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「EBE整備システム」をご導入いただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用いただく前に下記事項についてご確認いただき、正しくお使いいただけます
ようお願い申し上げます。

１．ソフト（EBE整備システム）をインストールしたパーソナルコンピュータ（ＰＣ）の
電源の入切については所定の正しい操作で行なってください。
起動中のＰＣのコンセントを抜いたりすることは絶対に行なわないでください。

２．ソフト（EBE整備システム）をインストールしたＰＣにMicrosoft Excel，Word正規
版以外のソフトウェアをインストールする場合には自己の責任において行なってくだ
さい。
上記以外のソフトウェアをインストールし、万一EBE整備システムが正常に動作しな
くなった場合の修復は有償による対応となります。
また、状態によっては修復等の対応をお引き受けできない場合があります。

３．データのバックアップは定期的に行なってください。また、バックアップは外付型のハ
ードディスクやＵＳＢメモリーなど、本体のハードディスク以外の媒体に行なってくだ
さい。
※ＰＣ本体のハードディスクに保存した場合、ＰＣ本体の故障時にはデータ復旧ができ

ないことがあります。
※データ復旧やＰＣ入替時のソフト移し替えの際はバックアップした時点までのデータ

復旧、データ移行になります。

４．バックアップ処理が正常に完了しなかったり、ソフト操作時に度々エラーが発生するな
ど、ソフト（EBE整備システム）が正常に動作していないと思われる場合は速やかに
弊社またはサポート会社までご連絡ください。

５．データベースの更新や法改正等に伴い更新プログラムを配布する場合などは、随時ご連
絡を差し上げますので、所定の操作にて更新作業をお願い申し上げます。

2ご使用の前にご確認ください。
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事前準備

マスター登録・使用環境設定
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割賦（ローン）販売の計算に使用する割賦手数料の設定を行ないます。

１．デスクトップ画面よりカブスStandardⅡショートカットアイコンをダブルクリックし、
ＴＯＰメニューを表示させます。
整備メニューが表示されますので、「Ｆ２車両販売」をクリックして車両販売メニューを
表示させ、マスター登録をクリックします。

２．「信販会社情報」をクリックします。

１

２

１．信販会社情報の登録 5



１．信販会社情報の登録

３．信販会社名、年率、支払額算出のまるめの桁位置と方法、手数料算出のまるめ桁位置と方法、
支払日について設定します。
提供金利（年率）が複数ある場合はすべてを設定します。
入力が終わったら、「登録」をクリックします。
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２．諸費用名称・パターン名の登録

見積書・注文書作成時に使用する諸費用（課税・非課税）の項目名称と、諸費用金額マスタで
設定するパターン名（車種分類）の設定を行ないます。

１．車両販売メニューのマスター登録画面より「諸費用名称」をクリックします。

税金項目の名称を入力税金項目の名称を入力

諸費用非課税項目（預り法定
費用等）の名称を入力
諸費用非課税項目（預り法定
費用等）の名称を入力

諸費用課税項目（販売諸費用）
の名称を入力
諸費用課税項目（販売諸費用）
の名称を入力

２．諸費用名称の画面では、見積書・注文書の項目として設定したい税金、諸費用課税、諸費用
非課税項目についての名称を入力します。入力が終わったら「パターン名」の画面に切り替
えます。

7



３．パターン名の画面では、前項で設定した税金、諸費用（課税・非課税）の項目に対し、次項
の「諸費用金額」で設定し、見積書・注文書作成時に使用するための車両分類について設定
します。
入力が終わったら、「登録」をクリックします。

２．諸費用名称・パターン名の登録 8



諸費用名称で設定した項目とパターンについて見積書・注文書作成時に使用する諸費用金額に
ついて設定を行ないます。

１．車両販売メニューのマスター登録画面より「諸費用金額」をクリックします。

３．諸費用金額の登録

「諸費用名称」で登録した
項目名が表示されます。
「諸費用名称」で登録した
項目名が表示されます。

見積書・注文書作成時に表示させたい金額
を入力します。
※諸費用課税項目は税別金額を入力します。
※最下段のスクロールバーをスライドさせ

ると設定したパターン名（車種）のすべ
てについて金額が入力できます。

見積書・注文書作成時に表示させたい金額
を入力します。
※諸費用課税項目は税別金額を入力します。
※最下段のスクロールバーをスライドさせ

ると設定したパターン名（車種）のすべ
てについて金額が入力できます。

２．諸費用名称で設定した項目名とパターン名が表示されますので、設定したい金額を入力して
いきます。
入力が終わったら、「登録」をクリックします。
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古物台帳作成での入力（選択）項目について設定を行ないます。

１．車両販売メニューのマスター登録画面より「１４古物台帳情報」をクリックします。

４．古物台帳情報の登録

２．「受入区別」の画面では車両入庫（買取・下取等）の区分を入力していきます。
入力が終わったら、「確認の方法」をクリックします。
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４．古物台帳情報の登録

４．「職業」の画面では古物台帳に記載する受入（買取・下取）元の職業を入力していきます。
入力が終わったら、「払出区別」をクリックします。

３．「確認方法」の画面では、古物台帳に記載する買取・下取時の本人確認方法についての項
目を設定します。入力が終わったら、「職業」をクリックします。
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４．古物台帳情報の登録

５．「払出区別」の画面では、古物台帳に記載する払出区別についての項目を設定します。
入力が終わったら、「登録」をクリックします。
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５．原価区分の登録 13

「原価区分」を切り替え、区分名
で設定した項目について科目名を
設定します。

「原価区分」を切り替え、区分名
で設定した項目について科目名を
設定します。

仕入・原価入力や見積書・注文書作成時に使用する「その他原価」（経費等の項目）の区分名称
と、科目名について、使用する名称の設定を行ないます。

１．車両販売メニューのマスター登録画面より「原価区分」をクリックします。

２．「区分名」の画面では、経費項目や加修項目等で使用する項目の区分名称を設定します。
「区分名」の入力が終わったら、「科目名」をクリックします。



５．原価区分の登録 14

３．「科目名」の画面では区分名で設定した項目内の費目を設定します。
入力が終わったら、「登録」をクリックします。

「原価区分」を切り替え、区分名
で設定した項目について科目名を
設定します。

「原価区分」を切り替え、区分名
で設定した項目について科目名を
設定します。



見積書・注文書を作成する際の自動表示される項目や書類のタイトル等の設定を行ないます。

１．車両販売メニューの使用環境画面より「見積書・注文書共通」をクリックします。

６．見積書・注文書共通の使用環境設定

２．見積書・注文書共通使用環境の画面が表示されますので、各項目を入力・選択していきます。
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６．見積書・注文書共通の使用環境設定

