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基本設定基本設定



トップ画面（ＥＢＥ整備システムを起動したときに 初に表示される画面）の左側に、
日常的によく使う業務ボタン（ショートカットボタン）を表示させることができます。
また右側には入庫車両の一覧や後日整備の対象車両などを表示させることができます。

１．トップ画面の設定１．トップ画面の設定 4

リンク先の業務ボタンは自由に設定できます。
また、ボタンの名称も変えることができます。
リンク先の業務ボタンは自由に設定できます。
また、ボタンの名称も変えることができます。

日々確認する頻度の高い項目（対象者リスト）
を表示させることができます。
日々確認する頻度の高い項目（対象者リスト）
を表示させることができます。

１－１．ショートカットボタンを設定するには、「使用環境」の画面で「１９ショートカ
ット」をクリックしますット」をクリックします。

１

２



１－２．ショートカット登録の画面が表示されますので、表示させたい業務ボタンを選択
し、ボタンの名称（ショートカット名称）を入力します。

１．トップ画面の設定１．トップ画面の設定 5

業務名の項目欄にカーソルを合わせるとプル
ダウンキーが表示され、クリックするとショ
ートカットに登録できる業務ボタンのリスト
が表示されますので項目を選択します

業務名の項目欄にカーソルを合わせるとプル
ダウンキーが表示され、クリックするとショ
ートカットに登録できる業務ボタンのリスト
が表示されますので項目を選択します

項目の選択、名称（タイトル）の入力
が終わったら登録ボタンを押します。
項目の選択、名称（タイトル）の入力
が終わったら登録ボタンを押します。

が表示されますので項目を選択します。が表示されますので項目を選択します。

ＴＯＰ画面のショートカット
ボタンとして表示させたい名
称（タイトル）を入力します。

ＴＯＰ画面のショートカット
ボタンとして表示させたい名
称（タイトル）を入力します。



１－３．表示させる一覧を選択するには、「表示設定」をクリックします。

１．トップ画面の設定１．トップ画面の設定 6

１－４．表示させたい項目にチェックを入れて、確定をクリックします。



２．担当者情報の登録２．担当者情報の登録

２－１．貴店の担当者情報（受付及び整備担当者）を登録します。
本システムでは 低１名の担当者を登録しないとシステムが使用できません。
また、担当者情報を登録することにより、伝票に担当者名を印刷することができ
ると共に 担当者毎の売上集計などの分析に活用することができます

7

ると共に、担当者毎の売上集計などの分析に活用することができます。



２－２．設定するためには、ｅ－ＦｏｒｍｕｌａのＴｏｐ画面より、「マスター登録」をクリッ
クして画面を表示させ、「２９担当者情報」→「１担当者登録」を選択します。

２．担当者情報の登録２．担当者情報の登録 8

１

２

３

２－３．担当者情報登録画面が表示されたら、「①担当者追加」をクリックして、担当者
情報の入力画面を表示させます。



２－４．必要な情報を選択・入力した後、登録ボタンを押します。

２．担当者情報の登録２．担当者情報の登録 9

担当者によって使用できる機能を
制限したい場合に設定します。
※使用方法はお問合せください。

担当者によって使用できる機能を
制限したい場合に設定します。
※使用方法はお問合せください。

①拠点と所属を選択します。
※拠点情報の登録は頁をご参照
ください。

①拠点と所属を選択します。
※拠点情報の登録は頁をご参照
ください。

担当者コードは自動表示され
ますが、任意の番号に変更し
て入力することもできます。

担当者コードは自動表示され
ますが、任意の番号に変更し
て入力することもできます。

②担当者名を入力します。②担当者名を入力します。

フリガナは担当者名で入力した
読みが自動表示されますので必
要に応じて修正します。

フリガナは担当者名で入力した
読みが自動表示されますので必
要に応じて修正します。

以下の情報は直接伝票印刷や
集計とは関係がありませんの
で必要に応じて使用してくだ

以下の情報は直接伝票印刷や
集計とは関係がありませんの
で必要に応じて使用してくだ

伝票に印刷する名前を登録名と変
えたい場合に入力します。
（空欄の場合担当者名が表示され
ます ）

伝票に印刷する名前を登録名と変
えたい場合に入力します。
（空欄の場合担当者名が表示され
ます ）

２－５．登録された担当者情報の一覧表示画面に戻りますので、確認後、登録ボタンを押
します。

で必要に応じて使用してくだ
さい。
で必要に応じて使用してくだ
さい。

ます。）ます。）



拠点名を登録することにより、伝票の売上計上拠点を選択することができると共に、集計
表や分析表等で拠点毎の実績を集計・印刷することができます。

３．拠点名の登録３．拠点名の登録 10

１

３－１．「マスター登録」の画面から「２７拠点名」をクリックします。

２

１



３－２．拠点名登録画面が表示されたら、「拠点名」・「略称」を入力し、登録ボタンを
押してください。

３．拠点名の登録３．拠点名の登録 11

登録したい拠点名称を入力します。
※略称は伝票に印刷される拠点名称になります
ので全角３文字以内で入力してください。

登録したい拠点名称を入力します。
※略称は伝票に印刷される拠点名称になります
ので全角３文字以内で入力してください。



４．レバーレートの登録４．レバーレートの登録

伝票作成時に適用されるレバーレートを登録することができます。
登録されたレバーレートは車両情報マスタに付帯した情報として登録することができ、伝
票作成時にはレバーレートを自動表示させることができます。

12

伝票作成画面伝票作成画面

車両情報登録画面（諸元２）車両情報登録画面（諸元２）

伝票の種別（車検・点検，一般整備，
鈑金・塗装）により金額（レバーレ
ート）が自動表示されます。

伝票の種別（車検・点検，一般整備，
鈑金・塗装）により金額（レバーレ
ート）が自動表示されます。

車両情報（車検証情報）の付帯情報として
適用するレバーレートを登録することがで
車両情報（車検証情報）の付帯情報として
適用するレバーレートを登録することがで適用するレバーレートを登録することがで
きます。
適用するレバーレートを登録することがで
きます。

４－１．「マスター登録」画面の「１８レバーレート」をクリックします。

１

２

１



４－２．分類名（設定するレバーレートの名称）と伝票種類毎のレバーレート金額を入力
し、登録ボタンを押します。

４．レバーレートの登録４．レバーレートの登録 13

レバーレートの分類（種類）が２つ以上ある場合、一番上の行のレバー
レートが車両情報登録時にデフォルト（自動）表示されますので、適用
する顧客（車両）が多いものを一番上に設定しておくと便利です。

レバーレートの分類（種類）が２つ以上ある場合、一番上の行のレバー
レートが車両情報登録時にデフォルト（自動）表示されますので、適用
する顧客（車両）が多いものを一番上に設定しておくと便利です。



