一覧表示し、内容を確認することができます。

詳細画面は閲覧のみで編集はできません。
編集する場合はメイン画面の [ 読込 ] から
該当のデータを読み込んで行ってくださ
い。

注意 !

一覧の表示
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■ 基本情報の設定
❶	メイン画面の［環境設定］ボタンをクリッ
クします。
「環境設定」画面が表示されます。

❷	必要に応じて各項目を設定します。
・消費税率の設定
「消費税率」に税率を直接入力するか、 ボタン
で設定します。

・単価×数量の端数処理の設定
「単価×数量の端数処理」欄のリストボックスをク
リックして、「切り捨て」「四捨五入」「切り上げ」
の中から処理方法を選択します。

・	印刷フォントの設定
リストボックスより印刷に使用するフォントを選択
します。この設定で変更されるのは、各デフォルト
帳票レイアウト（削除・上書きできないレイアウト）
を使った場合のすべてのフォント、及び帳票レイア
ウト編集で保存したレイアウトの編集可能領域以外
のフォントになります。

・	取引先コードの印刷の有無
各種帳票に取引先コードを印刷する場合は、「取引
先コードを印刷する」のチェックボックスにチェッ
クを付けます。

・単価”0”の印刷
単価が 0のとき、単価を印刷しない場合は「単価が
0だったら印刷しない」のチェックボックスにチェッ
クを付けます。

・消費税別／込の印刷
各帳票の合計金額欄に（消費税別）／（消費税込）
の表示をしない場合「消費税別／込を印刷しない」
のチェックボックスにチェックを付けます。

・背景の色
メイン画面の背景色をお好みの色に変えられます。

❸	［OK］ボタンをクリックします。

環境設定
環境設定では、消費税率の設定などの環境設定、印刷見出しの設定を行います。

環境設定

消費税率変更前に保存した帳票を読み込む
と、保存時時点の旧税率で表示されます。
新税率を適用させたい場合には、環境設定
で消費税率を新税率に変更した後、帳票作
成の際に「税の再計算」ボタンをクリックす
ると、新しい税率で再計算します。

Point
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見出しの設定

バージョン情報

❶	メイン画面の［環境設定］ボタンをクリッ
クします。
「環境設定」画面が表示されます。「印刷見出」タ
ブをクリックします。

❷	見出しを設定します。
印刷時に使用する見出しを入力します。

❸	［OK］ボタンをクリックします。

ここで設定した見出しは印刷時のみ有効に
なります。入力画面の見出しは変更されま
せん。
「備考」は明細毎の備考の見出しとして設
定されます。

注意 !

❶	メイン画面の［環境設定］ボタンをクリッ
クします。
「環境設定」画面が表示されます。「バージョン情
報」タブをクリックします。
この画面では『簡単 ! 見積・納品・請求書 6』の詳
細なバージョンを確認することができます。
また「web ユーザー登録ボタン」を押すことで、製
品のユーザー登録を行うことができます。
※インターネットに接続できる環境が必要です。
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❶	メイン画面の［取引先］ボタンをクリックし
ます。
「取引先情報」画面が表示されます。

❷	取引先情報を登録します。
下にある［追加］ボタンを押すと取引先情報追加の
カード形式画面が表示されますので、取引先情報を
入力して［OK］ボタンをクリックします。

登録済みの取引先情報をダブルクリックすると、指
定した取引先情報が記入済のカード形式画面が表示
されますので、そこで修正することも可能です。ま
た、登録済みの取引先情報は、取引先一覧からも直
接修正することが可能です。修正するには取引先一
覧の修正したい箇所をクリックしてください。
［複製］ボタンを押すと選択されている取引先情報
が一覧の最後に追加されます。

❸	［終了］ボタンをクリックします。

取引先登録
よく使用する取引先を取引先一覧として登録しておくことができます。
登録した取引先情報は、各種帳票を作成する際に呼び出して使用することができます。

カード形式画面で入力する項目は［Tab］キ
ーで次の項目に移動します。

一覧表から項目を続けて修正する場合は、
［Tab］キーか［→］［←］キーで次の項目に
移動します。
［Enter］キーで次の取引先行に移ります。

Point

Point

起動画面の「お取引先情報」タブから登録し
た取引先情報の変更も［取引先情報］画面か
ら行います。
取引先情報は外部データからインポートする
ことも可能です。詳細は「インポートとエク
スポート」をご覧ください。