作成拠点 :見積書・注文書作成画面を開いたときに初期表示される拠点を選択します。
自動車税計算条件 :見積書・注文書を作成する際の自動車税の計算条件を設定します。
車両本体価格タイトル:見積書・注文書に印刷される車両本体価格項目の項目名を設定します。
車両本体

値引額タイトル:同じく車両本体値引額の項目の項目名を設定します。
付属品小計タイトル :付属品小計の項目名を設定します。（※専用用紙を使用する場合のみ）
特別仕様小計タイトル:特別仕様小計の項目名を設定します。（※専用用紙を使用する場合のみ）
加装・加修

・整備タイトル:加装・加修・整備の項目名を設定します。（※専用用紙を使用する場合のみ）
下取査定自由タイトル:前受金・下取入力画面にある自由項目の項目名を設定します。
印刷フォント :見積書・注文書のタイトル及び明細行等の使用フォントを選択します。

＜見積書項目・注文書項目＞
合計金額・

支払総額タイトル:見積書・注文書各々の合計金額・支払総額のタイトルを設定します。

顧客情報の印字 :注文書に印字する顧客情報の項目を設定します。
見積書の自動消去 :見積書自動消去条件で設定した月数を経過した見積書を自動消去したい場合にチェックを

入れます。
見積書自動消去条件 :見積書の自動消去にチェックを入れた場合、自動消去する月数を設定します。
メッセージの引継ぎ :見積書のメッセージを注文書に引き継ぐ設定にする場合にチェックを入れます。
新車注文時の車両登録:新車注文書を発行（印刷）したときの、車両（車検証）情報の登録について、動作を設定

します。
中古車注文時の車両登録:中古車注文書を発行（印刷）したときの、車両（車検証）情報の登録について、動作を

設定します。
生年月日／勤務先印字:注文書に生年月日と勤務先を印字する場合はチェックを入れます。
修復歴印字 :見積書・注文書に修復歴の有無を印字する場合はチェックを入れます。
＜古物台帳記載項目＞
仕入（受入）区分・確認方法・職業・払出区分:古物台帳入力画面で初期表示される項目名を選択します。
※項目名はマスター登録の「１７古物台帳情報」で設定します。

＜リサイクル預託金相当額通知書＞
印刷部数 :リサイクル預託金相当額通知書の印刷部数を設定します。（１～４部迄設定できます）
タイトル１～４部目 :印刷されるリサイクル預託金相当額通知書のタイトルを設定します。

16



６．見積書・注文書共通の使用環境設定 17

５．「振込先情報」のタブでは、注文書に印刷する振込先情報を設定します。
入力が終わったら、「登録」をクリックします。



新車見積書・注文書に印刷される項目名等の設定を行ないます。
１．車両販売メニューの使用環境画面より「新車見積書・注文書」をクリックします。

７．新車見積書・注文書の使用環境設定

２．新車見積書・注文書使用環境の画面が表示されますので、各項目を入力・選択していきます。

新車見積書・注文書作成時に初期表示
される項目を選択します。
新車見積書・注文書作成時に初期表示
される項目を選択します。

新車見積書の使用用紙、印刷部数等を設定します。新車見積書の使用用紙、印刷部数等を設定します。

新車注文書の使用用紙、印刷部数等を設定します。新車注文書の使用用紙、印刷部数等を設定します。
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中古車見積書・注文書に印刷される項目名等の設定を行ないます。
１．車両販売メニューの使用環境画面より「中古車見積書・注文書」をクリックします。

８．中古車見積書・注文書の使用環境設定

２．中古車見積書・注文書使用環境の画面が表示されますので、各項目を入力・選択していき
ます。

中古車見積書・注文書作成時に初期表示
される項目を選択します。
中古車見積書・注文書作成時に初期表示
される項目を選択します。

中古車見積書の使用用紙、印刷部数等を設定します。中古車見積書の使用用紙、印刷部数等を設定します。

中古車注文書の使用用紙、印刷部数等を設定します。中古車注文書の使用用紙、印刷部数等を設定します。
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仕入・原価を入力（在庫車両を登録）する際の環境設定を行ないます。
１．車両販売メニューの使用環境画面より「仕入・原価入力」をクリックします。

９．仕入・原価入力の使用環境設定

２．在庫車両登録使用環境の画面が表示されますので、各項目を入力・選択していきます。
入力・選択が完了したら「登録」をクリックします。

在庫車両を登録する際の付帯情報とし
て初期表示させたい内容があれば入力
します。
※登録時に内容修正は可能です。

在庫車両を登録する際の付帯情報とし
て初期表示させたい内容があれば入力
します。
※登録時に内容修正は可能です。

在庫車両一覧表の印刷に関する設定を
行ないます。
在庫車両一覧表の印刷に関する設定を
行ないます。

20

在庫車両を登録する際に初期表示され
る所有者を設定します。
※貴社情報を設定する場合は、整備シ

ステムで貴社情報を顧客として登録
し、当該情報を選択します。

在庫車両を登録する際に初期表示され
る所有者を設定します。
※貴社情報を設定する場合は、整備シ

ステムで貴社情報を顧客として登録
し、当該情報を選択します。



車両販売のショートカット画面の表示条件等の設定を行なう使用環境設定項目です。
１．車両販売メニューの使用環境画面より「フィールド表示情報」をクリックします。

１０．フィールド表示情報の設定

２．納車予定一覧・商談状況一覧を表示させて使用する場合の表示範囲を設定します。
入力が終わったら「登録」をクリックします。

メッセージ１～４に入力した文字が
ここに表示されます。
（日付の表示は消去できません）

メッセージ１～４に入力した文字が
ここに表示されます。
（日付の表示は消去できません）
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基本操作
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車両販売メニューの「使用環境」の
「ショートカット」の設定画面

※整備メニューとは設定画面が異なりますので、
車両販売メニューの使用環境の画面で設定し
ます。

１０．中古車見積書の発行

１．デスクトップ画面よりカブスStandardⅡショートカットアイコンをダブルクリックし、
ＴＯＰメニューを表示させます。
整備メニューが表示されますので、「Ｆ２車両販売」をクリックして車両販売メニューを
表示させます。