伝票作成時に入力・表示する諸費用の項目を設定します。
重量税・自賠責保険料・印紙代は金額が自動表示される項目になります。

５．諸費用情報の登録５．諸費用情報の登録

諸費用情報入力画面諸費用情報入力画面

14

諸費用情報入力画面諸費用情報入力画面

伝票（見積書・納品書等）伝票（見積書・納品書等）

５ １ 「マスタ 登録 画面の「１９諸費用情報 をクリックします５－１．「マスター登録」画面の「１９諸費用情報」をクリックします。

１

２



５－２．諸費用の名称（伝票に印刷される項目名）を入力し、登録ボタンを押します。

５．諸費用情報の登録５．諸費用情報の登録 15

左側が諸費用課税、右側が諸費用非課税の項目になります。
重量税・自賠責保険料・印紙代の項目は金額自動表示項目のため、変更
できません。（名称の変更は可能です）

左側が諸費用課税、右側が諸費用非課税の項目になります。
重量税・自賠責保険料・印紙代の項目は金額自動表示項目のため、変更
できません。（名称の変更は可能です）



６．料金ランクと受付コース情報の登録６．料金ランクと受付コース情報の登録

「料金ランク」ではコース作業や諸費用情報の金額を自動表示させるための項目を設定し
ます。
「受付コース」では車検コース等のメニューをセットする場合のコース名称を設定します。

16

車両情報登録画面（諸元１）車両情報登録画面（諸元１）

諸費用情報入力画面諸費用情報入力画面

諸費用で金額を自動表示させたい項目について、
料金ランクを設定することにより、車両情報に
付帯して登録された料金ランクに相当する金額
を自動表示することができます。

諸費用で金額を自動表示させたい項目について、
料金ランクを設定することにより、車両情報に
付帯して登録された料金ランクに相当する金額
を自動表示することができます。

作業・部品についても料金ランク毎に
金額を登録することができます。
※料金ランク別価格登録の設定は４５
頁をご参照ください。

作業・部品についても料金ランク毎に
金額を登録することができます。
※料金ランク別価格登録の設定は４５
頁をご参照ください。

受付コースを登録することにより コー受付コースを登録することにより コー受付コースを登録することにより、コー
スに設定された複数の作業・部品群を伝
票に一斉表示させられるので大変便利で
す。
※コース内容の設定は３４頁～参照。

また、コース明細の料金は料金ランク毎
に設定することができます。

受付コースを登録することにより、コー
スに設定された複数の作業・部品群を伝
票に一斉表示させられるので大変便利で
す。
※コース内容の設定は３４頁～参照。

また、コース明細の料金は料金ランク毎
に設定することができます。

「エコノミーコース」に設定された作業・部品と、
乗用～2.0t（3ﾅﾝﾊﾞｰ）の料金ランクに設定された
金額を自動表示！

「エコノミーコース」に設定された作業・部品と、
乗用～2.0t（3ﾅﾝﾊﾞｰ）の料金ランクに設定された
金額を自動表示！



６－１．「マスター登録」の画面から「０９料金ランク・コース」をクリックします。

６．料金ランクと受付コース情報の登録６．料金ランクと受付コース情報の登録 17

１

２

６－２．「料金ランク」の画面では料金ランク（分類）の名称と諸費用で自動表示させた
い項目について金額を入力します。



６－３．「受付コース」をクリックして画面を切り替え、登録したいコースの名称を入力
し、そのコースについて、伝票の種別を選択します。
入力が完了したら、「登録」ボタンをクリックします。

６．料金ランクと受付コース情報の登録６．料金ランクと受付コース情報の登録 18

種別の選択肢は「１５種別・区分名」でマスタ
登録したものが表示されます。
種別の選択肢は「１５種別・区分名」でマスタ
登録したものが表示されます。



７．原価率の登録７．原価率の登録

原価率を登録しておくことで、原価（金額）を登録していない作業・部品について、伝票
作成時に自動的に原価（金額）を表示させることができます。

19

作業・部品毎に原価を設定することもでき、設
定した作業・部品の原価は、原価率で設定され
たものに優先します。
（設定方法は 頁参照）
原価率が大幅に異なる特定の作業・部品を除く
一般的な原価率を設定しておけば 伝票作成毎

作業・部品毎に原価を設定することもでき、設
定した作業・部品の原価は、原価率で設定され
たものに優先します。
（設定方法は 頁参照）
原価率が大幅に異なる特定の作業・部品を除く
一般的な原価率を設定しておけば 伝票作成毎一般的な原価率を設定しておけば、伝票作成毎
に原価を入力する手間が大幅に省け、集計表・
分析表等の作成に役立ちます。

一般的な原価率を設定しておけば、伝票作成毎
に原価を入力する手間が大幅に省け、集計表・
分析表等の作成に役立ちます。

７－１ 「マスター登録」画面の「２１原価率」をクリックします。７ １． マスタ 登録」画面の ２１原価率」をクリックします。

１

２



７－２．原価率登録画面が表示されたら、各々の項目について原価率を入力し、登録ボタ
ンを押してください。

７．原価率の登録７．原価率の登録 20



８．伝票印刷環境の設定８．伝票印刷環境の設定

概算見積書や納品請求書などの伝票のタイトル（伝票名称）や印刷枚数、部品見積依頼書
の連動印刷の有無など、伝票発行時の動作環境などを設定することができます。

21

８－１．「使用環境」の画面の「０２伝票作成」をクリックします。
※部品見積依頼書の設定は「０３部品見積依頼書」をクリックします。※部品見積依頼書の設定は ０３部品見積依頼書」をクリックします。
※自賠責契約書の設定は「０４自賠責契約書」をクリックします。

１

２

１



８－２．「概算見積書」の画面では、概算見積書の印刷・動作設定を登録します。

８．伝票印刷環境の設定８．伝票印刷環境の設定 22

使用する用紙 ：複写式の専用伝票か白紙（コピー用紙）に書式毎印刷するか、用紙のタイプが使用する用紙 ：複写式の専用伝票か白紙（コピ 用紙）に書式毎印刷するか、用紙のタイプが
選べます。