Point
複数のデータを一度にまとめて削除すること
ができます。[ 一括削除 ] ボタンをクリックし
対象を選択したら、[ 削除 ] ボタンを押すと削
除を実行します。[ 一括解除 ] ボタンで選択
状態を解除できます。連続したデータをまと
めて選択する場合は、ドラッグするか、[Shift]
キーを押しながら開始したいデータ行と終了
したいデータ行をクリックしてください。飛
び飛びのデータを選択するには [Ctrl] キーを
押しながら対象のデータ行をクリックしてく
ださい。

Point
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❶	メイン画面の［品名一覧］ボタンをクリッ
クします。
「品名登録」画面が表示されます。

❷	品名情報を登録します。
下にある［追加］ボタンを押すと品名追加のカード
形式画面が表示されますので、品名情報を入力して
［OK］ボタンをクリックします。
登録済みの品名情報をダブルクリックすると、指定
した品名情報が記入済のカード形式画面になります
ので、そこで修正することも可能です。また、登録
済みの品名情報は、品名一覧からも直接修正するこ
とが可能です。修正するには取引先一覧の修正した
い箇所をクリックしてください。
［複製］ボタンを押すと選択されている品名情報が
一覧の最後に追加されます。

❸	［終了］ボタンをクリックします。

品名登録
よく使用する品名、単位を品名一覧として登録しておくことができます。
登録した品名、単位は、取引内容を作成する際に呼び出して使用することができます。

メイン画面の「お取引内容」タブから登録した品名情報の変更も［品名登録］画面から行います。
品名情報は外部データからインポートすることも可能です。詳細は「インポートとエクスポート」をご覧くだ
さい。

Point

品名の登録

項目を続けて修正する場合は、［Tab］キー
か［→］［←］キーで次の項目に移動します。
［Enter］キーで次の品名行に移ります。

Point

複数のデータを一度にまとめて削除すること
ができます。一括削除の方法は前頁 [ 取引先
登録 ] の Point をご参照ください。

Point
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❶	メイン画面の［取引先設定］ボタンをクリ
ックします。
「取引先情報」画面が表示されます。

❷	[ インポート]ボタンをクリックします。
「開く」画面が表示されます。インポートするデー
タファイルを選択し、[ 開く ] ボタンをクリックしま
す。
「CSV の取り込み」画面が表示されます。

❸	データを割り当てます。
「取り込みデータ」欄より対象となるデータを、「割
り当て先」欄よりそのデータの割り当て先をクリッ
クし、[ 割り当て→ ] ボタンをクリックします。同様
の手順を繰り返し行い、取り込む全てのデータを割
り当てます。

❹	[OK]ボタンをクリックします。
インポートが実行され、「得意先情報」画面にデー
タが表示されます。

インポートとエクスポート
取引先情報、品名情報を外部ファイルからインポートすることができます。また、登録した取引先情報、品名情報
は外部ファイルへエクスポートすることができます。

データのインポート

インポートできるデータ形式は CSV 形式です。
ここでは取引先情報のインポートとエクスポートを例に手順を説明します。同様の手順で品名情報の
インポート、エクスポートを行うことができます。

注意 !

インポートできる CSV ファイルのみ表示さ
れます。
「品名」を CSV ファイルからインポートす
る場合、「備考」へ取り込むデータにはカ
ンマを含まないデータにしてください。CSV
ファイルからの取り込みではなく、直接入
力の場合にはカンマを含んでいてもかまい
ません。

注意 !

[ 全解除 ] ボタン
全ての割り当てを解除します。
[ ←解除 ]ボタン
選択中の割り当てを解除します。
[ 前回の割り当てを実行 ]ボタン
前回行った割り当てを設定します。
[ ←前 ][ 次→ ]ボタン
取り込みデータに表示するデータを切り替えます。

すでにデータが登録されている場合、イン
ポートデータは現在のデータに追加されま
す。

Point



28

データのエクスポート
❶	メイン画面の［取引先設定］ボタンをクリ
ックします。
「取引先情報」画面が表示されます。

❷	[ エクスポート]ボタンをクリックします。
「エクスポート」画面が表示されます。見出しを付
けてエクスポートする場合は、「見出し行をつける」
のチェックを付けてから「エクスポート」ボタンを
クリックします。
「名前を付けて保存」画面が表示されます。

❸	保存します。
任意の保存場所を指定し、ファイル名を付けます。
[ 保存 ] ボタンをクリックします。

エクスポートで保存されるファイルは CSV
形式ファイルです。

注意 !
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