２．「中古車見積／注文書」をクリックし、「見積書新規」を選択します。

１

２

ショートカットメニューはよく使用するメニューを表示
させることができます。また、タイトルを変更すること
もできます。

ショートカットメニューはよく使用するメニューを表示
させることができます。また、タイトルを変更すること
もできます。
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３．中古車見積書作成画面が表示されますので、「販売車両」の項目から順に入力していきます。

４．「ﾒｰｶｰ・車種名」をクリックすると車両選択ウィンドウが開きますので、オークションの
出品票や車検証などで確認したメーカー・車種名・グレード・型式を選択し、「確定」を
クリックします。

１０．中古車見積書の発行 24



５．フル型式が複数存在する場合は車両選択ウィンドウの詳細が開きますので、該当するフル
型式情報を選択し、「確定」をクリックします。

６．車両のデータベースから情報が展開され、表示されます。

１０．中古車見積書の発行 25



商談状況を選択商談状況を選択

７．追加で入力したい項目を入力していきます。

８．必要な情報を全て入力し終えたら「装備・付属品」ボタンをクリックして、次の入力画面
に移ります。

車色・初度登録・
登録年月日・次回
車検日・登録番号
等を入力

車色・初度登録・
登録年月日・次回
車検日・登録番号
等を入力

車台番号の未入力
箇所を入力
車台番号の未入力
箇所を入力

走行距離・車両本体価格
・新車時価格・整備料・
加修費用等を入力

走行距離・車両本体価格
・新車時価格・整備料・
加修費用等を入力

初度登録年月と新車時価格を入力すると取得税（※参考金額）が表示されます。
新車時価格はメーカー装着オプション込の金額を入力してください。
また、取得税は参考金額ですので、販売時は必ず税事務所等に確認してください。
減税対象車等、税率が異なる車両の場合は税率の数値を修正してください。

初度登録年月と新車時価格を入力すると取得税（※参考金額）が表示されます。
新車時価格はメーカー装着オプション込の金額を入力してください。
また、取得税は参考金額ですので、販売時は必ず税事務所等に確認してください。
減税対象車等、税率が異なる車両の場合は税率の数値を修正してください。
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走行距離を入力走行距離を入力

修復歴がある場合は
チェックを入れる
修復歴がある場合は
チェックを入れる
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９．「装備・付属品」の入力画面では、該当する装備品を選択していきます。

装備品の略称をクリックすると背景が橙色に反転し、
選択された状態となります。
装備品の略称をクリックすると背景が橙色に反転し、
選択された状態となります。

付属品・特別装備は手入力するか、Ｆ２アクセサリー
検索から項目を選択します。
付属品・特別装備は手入力するか、Ｆ２アクセサリー
検索から項目を選択します。

１０．付属品・特別装備は手入力まはたアクセサリー検索から項目を選択します。

１０．中古車見積書の発行

付属品・特別装備の別
をクリックすると、表
示が切り替わります。
特別装備は新車見積書・
注文書の場合、取得税の
対象に含まれます。

付属品・特別装備の別
をクリックすると、表
示が切り替わります。
特別装備は新車見積書・
注文書の場合、取得税の
対象に含まれます。
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１１．販売車両の画像（データ）がある場合、画像を取り込んで見積書に表示・印刷することも
できます。

②「格納先変更」をクリックして、予め車両画
像を保存しておいたフォルダを選択します。

②「格納先変更」をクリックして、予め車両画
像を保存しておいたフォルダを選択します。

③取り込みたい車両画像を選択して、「選択
（１）をクリック、または画像をダブルク
リックします。

③取り込みたい車両画像を選択して、「選択
（１）をクリック、または画像をダブルク
リックします。

④選択した車両画像が
表示されます。

④選択した車両画像が
表示されます。

⑤確定をクリックすると
画像が取り込まれます。

⑤確定をクリックすると
画像が取り込まれます。
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１２．必要な情報を全て選択・入力し終えたら「諸費用」ボタンをクリックして、次の入力画面
に進みます。

①「画像取込」をクリックすると画像データ
選択ウィンドウが表示されます。

①「画像取込」をクリックすると画像データ
選択ウィンドウが表示されます。



１３．諸費用の画面では、税金、販売諸費用（課税・非課税）を入力していきます。
「諸費用検索」をクリックすると、パターン名（車両分類）が表示されますので、該当
するパターン名を選択します。

１４．選択したパターンの諸費用金額が表示されます。

「諸費用検索」をクリックすると、マスター登録の諸費用
名称で設定したパターン名（車両分類）が表示されます。
該当するパターン（分類）を選択すると諸費用金額で設定
した金額が表示されます。

「諸費用検索」をクリックすると、マスター登録の諸費用
名称で設定したパターン名（車両分類）が表示されます。
該当するパターン（分類）を選択すると諸費用金額で設定
した金額が表示されます。

自動車税未経過相当額と自賠責未経過相当額は
登録予定月と、販売車両画面の次回車検日から
算出されます。
（車検残がない場合は、自動車税、重量税、自賠
責保険料が表示されます。）
※登録予定月は翌月の日付が自動表示されます。

納車月が異なる場合は登録予定月を修正します。

自動車税未経過相当額と自賠責未経過相当額は
登録予定月と、販売車両画面の次回車検日から
算出されます。
（車検残がない場合は、自動車税、重量税、自賠
責保険料が表示されます。）
※登録予定月は翌月の日付が自動表示されます。

納車月が異なる場合は登録予定月を修正します。
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１５．税金・諸費用等の金額を編集・確定したら「申込金・下取」をクリックします。

１６．前受金（頭金）と下取車の情報を入力します。
入力が完了したら「支払条件」をクリックします。

下取車、下取金額があれば情報を入力します。下取車、下取金額があれば情報を入力します。
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整備システムで登録されている車両であれば
「下取車量検索」ボタンから検索・表示させ
ることができます。