発行日出力有無 ：チェックを入れると伝票の宛名上の「発行日」欄に印刷した日付（システム日
付）が自動印字されます。

印刷する会社名 ：概算見積書印刷時に初期（デフォルト）表示される会社名（拠点名）を設定し
ます。※会社名（拠点名）の印影の設定は弊社迄お問い合わせください。

メッセージ ：概算見積書左下の枠に印刷するメッセージを選択します。
※メッセージは「使用環境」の「１１概算見積書」で設定できます。

白紙伝票の色 ：白紙伝票を使用する場合の明細行の背景色（１行おきに印刷される色）につい
て設定することができます。

白紙伝票の罫線 通常はチ クを入れてください （チ クを外すと罫線が印刷されません）白紙伝票の罫線 ：通常はチェックを入れてください。（チェックを外すと罫線が印刷されません）
帳票タイトル ：「概算見積書」として印刷する伝票のタイトル（伝票名称）を設定します。
小計タイトル ：伝票に印刷される集計項目のタイトル（項目名称）を設定します。
前受金タイトル ：前受金のタイトル（項目名）を設定します。
御見積金額タイトル：伝票右下の総合計見積金額のタイトル（項目名称）を設定します。
諸費用枠内消費税

タイトル：諸費用欄の「諸費用課税」分についての消費税の表示タイトルを設定します。
諸費用枠内
諸費用合計タイトル：諸費用欄の合計金額のタイトル（項目名称）を設定します。
印刷部数 ：概算見積書として通常印刷したい部数を設定します。（４枚まで）印刷部数 概算見積書として通常印刷したい部数を設定します。（４枚まで）
印刷フォント ：印刷するときのフォントを選択します。
次回車検日・

点検日チェック：車両情報入力画面の次回車検日に概算見積書作成時の日付より古い日付を入力
した場合、エラーチェックを行ないます。

部品見積依頼書の
連動処理：概算見積書の印刷・登録を行なった際、各動作の時点で部品見積依頼書を連動

して印刷するか否かの設定をします。



８－３．「作業指示書」の画面では、作業指示書の印刷・動作設定を登録します。
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使用するタイプ ：作業指示書を選択したときにデフォルト（初期）表示される作業指示書のタイ
プ（様式）を設定します。（タイプＡかタイプＢ）
「種別により使い分け を選択した場合は 車検に関する伝票の場合はタイプ「種別により使い分け」を選択した場合は、車検に関する伝票の場合はタイプ
Ａを、それ以外の伝票の場合はタイプＢを表示する設定になります。

発行日出力有無 ：チェックを入れると伝票の宛名上の「発行日」欄に印刷した日付（システム日
付）が自動印字されます。

印刷する会社名 ：作業指示書印刷時に初期（デフォルト）表示される会社名（拠点名）を設定し
ます。※会社名（拠点名）の印影の設定は弊社迄お問い合わせください。

タイプＡの
メッセージ：タイプＡの作業指示書の諸元情報上に印刷されるメッセージを選択します。

※メッセージは「使用環境」の「１２作業指示書」で設定できます。
白紙伝票の色 ：白紙伝票を使用する場合の明細行の背景色（１行おきに印刷される色）につい白紙伝票の色 白紙伝票を使用する場合の明細行の背景色（ 行おきに印刷される色）に

て設定することができます。
白紙伝票の罫線 ：通常はチェックを入れてください。（チェックを外すと罫線が印刷されません）
帳票タイトル ：「作業指示書」として印刷する伝票のタイトル（伝票名称）を設定します。
工数印刷有無 ：作業指示書に整備工数を印刷するか否かを設定します。
技術料印刷有無 ：作業指示書に技術料（金額）を印刷するか否かを設定します。
数量印刷有無 ：作業指示書に部品の数量を印刷するか否かを設定します。
部品単価印刷有無 ：作業指示書に部品単価（金額）を印刷するか否かを設定します。
部品金額印刷有無 ：作業指示書に部品金額を印刷するか否かを設定します。
印刷部数 ：作業指示書を印刷する部数を設定します。
印刷フォント ：印刷するときのフォントを選択します印刷フォント ：印刷するときのフォントを選択します。
次回車検日・

点検日チェック：車両情報入力画面の次回車検日に作業指示書作成時の日付より古い日付を入力
した場合、エラーチェックを行ないます。

作業記号・意味 ：
部品見積依頼書の連動処理：作業指示書の印刷・登録を行なった際、各動作の時点で部品見積依頼書

を連動して印刷するか否かの設定をします。



８－４．「整備請求書」の画面では、整備請求書の印刷・動作設定を登録します。
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使用する用紙 ：複写式の専用伝票か白紙（コピー用紙）に書式毎印刷するか、用紙のタイプが
選べます。

発行日出力有無 ：チ ックを入れると伝票の宛名上の「発行日 欄に印刷した日付（システム日付）発行日出力有無 ：チェックを入れると伝票の宛名上の「発行日」欄に印刷した日付（システム日付）
が自動印字されます。

印刷する会社名 ：整備請求書印刷時に初期（デフォルト）表示される会社名（拠点名）を設定しま
す。※会社名（拠点名）の印影の設定は弊社迄お問い合わせください。

メッセージ ：整備納品書（請求書）の諸元情報上に印刷されるメッセージを選択します。
※メッセージは「使用環境」の「１４請求書」で設定できます。

白紙伝票の色 ：白紙伝票を使用する場合の明細行の背景色（１行おきに印刷される色）について
設定することができます。

白紙伝票の罫線 ：通常はチェックを入れてください。（チェックを外すと罫線が印刷されません）
帳票タイトル ：「整備納品書（請求書）」として印刷する伝票のタイトル（伝票名称）を設定し帳票タイト 整備納品書（請求書）」として印刷する伝票のタイト （伝票名称）を設定し

ます。
小計タイトル ：伝票に印刷される集計項目のタイトル（項目名称）を設定します。
前受金タイトル ：前受金のタイトル（項目名）を設定します。
御請求金額タイトル：伝票右下の総合計見積金額のタイトル（項目名称）を設定します。
諸費用枠内消費税

タイトル：諸費用欄の「諸費用課税」分についての消費税の表示タイトルを設定します。
諸費用枠内
諸費用合計タイトル：諸費用欄の合計金額のタイトル（項目名称）を設定します。
印刷部数 ：整備請求書として通常印刷したい部数を設定します。（４枚まで）
印刷フォント ：印刷するときのフォントを選択します印刷フォント ：印刷するときのフォントを選択します。
次回車検日・

点検日チェック：車両情報入力画面の次回車検日に整備請求書作成時の日付より古い日付を入力
した場合、エラーチェックを行ないます。

部品見積依頼書の
連動処理：整備請求書の印刷・登録を行なった際、各動作の時点で部品見積依頼書を連動

して印刷するか否かの設定をします。



８－５．「諸費用計算書」の画面では、諸費用計算書の印刷・動作設定を登録します。
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使用する用紙 ：複写式の専用伝票か白紙（コピー用紙）に書式毎印刷するか、用紙のタイプが
選べます。

発行日出力有無 ：チェックを入れると伝票の宛名上の「発行日」欄に印刷した日付（システム日
付）が自動印字されます。

印刷する会社名 ：諸費用計算書印刷時に初期（デフォルト）表示される会社名（拠点名）を設定
します。※会社名（拠点名）の印影の設定は弊社迄お問い合わせください。

メッセージ ：諸費用計算書の明細行の下に印刷されるメッセージを選択します。
※メッセージは「使用環境」の「１４請求書」で設定できます。

白紙伝票の色 ：白紙伝票を使用する場合の明細行の背景色（１行おきに印刷される色）につい
て設定することができます。

白紙伝票の罫線 ：通常はチェックを入れてください。（チェックを外すと罫線が印刷されません）
帳票タイトル ：「諸費用計算書」として印刷する伝票のタイトル（伝票名称）を設定します帳票タイトル ：「諸費用計算書」として印刷する伝票のタイトル（伝票名称）を設定します。
小計タイトル ：伝票に印刷される集計項目のタイトル（項目名称）を設定します。
前受金タイトル ：前受金のタイトル（項目名）を設定します。
御請求金額タイトル ：伝票右下の総合計見積金額のタイトル（項目名称）を設定します。
諸費用枠内消費税タイトル ：諸費用欄の「諸費用課税」分についての消費税の表示タイトルを設定します。
諸費用枠内

諸費用合計タイトル ：諸費用欄の合計金額のタイトル（項目名称）を設定します。
印刷部数 ：諸費用計算書として通常印刷したい部数を設定します。（４枚まで）
印刷フォン ：印刷するときのフォントを選択します。
次回車検日・点検日チェック：車両情報入力画面の次回車検日に概算見積書作成時の日付より古い日付を入力

した場合、エラーチェックを行ないます。
領収書１・２共通

発行日出力有無：チェックを入れると伝票右上に「発行日」（システム日付）が自動印字されます。
印刷する会社名 ：各領収書印刷時に初期（デフォルト）表示される会社名（拠点名）を設定します。
但書 ：各領収書に初期（デフォルト）表示される但書を選択します。

※メッセージは「１６領収書・預書用但書」で設定できます。
タイトル ：各領収書の印刷タイトル（伝票名称）を設定します。
印刷フォント ：印刷するときのフォントを選択します。
金額引用方法 ：各領収書に引用する金額の有無及び引用する項目を選択します。



８－６．「共通」の画面では、各伝票共通の印刷・動作設定を登録します。
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車両診断書結果の
自動引用：車両診断書を作成・登録した後に概算見積書等の伝票を作成した際、車両診断書で

要交換（整備） ×をチ ックした項目に該当する作業を伝票明細に自動反映させ要交換（整備）＝×をチェックした項目に該当する作業を伝票明細に自動反映させ
るか否かを設定します。

引用する
車両診断書の期限 ：自動引用を有効にした場合の引用する対象となる期間を設定します。
関連部品の自動引用：自動引用する作業について、関連付けられている部品も併せて明細に自動反映させ

るか否かを設定します。
明細の行間 ：整備明細入力画面で表示させる明細行間を設定します。

（通常は２４～２６ぐらいで設定してください）
レバーレート分類名：伝票作成画面で初期表示されるレバーレートを選択します。
外注値引き ：外注先への作業を含む伝票の作成時に、前受金入力画面で「金額まるめ」ボタンを外注値引き 外注先 の作業を含む伝票の作成時に、前受金入力画面で 金額まるめ」ボタンを

押して値引き処理を行なったとき、外注分から値引きを発生させるか否かを設定し
ます。
チェックを入れると外注する商品についての値引きができます。
チェックを外すと外注分の金額に値引きが発生しないよう、エラーメッセージが表
示されます。



９．部品見積依頼書の設定９．部品見積依頼書の設定

部品見積依頼書発行時の動作環境を設定することができます。

27

発行日出力有無 ：チェックを入れると伝票の宛名上の「発行日」欄に印刷した日付（システム日付）
が自動印字されます。

印刷する会社名 ：部品見積依頼書印刷時に初期（デフォルト）表示される会社名（拠点名）を設定印刷する会社名 ：部品見積依頼書印刷時に初期（デフォルト）表示される会社名（拠点名）を設定
します。※会社名（拠点名）の印影の設定は弊社迄お問い合わせください。

メッセージ ：部品見積依頼書の明細行の下に印刷されるメッセージを選択します。
※メッセージは「使用環境」の「１３部品見積依頼書」で設定できます。

白紙伝票の色 ：白紙伝票を使用する場合の明細行の背景色（１行おきに印刷される色）について
設定することができます。

白紙伝票の罫線 ：通常はチェックを入れてください。（チェックを外すと罫線が印刷されません）
帳票タイトル ：「部品見積依頼書」として印刷する伝票のタイトル（伝票名称）を設定します。
御見積金額タイトル：伝票右下の総合計見積金額のタイトル（項目名称）を設定します。
印刷部数 ：諸費用計算書として通常印刷したい部数を設定します。（４枚まで）
印刷フォント ：印刷するときのフォントを選択します。
明細の行間 ：部品見積依頼書の明細行の行間を設定します。
宛先となる顧客 ：部品見積依頼書の宛名を選択します。（通常は部品商様など）
宛先となる

顧客の敬称：宛名の敬称を選択します。



１０．自賠責契約書の設定１０．自賠責契約書の設定

自賠責契約書類（自動車損害賠償責任保険証明書及び自賠責集計表）発行時の動作環境を
設定することができます。

28

使用の本拠の所在地：契約書に印刷する本拠の所在地の選択肢を設定します。
発行日出力有無 契約書に発行日を印刷するか否かを設定します発行日出力有無 ：契約書に発行日を印刷するか否かを設定します。
印刷フォント ：印刷するときのフォントを選択します。
次回車検日の引用 ：自賠責契約書の契約内容画面にある｢車検満了日｣欄に、選択した車両の次回車検日

を自動表示するかどうかを指定します。
（自動表示する場合にはチェックマークを付けて下さい。）

提出用集計表
送金日出力有無 ：自賠責集計表に送金日を印刷するか否かを設定します。
印刷部数 ：自賠責集計表の印刷部数を設定します。
タイトル ：自賠責集計表のタイトル（帳票名）を設定します。タイトル 自賠責集計表のタイトル（帳票名）を設定します。
印刷フォント ：自賠責集計表を印刷するときのタイトル及び明細のフォントを選択します。
集計 終日 ： 後に自賠責集計表を発行した日付が表示されます。
対象期間表示条件 ：自賠責集計表印刷画面で初期表示される対象期間を設定します。
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商品・料金マスタ設定商品・料金マスタ設定



１１．作業（名称・金額）の登録・修正１１．作業（名称・金額）の登録・修正
伝票作成時に引用する作業については、ある程度汎用性のあるものは登録されていますが、
登録のない作業については、名称及び金額をマスタに登録することができます。
また、登録されている作業も含めて、金額の設定や修正ができます。
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１１－１．作業マスタを新規で登録する場合は、「マスター登録」の画面から「０３作業
名称」をクリックします。