整備システムで登録されている車両であれば
「下取車量検索」ボタンから検索・表示させ
ることができます。



１７．支払条件の画面では、値引、割賦販売条件などを入力していきます。
入力が完了したら「顧客・販売条件」をクリックします。

値引きがあれば入力します。値引きがあれば入力します。

割賦の計算パターンは２つまで
入力ができます。
（１・２を切り替え）

割賦の計算パターンは２つまで
入力ができます。
（１・２を切り替え）

ボーナスは支払額・加算額の選択
をし、支払月を入力します。
ボーナスは支払額・加算額の選択
をし、支払月を入力します。

支払期間（自）は翌月が自動表示さ
れますので必要に応じ修正します。
支払期間（自）は翌月が自動表示さ
れますので必要に応じ修正します。

支払回数を入力します。支払回数を入力します。

支払総額（頭金・下取充当額除く）と差引支払総額の金額まるめ（調整）をすることが
できます。また、信販会社（提供金利）の選択は「支払条件」の画面で変更できます。

マスター登録の１１信販会社情報
で設定したリストが表示されます。
マスター登録の１１信販会社情報
で設定したリストが表示されます。

１０．中古車見積書の発行 31



１８．「顧客・販売条件」の画面では、顧客情報や支払い方法等の情報を入力していきます。
入力が完了したら「プレビュー」をクリックします。

１９．プレビュー画面で内容を確認し、印刷を行ないます。
（内容に修正があれば販売車両～顧客・販売条件の各画面に戻って修正します）

整備ソフト側で登録済みの顧客（既存客）であれば、
「名前」の項目をクリックして検索・選択することが
できます。
新規の場合は名前等を手入力していきます。
（住所ガイド等の使用方法は整備ソフトと同一です）

整備ソフト側で登録済みの顧客（既存客）であれば、
「名前」の項目をクリックして検索・選択することが
できます。
新規の場合は名前等を手入力していきます。
（住所ガイド等の使用方法は整備ソフトと同一です）

契約形態、支払方法、販売の体様の選択肢は、
マスター登録の「注文書情報」で設定できます。
契約形態、支払方法、販売の体様の選択肢は、
マスター登録の「注文書情報」で設定できます。
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２０．印刷確認メッセージ→印刷（プリンタと印刷レイアウトの設定画面）の順に進むと
見積書が印刷できます。
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２１．正しく印刷されたか確認するメッセージが表示されます。
「はい」をクリックすると車両販売のトップ画面に戻ります。

作成・印刷した見積書の情報が表示されます。
※印刷直後は表示されません。「データ更新」をクリックする

か、一度ソフトを終了し、再度起動すると表示されます。

作成・印刷した見積書の情報が表示されます。
※印刷直後は表示されません。「データ更新」をクリックする

か、一度ソフトを終了し、再度起動すると表示されます。
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１１．中古車注文書の発行
商談が決まったら、注文書（売買契約書）を印刷して注文の手続きを進めます。
この項では作成済みの見積書を呼び出して、注文書を作成・印刷する流れを説明します。
１．車両販売メニューから「中古車見積／注文書」を選択し「注文書新規」をクリックします。

１

２

２．見積書・注文書選択ウィンドウが開きますので、作成済みの見積書を呼び出すために発行
番号、顧客カナなどの検索キーを選択して検索ワード等を入力します。

新規で注文書を作成する（事前に
作成した見積書がない）場合は、
「新規作成」を選択します。
４までの手順は見積書発行手順の
３～１８（２４～３２頁）と同様
です。

新規で注文書を作成する（事前に
作成した見積書がない）場合は、
「新規作成」を選択します。
４までの手順は見積書発行手順の
３～１８（２４～３２頁）と同様
です。
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３．伝票（見積書）の選択画面が表示されますので、該当する伝票を選択します。

４．「販売車両」の画面が開き、見積書作成時に入力・保存した内容が表示されます。
販売車両～顧客・販売条件の画面で修正や追加入力箇所があれば修正・入力します。
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＜注意!＞
顧客情報を手入力した場合には、ここで必ず
「顧客登録」をクリックしてください。
（顧客登録をしないと顧客・車両情報を正し
く紐付けた形で整備側に移行させることがで
きません。）
登録確認のメッセージ
が出たら「はい」をク
リックします。

※顧客情報が登録されると採番された顧客コ
ードが表示されます。

＜注意!＞
顧客情報を手入力した場合には、ここで必ず
「顧客登録」をクリックしてください。
（顧客登録をしないと顧客・車両情報を正し
く紐付けた形で整備側に移行させることがで
きません。）
登録確認のメッセージ
が出たら「はい」をク
リックします。

※顧客情報が登録されると採番された顧客コ
ードが表示されます。

５．支払条件の画面では割賦パターン等の情報を修正します。

６．顧客・販売条件の画面では契約日や納車予定日時・場所等を入力します。

今回適用する「割賦計算パターンNo.」
を選択します。
今回適用する「割賦計算パターンNo.」
を選択します。
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７．作成条件の画面で注文日、メッセージ等を確認・修正・選択します。

８．古物台帳を本システムで作成する場合は、「古物情報入力」をクリックして古物台帳情報
入力画面を表示させて情報を入力していきます。

古物台帳情報入力画面では、今回販売する車両の受入（仕入）
情報、払出（販売）情報を入力してください。
※下取車の古物情報入力は「在庫車両登録」の「仕入情報」画

面で入力します。（注文書発行後）

古物台帳情報入力画面では、今回販売する車両の受入（仕入）
情報、払出（販売）情報を入力してください。
※下取車の古物情報入力は「在庫車両登録」の「仕入情報」画

面で入力します。（注文書発行後）
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９．原価入力の画面では、販売車両の原価を入力し、粗利益を確定していきます。
「①車両本体入力」より順にクリックして入力ウィンドウを表示させます。

車両本体価格入力ウィンドウでは、車両本体の原価や陸送費などを入力していきます。

税別の金額を入力します。
※項目の追加はマスター登録の「在庫車管理項目」

で行なうことができます。

税別の金額を入力します。
※項目の追加はマスター登録の「在庫車管理項目」

で行なうことができます。

税別の価格（値引含まず）が
表示されます。
税別の価格（値引含まず）が
表示されます。

入力が完了したら確定を
クリックします。
入力が完了したら確定を
クリックします。
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１０．付属・特別入力の画面では、付属品・特別装備及び取付工賃、取得税の原価を入力し、粗利益
を確定していきます。「Ｆ２付属・特別入力」をクリックして入力ウィンドウを表示させます。

税別の金額を入力します。
※項目の追加はマスター登録の「在庫車管理項目」

で行なうことができます。

税別の金額を入力します。
※項目の追加はマスター登録の「在庫車管理項目」

で行なうことができます。

入力が完了したら確定を
クリックします。
入力が完了したら確定を
クリックします。

40

１１．整備・加修等入力の画面では、整備費用・架装・加修費用の原価を入力し、粗利益を確定させます。
「Ｆ３付属・特別入力」をクリックして入力ウィンドウを表示させます。