２

１

１１－２．「作業追加」をクリックすると「作業コード入力」画面が開きますので、
追加したい作業コードを入力します。

作業コードは空き番が自動表示されますので、通常はこのまま登録したい
作業の名称を「作業名称」欄に入力していきます。
作業コードは空き番が自動表示されますので、通常はこのまま登録したい
作業の名称を「作業名称」欄に入力していきます。

＜注意！＞
任意の作業・部品が登録できるのは下記の範囲です。
◆作業・・・１９８４１～１９９９９
◆部品・・・７９００１～７９９９７
上記以外のコードで登録はしないでください。
（工数・部品価格が正確に反映されなくなることがあります）

＜注意！＞
任意の作業・部品が登録できるのは下記の範囲です。
◆作業・・・１９８４１～１９９９９
◆部品・・・７９００１～７９９９７
上記以外のコードで登録はしないでください。
（工数・部品価格が正確に反映されなくなることがあります）



１１－３．登録された作業について、工数や金額、原価を登録・修正することができます。
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＜注意！＞ 消費税別の金額を入力します。＜注意！＞ 消費税別の金額を入力します。

工数や金額が全車種共通の作業の場合はこの画面で工数・金額を登録しま
す。料金ランク毎に異なる工数や金額を設定したい場合や、コース作業、
セット作業で工数、料金を設定したい場合は、各項目を参照してください。

工数や金額が全車種共通の作業の場合はこの画面で工数・金額を登録しま
す。料金ランク毎に異なる工数や金額を設定したい場合や、コース作業、
セット作業で工数、料金を設定したい場合は、各項目を参照してください。セット作業で工数、料金を設定したい場合は、各項目を参照してください。
※料金ランク別価格の設定・・・４２頁～
※コース作業での価格設定・・・３４頁～
※セット作業での価格設定・・・３７頁～

セット作業で工数、料金を設定したい場合は、各項目を参照してください。
※料金ランク別価格の設定・・・４２頁～
※コース作業での価格設定・・・３４頁～
※セット作業での価格設定・・・３７頁～

１１－４．「関連部品」の画面では、登録する作業について、整備明細作成時の作業検索
を行なった場合に紐付けされて表示させたい部品を設定することができます。

「関連部品追加」をクリックすると
部品検索画面が開きますので、紐付
けしたい部品を検索・選択します。

「関連部品追加」をクリックすると
部品検索画面が開きますので、紐付
けしたい部品を検索・選択します。

全ての項目の設定が終わったら、
登録（または変更）ボタンを
押します。

全ての項目の設定が終わったら、
登録（または変更）ボタンを
押します。

画面はエンジンオイル交換に紐付けしたい部品
を設定する例です。
画面はエンジンオイル交換に紐付けしたい部品
を設定する例です。

作業をクリックしたときに、紐付けされた部品が
表示されます。
作業をクリックしたときに、紐付けされた部品が
表示されます。



１２．部品（名称・金額）の登録・修正１２．部品（名称・金額）の登録・修正
伝票作成時に引用する部品については、作業と同様、ある程度汎用性のあるものは登録さ
れていますが、登録のない部品については、名称及び金額をマスタに登録することができ
ます。また、登録されている部品も含めて、金額の設定や修正ができます。

32

１２－１．部品マスタを新規で登録する場合は、「マスター登録」の画面から「０４部品
名称」をクリックします。

２

１

１２－２．「部品追加」をクリックすると「部品コード入力」画面が開きますので、追加
したい部品コードを入力します。

＜注意！＞
任意の作業・部品が登録できるのは下記の範囲です。
◆作業・・・１９８４１～１９９９９
◆部品・・・７９００１～７９９９７
上記以外のコードで登録はしないでください。
（工数・部品価格が正確に反映されなくなることがあります）

＜注意！＞
任意の作業・部品が登録できるのは下記の範囲です。
◆作業・・・１９８４１～１９９９９
◆部品・・・７９００１～７９９９７
上記以外のコードで登録はしないでください。
（工数・部品価格が正確に反映されなくなることがあります）

＜注意！＞
任意の作業・部品が登録できるのは下記の範囲です。
◆作業・・・１９８４１～１９９９９
◆部品・・・７９００１～７９９９７
上記以外のコードで登録はしないでください。
（工数・部品価格が正確に反映されなくなることがあります）

＜注意！＞
任意の作業・部品が登録できるのは下記の範囲です。
◆作業・・・１９８４１～１９９９９
◆部品・・・７９００１～７９９９７
上記以外のコードで登録はしないでください。
（工数・部品価格が正確に反映されなくなることがあります）

＜注意！＞
任意の作業・部品が登録できるのは下記の範囲です。
◆作業・・・１９８４１～１９９９９
◆部品・・・７９００１～７９９９７
上記以外のコードで登録はしないでください。
（工数・部品価格が正確に反映されなくなることがあります）

＜注意！＞
任意の作業・部品が登録できるのは下記の範囲です。
◆作業・・・１９８４１～１９９９９
◆部品・・・７９００１～７９９９７
上記以外のコードで登録はしないでください。
（工数・部品価格が正確に反映されなくなることがあります）



１２－３．登録された部品について、工数や金額、原価を登録・修正することができます。

１２．部品（名称・金額）の登録・修正１２．部品（名称・金額）の登録・修正 33

単価が全車種共通の部品の場合はこの画面で単価を登録します。単価が全車種共通の部品の場合はこの画面で単価を登録します。

全ての項目の入力が終わったら、
変更ボタンを押します。
全ての項目の入力が終わったら、
変更ボタンを押します。

単価が全車種共通の部品の場合はこの画面で単価を登録します。
料金ランク毎に異なる部品価格を設定したい場合や、コース作業、セット作業
で部品価格を設定したい場合は、各項目を参照してください。
※料金ランク別価格の設定・・・４２頁～
※コース作業での価格設定・・・３４頁～
※セット作業での価格設定・・・３７頁～

単価が全車種共通の部品の場合はこの画面で単価を登録します。
料金ランク毎に異なる部品価格を設定したい場合や、コース作業、セット作業
で部品価格を設定したい場合は、各項目を参照してください。
※料金ランク別価格の設定・・・４２頁～
※コース作業での価格設定・・・３４頁～
※セット作業での価格設定・・・３７頁～

＜注意！＞ 消費税別の金額を入力します。＜注意！＞ 消費税別の金額を入力します。

１２－４．部品名称を変更したい場合は、該当する部品名称を上書きします。



１３．受付コースの登録１３．受付コースの登録

車検のコースなど、多頻度で発生し、かつ明細の作業や部品が複数の商品から構成される
ものについては、「コース」を設定しておくことで迅速に見積書等の伝票を作成すること
ができます。

34

◆◆伝票作成画面でコースを選択すると・・・

◆◆整備明細画面にコースとして登録した作業や部品、タイトルなどが反映します。

料金ランク毎に技術料や部品価格も登録することができます。
※作業名称・部品名称のマスタメンテナンス画面で登録した金額とは
異なる料金を設定することができます。

料金ランク毎に技術料や部品価格も登録することができます。
※作業名称・部品名称のマスタメンテナンス画面で登録した金額とは
異なる料金を設定することができます。



１３－１．コースを新規で登録する場合は、「マスター登録」の画面から「１１コース明
細」をクリックします。

１３．受付コースの登録１３．受付コースの登録 35

１

２

１３－２．「コース明細」の編集画面では受付コースや料金ランク毎に明細を入力します。

初めに受付コースと料金ランクを選択します。
※受付コースと料金ランクの設定は１５頁を
参照してください。

初めに受付コースと料金ランクを選択します。
※受付コースと料金ランクの設定は１５頁を
参照してください。

＜注意！＞
消費税別の金額
を入力します。

＜注意！＞
消費税別の金額
を入力します。

続いて、選択したコース・料金ランクで設定したい明細を入力していきます。
入力方法については、
①セットから検索 ・・・登録したセット商品から検索する方法。
※セットの登録は３７頁～を参照してください。

②作業検索・部品検索・・・登録した作業・部品から検索する方法。
③コース検索 ・・・既に登録されているコースから検索する方法。
※コース内容を複写するときに便利です

を入力します。を入力します。

※コ ス内容を複写するときに便利です。
④手入力 ・・・タイトル行など、手入力でも明細入力が可能です。

＜注意！＞作業や部品の手入力もできますが、集計表等を正確に出力するためにも、明細に登録したい
作業・部品は事前にマスタ登録を行なっておき、作業検索、部品検索から明細に反映させて
ください。

＜注意！＞作業や部品の手入力もできますが、集計表等を正確に出力するためにも、明細に登録したい
作業・部品は事前にマスタ登録を行なっておき、作業検索、部品検索から明細に反映させて
ください。



１３－３．「作業検索」では伝票作成時と同様の作業検索ウィンドウが開きますので、明
細行に反映したい項目について検索し、チェックを入れていきます。

１３．受付コースの登録１３．受付コースの登録 36

左側のグループ名から検索することもできますが、名称欄に
検索したい作業の名称（一部で可）を入力してＥｎｔｅｒキ
を押す方法でも検索することができます

左側のグループ名から検索することもできますが、名称欄に
検索したい作業の名称（一部で可）を入力してＥｎｔｅｒキ
を押す方法でも検索することができます

マスタ登録で紐付けられている部品も伝票作成時
と同様表示され、選択することができます。
マスタ登録で紐付けられている部品も伝票作成時
と同様表示され、選択することができます。

１３－４．「コース検索」は作成済みのコース内容を複写するときに使用すると便利です。

ーを押す方法でも検索することができます。ーを押す方法でも検索することができます。

項目の選択が完了したら、確定ボタンを押します。項目の選択が完了したら、確定ボタンを押します。

全ての項目の入力が
終わったら、登録ボ
タンを押します。

全ての項目の入力が
終わったら、登録ボ
タンを押します。

明細が表示された後に金額等の
修正があれば実施します。
明細が表示された後に金額等の
修正があれば実施します。

既に登録が済んでいる受付コース・料金ランク
の組み合わせを選択し、確定を押せば明細行に
内容が複写されます。

既に登録が済んでいる受付コース・料金ランク
の組み合わせを選択し、確定を押せば明細行に
内容が複写されます。



１４．整備セットの登録１４．整備セットの登録

車検時の追加整備など、多頻度で発生するものについては、「整備セット」に登録してお
くことで迅速に見積書等の伝票を作成することができます。

◆◆ 検索 登録 作業 部 が表

37

◆◆セット検索では登録された作業や部品が表示され・・・

◆◆選択した作業・部品が明細行に反映します。

作業名称・部品名称のマスタメンテナンス画面で登録した金額とは作業名称・部品名称のマスタメンテナンス画面で登録した金額とは作業名称 部品名称のマスタメンテナンス画面で登録した金額とは
異なる料金を設定することができますので、車検時だけの特別価格
などにも対応ができます。

作業名称 部品名称のマスタメンテナンス画面で登録した金額とは
異なる料金を設定することができますので、車検時だけの特別価格
などにも対応ができます。



車検時の追加整備など、多頻度で発生するものについては、「整備セット」に登録してお
くことで迅速に見積書等の伝票を作成することができます。

１４－１．整備セットを登録する場合、まずはセットの分類名から登録していきます。

38１４．整備セットの登録１４．整備セットの登録

「マスター登録」の画面から「０５整備セット」をクリックし、セット分類名
登録を選択します。

２

１

３

１４－２．「セット分類名登録」の画面ではセット大分類名と小分類名を入力します。

小分類は９９項目まで設定
することができます。
小分類は９９項目まで設定
することができます。

各項目の入力が終わったら、
登録ボタンを押します。
各項目の入力が終わったら、
登録ボタンを押します。

セット大分類名、及びセット小分類名を入力します。

＜ヒント＞

セット大分類名、及びセット小分類名を入力します。

＜ヒント＞

大分類は２０まで分ける
ことができます。
大分類は２０まで分ける
ことができます。

＜ヒント＞
セット作業を検索しやすくするために、カテゴリー毎に分類する
のも一つの方法です。
セット作業に登録したい項目がさほど多くない場合は、大分類・
小分類共に分類する項目を少なくした方が、伝票作成時の操作は
簡易になります。

＜ヒント＞
セット作業を検索しやすくするために、カテゴリー毎に分類する
のも一つの方法です。
セット作業に登録したい項目がさほど多くない場合は、大分類・
小分類共に分類する項目を少なくした方が、伝票作成時の操作は
簡易になります。



１４－３．セット分類名の登録が終わったら、続いてセットの明細を登録していきます。
「マスター登録」の画面から「０５整備セット」をクリックし、明細登録を
選択します。

39１４．整備セットの登録１４．整備セットの登録

１

２

３

１４－４．セット検索ウィンドウが表示され、セット分類名登録で登録した「大分類名」
が表示されますので 該当する項目を選択し 「確定」をクリックしますが表示されますので、該当する項目を選択し、「確定」をクリックします。



１４－５．選択した分類の明細登録画面が表示されますので、作業検索、部品検索などの
機能から、登録したい作業・部品を選択し、各項目について金額等を入力して
いきます。