税別の金額を入力します。
※項目の追加はマスター登録の「在庫車管理項目」

で行なうことができます。

税別の金額を入力します。
※項目の追加はマスター登録の「在庫車管理項目」

で行なうことができます。

入力が完了したら確定を
クリックします。
入力が完了したら確定を
クリックします。

＜注意!＞
車両価格に含まれる整備費用・加修費用等は
「その他原価」の項目で入力します。
※ここで入力する項目は顧客に請求する費目

になります。

＜注意!＞
車両価格に含まれる整備費用・加修費用等は
「その他原価」の項目で入力します。
※ここで入力する項目は顧客に請求する費目

になります。
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１２．税金入力の画面では、税金（法定費用）の原価を入力します。
「Ｆ４税金入力」をクリックして入力ウィンドウを表示させます。

税別の金額を入力します。
※項目の追加はマスター登録の「在庫車管理項目」

で行なうことができます。

税別の金額を入力します。
※項目の追加はマスター登録の「在庫車管理項目」

で行なうことができます。

入力が完了したら確定を
クリックします。
入力が完了したら確定を
クリックします。

41

１３．課税分入力の画面では、販売諸費用（課税）項目の原価を入力します。
「Ｆ５課税分入力」をクリックして入力画面を表示させます。

金額を入力します。
※項目の追加はマスター登録の「在庫車管理項目」

で行なうことができますが、税金項目は原則変更
しないでください。

金額を入力します。
※項目の追加はマスター登録の「在庫車管理項目」

で行なうことができますが、税金項目は原則変更
しないでください。

入力が完了したら確定を
クリックします。
入力が完了したら確定を
クリックします。
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入力が完了したら確定を
クリックします。
入力が完了したら確定を
クリックします。

入力が完了したら確定を
クリックします。
入力が完了したら確定を
クリックします。

42

１４．非課税分入力の画面では、販売諸費用（非課税）の原価を入力します。
「Ｆ６非課税分入力」をクリックして入力ウィンドウを表示させます。

１５．その他原価入力の画面では、経費項目の原価を入力していきます。
「Ｆ７その他原価入力」をクリックして入力画面を表示させます。

入力された項目が反映します。入力された項目が反映します。

各項目について入力していきます。各項目について入力していきます。

入力が完了したら確定を
クリックします。
入力が完了したら確定を
クリックします。
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９．「プレビュー」画面で印刷イメージを確認し、「印刷」をクリックします。

１０．印刷確認メッセージ→印刷（プリンタと印刷レイアウトの設定画面）の順に進むと注文書
が印刷できます。
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１１．正しく印刷されたか確認するメッセージが表示されます。
正常に印刷ができたら「はい」をクリックします。

１２．在庫登録（仕入入力）をせずに注文書を作成した場合は、仕入情報を生成するため、この
確認メッセージが表示されますので「はい」をクリックします。
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１３．売上計上の有無を確認するメッセージが表示されます。
売上を計上する場合は「はい」をクリックします。

１４．販売車両を整備システム側に登録するか確認するメッセージが表示されます。
車検・整備等のメンテナンスを継続して行なう場合は「はい」をクリックします。
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１６．注文書の原価入力画面で入力した原価を在庫（仕入）情報に反映させるかを確認するメッ
セージが表示されます。原価・粗利管理を行なっている場合は「はい」をクリックします。

１５．下取車がある場合は在庫登録の要否を確認するメッセージが表示されます。
在庫車両として管理し、販売・出品等を行なう場合は「はい」をクリックします。
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１７．注文書作成の「納車予定日時」を入力した場合は、納車予定一覧に表示されます。

新車見積／注文書の発行については基本的に中古車見積／注文書発行の流れと同一です。
（入力項目が一部異なります）

注文書作成直後にショートカット画面に戻った
状態では表示されません。
（Ｆ８データ更新をクリックすると表示されます）

注文書作成直後にショートカット画面に戻った
状態では表示されません。
（Ｆ８データ更新をクリックすると表示されます）
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登録（保存）した見積書・注文書を呼び出して編集する方法は下記のとおりになります。

１．中古車（新車）見積／注文書から「変更」を選択します。

１２．保存した見積・注文書の呼出・編集

２．発行番号や発行日、顧客カナなどのキーを入力して「確定」をクリックします。

１

２

48



３．見積書・注文書選択ウィンドウが開きますので、該当する伝票を選択し、確定をクリック
します。

１２．保存した見積・注文書の呼出・編集

４．「変更モード」で伝票（見積書・注文書）が開きます。
内容の修正や印刷を行なうことができます。編集（変更）した内容を保存するには「変更」
をクリックします。
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●商談状況一覧に表示されている見積書情報をダブルクリックしても見積書／注文書を作成する
ことができます。

１２．保存した見積・注文書の呼出・編集

●納車予定一覧に表示されている注文書情報をダブルクリックすると、保存されている注文書
情報が開きます。（照会モードで開きます）

見積書情報をダブルクリック見積書情報をダブルクリック

選択した見積書の情報の内容で新規にもう１部
見積書を作成します。
（比較見積などを作成する場合に便利です）

選択した見積書の情報の内容で新規にもう１部
見積書を作成します。
（比較見積などを作成する場合に便利です）

保存した見積書の情報で注文書を作成します。
（３６頁の４項の状態と同じになります）
保存した見積書の情報で注文書を作成します。
（３６頁の４項の状態と同じになります）

納車予定（注文書）情報をダブルクリック納車予定（注文書）情報をダブルクリック

「切替」をクリックすれば変更モードに切り
替わりますので、保存した注文書の内容を編
集・変更することができます。
⇒３１～３２頁の流れで注文書情報を選択し

て開いた状態と同じになります。

「切替」をクリックすれば変更モードに切り
替わりますので、保存した注文書の内容を編
集・変更することができます。
⇒３１～３２頁の流れで注文書情報を選択し

て開いた状態と同じになります。

50

「照会モード」で見積書が開きます。
“切替”を押せば変更モードに切り替わり、
編集が可能になります。

「照会モード」で見積書が開きます。
“切替”を押せば変更モードに切り替わり、
編集が可能になります。



顧客より買い取った車両や、展示販売のためなどで仕入れ、在庫となる車両は、在庫車両登録を
行なうことにより、見積書・注文書作成時に情報を呼び出したり、古物台帳の必須記載項目を入
力することができます。
１．在庫となる車両を登録するためには「仕入・原価入力」をクリックし「新規」を選択します。