40１４．整備セットの登録１４．整備セットの登録

登録したい作業や部品を検索ガ
イド等を使用して選択します。
登録したい作業や部品を検索ガ
イド等を使用して選択します。

各項目の分類を選択し、必要に
応じて金額等を入力します。
各項目の分類を選択し、必要に
応じて金額等を入力します。

作業・部品マスタとしては１商品として
登録してある項目についても、名称や金
額を変更して登録することができます。

※この例では「04250ＡＴＦ交換」につ
いて複数の品目を作成しています。

作業・部品マスタとしては１商品として
登録してある項目についても、名称や金
額を変更して登録することができます。

※この例では「04250ＡＴＦ交換」につ
いて複数の品目を作成しています。

＜注意！＞消費税別の金額を入力してください。＜注意！＞消費税別の金額を入力してください。

＜注意！＞作業や部品の手入力もできますが、集計表等を正確に出力するためにも、明細に登録したい
作業・部品は事前にマスタ登録を行なっておき、作業検索、部品検索から明細に反映させて
ください。

＜注意！＞作業や部品の手入力もできますが、集計表等を正確に出力するためにも、明細に登録したい
作業・部品は事前にマスタ登録を行なっておき、作業検索、部品検索から明細に反映させて
ください。



１４－６．原価明細の画面では、整備セットから項目を選択して伝票を作成した場合の
原価を設定することができます。

41１４．整備セットの登録１４．整備セットの登録

各項目の入力が終わったら、
登録ボタンを押します。
各項目の入力が終わったら、
登録ボタンを押します。

必要に応じて原価を入力します。

この画面で原価を入力せずに、
整備セットから項目を選択して
伝票を作成した場合は、作業・
部品名称で登録された原価や、
原価率で登録した原価率が適用
されます。

必要に応じて原価を入力します。

この画面で原価を入力せずに、
整備セットから項目を選択して
伝票を作成した場合は、作業・
部品名称で登録された原価や、
原価率で登録した原価率が適用
されます。

＜原価の引用順位について＞
①整備セットで登録した原価 ②作業・部品名称で登録した原価 ③原価率
の優先順位で、伝票作成時の原価は引用されます。

＜原価の引用順位について＞
①整備セットで登録した原価 ②作業・部品名称で登録した原価 ③原価率
の優先順位で、伝票作成時の原価は引用されます。



１５．料金ランク別価格の登録１５．料金ランク別価格の登録

マスタで登録されている作業・部品について、料金ランク毎に価格を登録することができ
ます。 ※料金ランクの設定は１６頁～参照。

１５－１ 「マスター登録」の画面から「１０料金ランク別価格」をクリックします

42

１５－１．「マスター登録」の画面から「１０料金ランク別価格」をクリックします。

１

２

１５－２ 「料金ランク別作業・部品価格設定」画面が開き 登録されている作業・部品１５ ２．「料金ランク別作業 部品価格設定」画面が開き、登録されている作業 部品
の一覧が表示されます。

ボタンをクリックすることで、部品
と作業の切り替えができます。
ボタンをクリックすることで、部品
と作業の切り替えができます。

設定されている料金ランク毎に設定されている料金ランク毎に設
価格の登録ができます。
設
価格の登録ができます。



１５－３．選択した大分類名にセットされた小分類のセット名称の選択画面が表示されま
すので、該当する項目を選択し、確定をクリックします。

43１５．料金ランク別価格の登録１５．料金ランク別価格の登録

名称（一部で可）を入力し、「検索」を
押すと該当する項目が表示されます。
名称（一部で可）を入力し、「検索」を
押すと該当する項目が表示されます。

全ての項目の入力が終わったら
登録ボタンを押します。
全ての項目の入力が終わったら
登録ボタンを押します。

登録したい料金（金額）を入力します。登録したい料金（金額）を入力します。



44

伝票・ＤＭメッセージの設定伝票・ＤＭメッセージの設定



１６．概算見積書のメッセージ編集１６．概算見積書のメッセージ編集

概算見積書の左下枠内には、メッセージを印刷することができます。

45

メッセージは複数登録することができ、印刷毎
に選択することもできます。
メッセージは複数登録することができ、印刷毎
に選択することもできます。

１６－１ 「使用環境」の画面から「１１概算見積書」をクリックします

１

１６－１．「使用環境」の画面から「１１概算見積書」をクリックします。

２



１６－２．概算見積書メッセージ登録の画面が表示されますので、メッセージのタイトル
と内容を入力し、登録ボタンをクリックします。

46１６．概算見積書のメッセージ編集１６．概算見積書のメッセージ編集

全ての項目の入力が終わったら
登録ボタンを押します。
全ての項目の入力が終わったら
登録ボタンを押します。

メッセージは８種類まで作成・登録することができます。
（メッセージ２，３をクリックすると画面が切り替わります。
メッセージは８種類まで作成・登録することができます。
（メッセージ２，３をクリックすると画面が切り替わります。

作成・登録したメッセージは概算見積書作成時に「作成条件」の画面で選択することがで
きます。なお、デフォルト（初期）表示させるメッセージは伝票作成使用環境の概算見積きます。なお、デフォルト（初期）表示させるメッセ ジは伝票作成使用環境の概算見積
書の画面で設定することができます。（２２頁参照）

作成したメッセージのタイトルを切り替える（選択する）こと
で初期表示される以外のメッセージを選択できます。
作成したメッセージのタイトルを切り替える（選択する）こと
で初期表示される以外のメッセージを選択できます。



１７．作業指示書のメッセージ編集１７．作業指示書のメッセージ編集

作業指示書（Ａタイプ）の右上の２つの枠内には、メッセージを印刷することができます。

47

メッセージは複数登録することができ、印刷毎
に選択することもできます。
メッセージは複数登録することができ、印刷毎
に選択することもできます。

１７－１．「使用環境」の画面から「１２作業指示書」をクリックします。

１

２



１７－２．作業指示書メッセージ登録の画面が表示されますので、メッセージのタイトル
と内容を入力し、登録ボタンをクリックします。

48１７．作業指示書のメッセージ編集１７．作業指示書のメッセージ編集

全ての項目の入力が終わったら
登録ボタンを押します。
全ての項目の入力が終わったら
登録ボタンを押します。

メッセージは４種類まで作成・登録することができます。
（メッセージ２をクリックすると画面が切り替わります。
メッセージは４種類まで作成・登録することができます。
（メッセージ２をクリックすると画面が切り替わります。

作成・登録したメッセージは作業指示書作成時に「作成条件」の画面で選択することがで
きます。なお、デフォルト（初期）表示させるメッセージは伝票作成使用環境の作業指示きます。なお、デフォルト（初期）表示させるメッセ ジは伝票作成使用環境の作業指示
書の画面で設定することができます。（２３頁参照）

作成したメッセ ジのタイトルを切り替える（選択する）こと作成したメッセ ジのタイトルを切り替える（選択する）こと作成したメッセージのタイトルを切り替える（選択する）こと
で初期表示される以外のメッセージを選択できます。

※印刷メッセージを選択しても作業指示書タイプＢでは表示さ
れません。

作成したメッセージのタイトルを切り替える（選択する）こと
で初期表示される以外のメッセージを選択できます。

※印刷メッセージを選択しても作業指示書タイプＢでは表示さ
れません。



１８．部品見積依頼書のメッセージ編集１８．部品見積依頼書のメッセージ編集

部品見積依頼書の宛名下、及び明細行下には、メッセージを印刷することができます。

49

１８－１．「使用環境」の画面から「１３部品見積依頼書」をクリックします。

１

２



１８－２．部品見積依頼書メッセージ登録の画面が表示されますので、メッセージのタイ
トルと内容を入力し、登録ボタンをクリックします。

50１８．部品見積依頼書のメッセージ編集１８．部品見積依頼書のメッセージ編集

全ての項目の入力が終わったら
登録ボタンを押します。
全ての項目の入力が終わったら
登録ボタンを押します。

メッセージは８種類まで作成・登録することができます。
（メッセージ２をクリックすると画面が切り替わります。
メッセージは８種類まで作成・登録することができます。
（メッセージ２をクリックすると画面が切り替わります。

作成・登録したメッセージは作業指示書作成時に「作成条件」の画面で選択することがで
きます。なお、デフォルト（初期）表示させるメッセージは伝票作成使用環境の部品見積きます。なお、デフォルト（初期）表示させるメッセ ジは伝票作成使用環境の部品見積
依頼書の画面で設定することができます。（２７頁参照）

作成したメッセージのタイトルを切り替える（選択する）こと
で初期表示される以外のメッセージを選択できます。
作成したメッセージのタイトルを切り替える（選択する）こと
で初期表示される以外のメッセージを選択できます。



整備請求書の左下枠内には、メッセージを印刷することができます。

１９．整備請求書のメッセージ編集１９．整備請求書のメッセージ編集 51

１９－１．「使用環境」の画面から「１４請求書」をクリックします。

１

２



１９－２．請求書メッセージ登録の画面が表示されますので、メッセージのタイトルと内
容を入力し、登録ボタンをクリックします。

52１９．整備請求書のメッセージ編集１９．整備請求書のメッセージ編集

全ての項目の入力が終わったら
登録ボタンを押します。
全ての項目の入力が終わったら
登録ボタンを押します。

メッセージは８種類まで作成・登録することができます。
（メッセージ２，３をクリックすると画面が切り替わります。
メッセージは８種類まで作成・登録することができます。
（メッセージ２，３をクリックすると画面が切り替わります。

作成・登録したメッセージは整備請求書作成時に「作成条件」の画面で選択することがで
きます。なお、デフォルト（初期）表示させるメッセージは伝票作成使用環境の整備請求きます。なお、デフォルト（初期）表示させるメッセ ジは伝票作成使用環境の整備請求
書の画面で設定することができます。（２４頁参照）

作成したメッセージのタイトルを切り替える（選択する）こと
で初期表示される以外のメッセージを選択できます。
作成したメッセージのタイトルを切り替える（選択する）こと
で初期表示される以外のメッセージを選択できます。



２０．諸費用計算書のメッセージと但書の編集２０．諸費用計算書のメッセージと但書の編集

諸費用計算書の左下枠内のメッセージ及び領収書の但書は編集することができます。

53



諸費用計算書のメッセージは整備請求書と共通になりますので５１～５２頁をご参照くだ
さい。
また、作成・登録したメッセージは諸費用計算書作成時に「作成条件」の画面で選択する
ことができます

54２０．諸費用計算書のメッセージと但書の編集２０．諸費用計算書のメッセージと但書の編集

ことができます。
なお、デフォルト（初期）表示させるメッセージは伝票作成使用環境の諸費用計算書の画
面で設定することができます。（２５頁参照）

１

２０－１．領収書の但書きの編集は、使用環境の画面から「１６領収書・預書用但書」を
クリックします。

１

２



２０－２．請求書・預書用但書登録の画面が表示されますので、メッセージのタイトルと
内容を入力し、登録ボタンをクリックします。

55２０．諸費用計算書のメッセージと但書の編集２０．諸費用計算書のメッセージと但書の編集

全ての項目の入力が終わったら
登録ボタンを押します。
全ての項目の入力が終わったら
登録ボタンを押します。

メッセージは８種類まで作成・登録することができます。メッセージは８種類まで作成・登録することができます。

作成・登録したメッセージは諸費用計算書作成時に「作成条件」の画面で選択することが
できます。なお、デフォルト（初期）表示させるメッセージは伝票作成使用環境の諸費用できます。なお、デフォルト（初期）表示させるメッセ ジは伝票作成使用環境の諸費用
計算書の画面で設定することができます。（２５頁参照）

作成したメッセージのタイトルを切り替える（選択する）こと
で初期表示される以外のメッセージを選択できます。
作成したメッセージのタイトルを切り替える（選択する）こと
で初期表示される以外のメッセージを選択できます。



車検案内ＤＭ等、はがきに印刷されるメッセージを編集することができます。
メッセージの選択や社名印刷などについては操作マニュアル（６２頁）をご参照ください。

２１．ＤＭのメッセージ編集２１．ＤＭのメッセージ編集 56

赤枠の部分のメ セ ジの編集 登録ができます赤枠の部分のメ セ ジの編集 登録ができます赤枠の部分のメッセージの編集・登録ができます。
青枠部分のメッセージについては、ＤＭ作成（車検案内）画面の
作成条件２の画面で編集・登録できます。
操作説明書の６２頁～をご参照ください。

赤枠の部分のメッセージの編集・登録ができます。
青枠部分のメッセージについては、ＤＭ作成（車検案内）画面の
作成条件２の画面で編集・登録できます。
操作説明書の６２頁～をご参照ください。



２１－１．ＤＭのメッセージ（案内文）を編集・登録するには「使用環境」の画面から
「１８ＤＭ・電子メール」をクリックします。

57２１．ＤＭのメッセージ編集２１．ＤＭのメッセージ編集

１

２

２１－２．ＤＭメッセージ登録の画面が表示されますので、メッセージのタイトルと内容
を入力し、登録ボタンをクリックします。を入力し、登録ボタンをクリックします。

全ての項目の入力が終わったら
登録ボタンを押します。
全ての項目の入力が終わったら
登録ボタンを押します。

メッセージは８種類まで作成・登録することができます。
（ＤＭメッセージ２～４をクリックすると画面が切り替わります）
メッセージは８種類まで作成・登録することができます。
（ＤＭメッセージ２～４をクリックすると画面が切り替わります）
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