１３．在庫車両の登録（仕入・原価入力）

１

２

ショートカットメニューに登録していない場合は
「日次」の画面から「仕入・原価入力」を選択し
ます。

ショートカットメニューに登録していない場合は
「日次」の画面から「仕入・原価入力」を選択し
ます。

２．基本情報１の入力画面が開きますので、車検証記載の内容や、現車で確認した内容などから
各項目を入力していきます。

顧客は使用環境の「仕入・原価入力」で設定した
情報が初期表示されます。
顧客は使用環境の「仕入・原価入力」で設定した
情報が初期表示されます。
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52

背景が赤の入力項目はＡＳワンプラ出品の場合
の必須項目です。
※ＡＳワンプラ出品はＡＳネットへの加入が要件と

なります。

背景が赤の入力項目はＡＳワンプラ出品の場合
の必須項目です。
※ＡＳワンプラ出品はＡＳネットへの加入が要件と

なります。

メーカー・車種名の項目をクリックすると
車種ガイドから選択することができます。
メーカー・車種名の項目をクリックすると
車種ガイドから選択することができます。

各項目の入力が終わったら、基本情報２をクリックします。

１３．在庫車両の登録（仕入・原価入力）



車両の装備を
選択します。
車両の装備を
選択します。
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３．基本情報２の画面では車両装備や販売価格、点検整備状況、保証条件等を入力します。

販売価格・リサイクル
料金を入力します。
※業販価格１はＡＳワン

プラの出品価格になり
ます。

販売価格・リサイクル
料金を入力します。
※業販価格１はＡＳワン

プラの出品価格になり
ます。

点検整備の状況や保証条件等を
選択・入力します。
点検整備の状況や保証条件等を
選択・入力します。

４．ＡＳワンプラに出品する場合には、セールスポイント、展開図の入力、及び画像取込を行ないます。
セールスポイントは出品票のセールスポイント欄に反映されます。

テンプレート呼出をクリックすると予め登録して
おいた文字列を選択することができます。
※「マスター登録」の「セールスポイント」で設定す

ることができます。

テンプレート呼出をクリックすると予め登録して
おいた文字列を選択することができます。
※「マスター登録」の「セールスポイント」で設定す

ることができます。

１３．在庫車両の登録（仕入・原価入力）



キズ凹み等の状態は項目を
選択して展開図の該当箇所
をクリックします。

キズ凹み等の状態は項目を
選択して展開図の該当箇所
をクリックします。

54

５．展開図入力画面ではタイヤの残溝、キズの状態、注意事項等を入力します。
【ＡＳワンプラ出品必須入力項目】

タイヤの残溝を
入力します。
タイヤの残溝を
入力します。

６．「Ｆ７出品票表示」をクリックすると出品票の確認画面がポップアップします。
（ＡＳワンプラに出品した際、この内容が掲載されます）

印刷確認するには「印刷」をクリックします。
キャンセルを押すと画面が閉じます。
印刷確認するには「印刷」をクリックします。
キャンセルを押すと画面が閉じます。

１３．在庫車両の登録（仕入・原価入力）
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７．出品票取込画面では、手書きの出品票などを取り込むことができます。
（※「Ｆ７出品票表示」で確認した出品票のデータは反映されなくなります）

８．「付属品」の画面では付属品（ディーラー装着オプション）や特別装備（メーカー装着オプション）を
登録します。（見積書・注文書作成時でも入力することはできます）

車両本体価格とは別に付属品・特別装備として原価
及び売価を設定し、見積書・注文書に表示させるも
のについて入力します。

車両本体価格とは別に付属品・特別装備として原価
及び売価を設定し、見積書・注文書に表示させるも
のについて入力します。

１３．在庫車両の登録（仕入・原価入力）

画像指定で出品票を取り込みます。
（出品票は予めスキャナー等でデー
タ化し保存しておく必要があります）

画像指定で出品票を取り込みます。
（出品票は予めスキャナー等でデー
タ化し保存しておく必要があります）

取り込んだ出品票画像をトリミング
することができます。
「出品票トリミング」の画面で選択
したい範囲をマウス左押しで指定し
ます。

取り込んだ出品票画像をトリミング
することができます。
「出品票トリミング」の画面で選択
したい範囲をマウス左押しで指定し
ます。
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９．「仕入情報」画面では、仕入先の情報を入力します。

【ワンポイント】顧客検索の「業種区分」を活用

よく仕入れる先を登録しておくと、情報を簡単に呼び
出すことができます。

※顧客登録の「管理項目」画面の「業種区分」を選択
しておくと、業種区分で仕入先を絞り込んで表示さ
せることができます。

※業種区分の設定は整備システムのマスター登録の
「業種区分」で設定します。

よく仕入れる先を登録しておくと、情報を簡単に呼び
出すことができます。

※顧客登録の「管理項目」画面の「業種区分」を選択
しておくと、業種区分で仕入先を絞り込んで表示さ
せることができます。

※業種区分の設定は整備システムのマスター登録の
「業種区分」で設定します。

整備システムのマスター登録
「業種区分」設定画面

整備システムのマスター登録
「業種区分」設定画面

１３．在庫車両の登録（仕入・原価入力）



１０．画像取込画面では、ＡＳワンプラに掲載する車両の画像を選択します。
【ＡＳワンプラ出品必須入力項目】

①画像取込を押すと車両画像
選択ウィンドウが開きます。
①画像取込を押すと車両画像
選択ウィンドウが開きます。
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③予め車両の画像を保存しておいたフォルダを指定して
取り込みたい画像を選択し、「開く」を押します。

※Ctrlを押しながらファイルをクリックすると複数の
画像が選択できます。

※ Ctrlを押しながらAを押すと、フォルダ内の全ての
ファイルが選択できます。

③予め車両の画像を保存しておいたフォルダを指定して
取り込みたい画像を選択し、「開く」を押します。

※Ctrlを押しながらファイルをクリックすると複数の
画像が選択できます。

※ Ctrlを押しながらAを押すと、フォルダ内の全ての
ファイルが選択できます。

④選択した画像が候補
に取り込まれます。
④選択した画像が候補
に取り込まれます。

⑤掲載したい画像をドラッグ
＆ドロップします。（15枚迄）
⑤掲載したい画像をドラッグ
＆ドロップします。（15枚迄）

⑥確定をクリックすると選択
した画像が反映されます。
⑥確定をクリックすると選択
した画像が反映されます。

②「車両画像を指定する」をクリック
するとWindowsのファイルを選択する
画面が開きます。

②「車両画像を指定する」をクリック
するとWindowsのファイルを選択する
画面が開きます。

１３．在庫車両の登録（仕入・原価入力）



１１．原価・限度額の画面では、仕入原価を入力していきます。

１

２

３

４

取り込みたい画像を選択し、「選択」をクリック
するか、画像をダブルクリックします。
取り込みたい画像を選択し、「選択」をクリック
するか、画像をダブルクリックします。
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車両本体価格～その他原価まで、
各項目のボタンをクリックする
と入力画面が開きます。
入力・確定した金額は、原価内訳
の各項目に反映されまます。

車両本体価格～その他原価まで、
各項目のボタンをクリックする
と入力画面が開きます。
入力・確定した金額は、原価内訳
の各項目に反映されまます。

車両本体入力では、車両本体の販売価格の原価として計上する項目を入力します。

管理項目名はマスター登録の
「在庫車管理項目」で設定し
ます。

管理項目名はマスター登録の
「在庫車管理項目」で設定し
ます。

金額（通常は消費税別）を
入力して確定をクリックし
ます。

金額（通常は消費税別）を
入力して確定をクリックし
ます。

１３．在庫車両の登録（仕入・原価入力）
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付属品・特別装備の画面では、該当する項目に対する原価を入力していきます。

在庫登録（仕入）時に車両本体とは
別に付属品・特別装備として価格を
設定したものがあればここで原価を
設定します。

※５５頁の８で入力した項目が表示
されます。

在庫登録（仕入）時に車両本体とは
別に付属品・特別装備として価格を
設定したものがあればここで原価を
設定します。

※５５頁の８で入力した項目が表示
されます。

非課税分入力では、リサイクル預託金の原価を入力します。

リサイクル預託金の原価を
設定します。
リサイクル預託金の原価を
設定します。

リサイクル預託金以外の
項目は、通常販売時に確
定しますので、注文書作
成画面の原価項目で入力
します。

リサイクル預託金以外の
項目は、通常販売時に確
定しますので、注文書作
成画面の原価項目で入力
します。

１３．在庫車両の登録（仕入・原価入力）
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その他原価入力の画面では、経費等、販売価格の仕入原価とならない項目について入力して
いきます。

入力が完了したら「確定」を
クリックします。
入力が完了したら「確定」を
クリックします。

その他原価入力の画面では、経費等、販売価格の仕入原価とならない項目について入力して
いきます。

コードをクリックすると顧客検索ウィンドウが
開きます。56頁の仕入先の呼出しと同様の方法
で、多頻度で取引が発生する先を予め登録し、
呼び出すことができます。

コードをクリックすると顧客検索ウィンドウが
開きます。56頁の仕入先の呼出しと同様の方法
で、多頻度で取引が発生する先を予め登録し、
呼び出すことができます。

各項目の見出しをクリックすると
ソート順が変更できます。
各項目の見出しをクリックすると
ソート順が変更できます。

各項目の見出しをクリックすると
ソート順が変更できます。
各項目の見出しをクリックすると
ソート順が変更できます。項目区分・科目名のマスター登録は

13～14頁の「原価区分登録」をご参
照ください。

項目区分・科目名のマスター登録は
13～14頁の「原価区分登録」をご参
照ください。

各帳票において、課税は諸費用
課税に、非課税は諸費用非課税
の原価に算入されます。

各帳票において、課税は諸費用
課税に、非課税は諸費用非課税
の原価に算入されます。

１３．在庫車両の登録（仕入・原価入力）
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基本情報１～原価・限度額まで全ての項目について入力が完了したら、「登録」をクリック
します。

新規登録を確認するメッセージが表示
されますので、「はい」をクリックし
ます。

新規登録を確認するメッセージが表示
されますので、「はい」をクリックし
ます。

入力した原価が反映されます。入力した原価が反映されます。

車両本体値引限度額に金額を入力しておくと、見積書・注文書作成時
に限度額を超えた値引を入力すると警告メッセージが表示されます。
車両本体値引限度額に金額を入力しておくと、見積書・注文書作成時
に限度額を超えた値引を入力すると警告メッセージが表示されます。

１３．在庫車両の登録（仕入・原価入力）



顧客に販売した車両については売掛残の管理と入金処理を行なうことができます。

１．販売した車両（注文書を発行した物件）は売掛残高が発生します。
売掛残を確認するには「売掛残一覧表」をクリックします。

ショートカットメニューに表示設定されてい
ない場合は月次の「売掛残一覧表」をクリッ
クします。

ショートカットメニューに表示設定されてい
ない場合は月次の「売掛残一覧表」をクリッ
クします。

２．出力条件の画面では、対象月やその他の選択条件を入力します。
入力が完了したら「確認」をクリックします。

62１４．売掛管理・入金入力



３．売掛残高のある顧客が表示されます。
プレビューをクリックすると「売掛残一覧表」の印刷イメージが確認できます。

４．プレビュー表示または印刷したい帳票（通常版・簡易版）を選択すると表示が切り替わり
ます。「印刷」をクリックすると表示されている帳票が印刷されます。

63

通常版

簡易版

１４．売掛管理・入金入力



ショートカットメニューに表示設定されていない
場合は日次の「１２入金」をクリックします。
ショートカットメニューに表示設定されていない
場合は日次の「１２入金」をクリックします。

販売した車両の代金が顧客や信販会社等から入金された場合、入金処理を行なうことにより、売
掛残高を消し込むことができます。

１．入金処理を行なうためには「入金」をクリックし、「車販分入金」を選択します。
顧客検索ウィンドウが表示されたら、カナ等の情報から該当顧客を検索します。

２．対象顧客を選択し、「確定」をクリックします。

64１４．売掛管理・入金入力



３．入金入力画面が表示され、現在の売掛残情報が表示されます。

４．今回の入金額を入金種別別に入力します。
値引があれば値引額の項目に入力します。

注文書作成時に下取充当額として入力した金額や、
締め日以降に入金を行なった金額があれば「今回入
金額」に表示されます。
※売掛基準日が顧客の締め日（顧客情報登録画面の管理

項目で設定）以降の日付の場合は入金済みの扱いとな
り、残高は当該金額を差し引いた金額が表示されます。

注文書作成時に下取充当額として入力した金額や、
締め日以降に入金を行なった金額があれば「今回入
金額」に表示されます。
※売掛基準日が顧客の締め日（顧客情報登録画面の管理

項目で設定）以降の日付の場合は入金済みの扱いとな
り、残高は当該金額を差し引いた金額が表示されます。

入金額は自動的に充当項目に振り分けられます。
また、入金後の売掛残が表示されます。
※この例では、今回の入金額は195万円ですが、下取

車充当額が８万円入金済みの扱いになっているので
残高は０円となっています。

入金額は自動的に充当項目に振り分けられます。
また、入金後の売掛残が表示されます。
※この例では、今回の入金額は195万円ですが、下取

車充当額が８万円入金済みの扱いになっているので
残高は０円となっています。

65１４．売掛管理・入金入力



５．領収書を印刷したい場合は、「領収書」の画面で日付や金額、内訳などを入力します。

６．プレビュー画面では入力した内容を確認できます。
「帳票名」の項目を切り替えることにより、入金報告書と領収書の印刷ができます。

領収書の様式はサプライ品として弊社で販売しておりますのでお問い合わせ
ください。
領収書の様式はサプライ品として弊社で販売しておりますのでお問い合わせ
ください。

表示されている帳票を印刷する場合は
「印刷」をクリックします。
※帳票を印刷せず、入金処理のみ行なう場合
は「登録」をクリックします。

表示されている帳票を印刷する場合は
「印刷」をクリックします。
※帳票を印刷せず、入金処理のみ行なう場合
は「登録」をクリックします。

以上で入金入力処理は完了し、売掛残が消し込まれます。
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「内訳引用」をクリックすると、入金明細で
入力した項目と金額が表示されます。
「内訳引用」をクリックすると、入金明細で
入力した項目と金額が表示されます。

金額は入金明細「車両・付属品分」が自動
表示されるので、必要に応じて変更・修正
します。

金額は入金明細「車両・付属品分」が自動
表示されるので、必要に応じて変更・修正
します。

本日の日付が自動表示されますので、
必要に応じて変更します。
本日の日付が自動表示されますので、
必要に応じて変更します。

但書・但書内容は整備システム側の使用環境「入金
業務」で設定したタイトルと内容が表示されますの
で必要に応じて変更します。
※但書内容は手入力で変更することができます。
※タイトル・内容は整備側の整備システム側の使用

環境の「領収書・預書用但書」で編集できます。

但書・但書内容は整備システム側の使用環境「入金
業務」で設定したタイトルと内容が表示されますの
で必要に応じて変更します。
※但書内容は手入力で変更することができます。
※タイトル・内容は整備側の整備システム側の使用

環境の「領収書・預書用但書」で編集できます。

顧客名は変更することができます。
（入金元が異なる場合等は変更し
ます）

顧客名は変更することができます。
（入金元が異なる場合等は変更し
ます）

印刷または登録ボタンをクリックすると入金情報
が更新・反映されます。
印刷または登録ボタンをクリックすると入金情報
が更新・反映されます。

１４．売掛管理・入金入力



１５．古物台帳の印刷

在庫車両登録で入力した車両、顧客から買い取った車両、および顧客に販売した車両については
各入力画面で入力した情報に基づき、古物台帳を作成・印刷することができます。

１．古物台帳印刷を行なうためには「古物台帳」をクリックします。

ショートカットメニューに表示設定されていない
場合は月次の「２４古物台帳」をクリックします。
ショートカットメニューに表示設定されていない
場合は月次の「２４古物台帳」をクリックします。

２．出力条件の画面では集計期間などを設定します。
入力が完了したら「確認」をクリックします。
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「集計期間」は受入日の日付になります。「集計期間」は受入日の日付になります。



１５．古物台帳の印刷

日付などが正しく表示されない場合は、仕入・原価入力や注文書
作成画面から、当該の情報について修正します。

※仕入・原価入力では「仕入情報」画面、注文書作成では「作成
条件」画面から「古物入力」画面を表示させます。
（「変更」で当該情報を呼び出して修正します）

日付などが正しく表示されない場合は、仕入・原価入力や注文書
作成画面から、当該の情報について修正します。

※仕入・原価入力では「仕入情報」画面、注文書作成では「作成
条件」画面から「古物入力」画面を表示させます。
（「変更」で当該情報を呼び出して修正します）

４．古物台帳が印刷されます。

３．対象となる情報が表示されますので、「印刷」をクリックします。
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69１６．バックアップ処理について

大切なデータを消失しないためにも、バックアップディスクを用意し、定期的にバックアップ
処理を行なうことをお奨めします。
（万一データを消失した場合でも、エネクスオート㈱は一切責任を負いませんので、自社で責任を持ってバック

アップ処理を行なってください）

※バックアップディスクの用意及びバックアップ処理については、導入時に担当者からご説明いたします。
１．終了ボタンを押すと「すべての業務を終了してよろしいですか?」という確認メッセージ

が表示されますので、「はい」をクリックします。

１

２

２．注意メッセージが表示されます。編集中の伝票等がないことを確認して「はい」をクリッ
クします。

各業務メニューが編集中の状態だとこのメッセージが
表示されます。確認し、データの保存等をする場合は
「いいえ」で戻り、「ウィンドウ」を切り替えて編集
中の画面を表示させ、必要なものを保存し、または編
集中の画面を終了させてから再度バックアップを実行
します。

各業務メニューが編集中の状態だとこのメッセージが
表示されます。確認し、データの保存等をする場合は
「いいえ」で戻り、「ウィンドウ」を切り替えて編集
中の画面を表示させ、必要なものを保存し、または編
集中の画面を終了させてから再度バックアップを実行
します。
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３．バックアップ処理を実行するか確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリック
します。

４．バックアップ方法とバックアップ先ドライブの確認画面が表示されますので、「実行」を
クリックします。

１６．バックアップ処理について
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４．バックアップ処理実行の確認メッセージが表示されますので「はい」をクリックします。

バックアップドライブの設定等につきましては、サポート担当者までご確認ください。
また、バックアップ処理が正常に完了しない場合や、バックアップドライブの空きがなくなってしまった場合
の対処についてもサポート担当者までご連絡ください。

バックアップ処理が完了するとシステムが自動的に終了します。

１６．バックアップ処理について


