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自動車販売管理ソフト「Car Store System SP」操作マニュアル

各項目ごとに詳しく図解で解説しています。
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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

まず最初に「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。最初に作成

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。候補

一覧から該当する住所を選択すると、郵便番号が

自動で入力されます。※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。詳しくは「郵便

番号辞書の作成について」をご覧ください。

「〒→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。詳しくは「郵便番号辞書の作成

について」をご覧ください。

「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

まず最初に「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「マイドキュメント」→「tomods」→

「Tomods_carSP」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。最初に作成

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。候補

一覧から該当する住所を選択すると、郵便番号が

自動で入力されます。※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。詳しくは「郵便

番号辞書の作成について」をご覧ください。

「〒→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。詳しくは「郵便番号辞書の作成

について」をご覧ください。

「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。

7 / 59 ページ



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

まず最初に「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

まず最初に「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。最初に作成

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。

「全複写」…現在開いている整備見積書を複製。

「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。候補

一覧から該当する住所を選択すると、郵便番号が

自動で入力されます。※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」…「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。

「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

まず最初に「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「マイドキュメント」→「tomods」→

「Tomods_carSP」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。最初に作成

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。候補

一覧から該当する住所を選択すると、郵便番号が

自動で入力されます。※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」…「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。

「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

まず最初に「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。

16 / 59 ページ



「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

まず最初に「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「マイドキュメント」→「tomods」→

「Tomods_carSP」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。

「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。

「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。候補

一覧から該当する住所を選択すると、郵便番号が

自動で入力されます。※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「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。
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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。

「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。

「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

まず最初に「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

まず最初に「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

まず最初に「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。
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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出ますの

で「OK」を選択してください。

「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

まず最初に「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

まず最初に「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。最初に「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、最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」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

まず最初に「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。最初

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、最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」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

まず最初に「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「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。
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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

まず最初に「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。「ここをクリックして・・・」と書かれて

いる画面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認証されま

せん。ライセンスが正常に認証されていると「デー

タ保存」が可能になります。ライセンス認証の確認

の為にも「データ保存」を必ず行ってください。ライ

センス認証確認の詳細については「ライセンス認

証の確認」を参照してください。

「郵便番号簿の読み込み」「バージョンVer1.1から

のデータ読み込み」については以下の解説ページ

を参照してください。

郵便番号簿の読み込み

「Ver1.1」→「SP版」バージョンアップの解説
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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。確認方法の詳細につい

ては「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。
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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、

まず最初に「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・E・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「C・D・E・F・

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。

「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。確認方法の詳細については「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。
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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。

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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「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」版から「SP」版へバージョンアップを行う場合の「Ver1.1」から「SP」版へのデータ

の引継ぎ方法を解説しています。

※解説の対象となるバージョン「Ver1.1」→「SP Ver2.05～」

「Ver1.1」版から「SP」版へバージョンアップする場合には、郵便番号簿の再登録が必要になります。詳しくは「郵便番号辞書の作

成」で解説しております。

「担当者」「メーカー」「車体色」「作業内容／部品名等」などの入力補助に追加された項目については引き継が行われませんの

で、予めご了承ください。

「Car Store System Ver1.0」から「SP」版へ、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」版へのバージョンアップを行ってください。詳しくはホームページの解説をご覧ください。

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」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」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。

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。
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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。

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方法

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。

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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郵便番号辞書の作成について

自動車販売管理ソフト「CarStore System SP」の導入時には、郵便番号簿は空の状態です。

「CarStore System SP」で郵便番号による住所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「郵便番号辞書」を登録

する必要があります。

郵便番号による住所の入力補助機能を利用する方は、以下の手順に従って作業を行ってください。

ダウンロード

郵便番号簿ダウンロードページから、お客様の地

域に適した郵便番号簿をダウンロードします。

ダウンロードされたファイル(.exe)をダブルクリック

すると自動的に解凍され、「郵便番号簿.fp7」が出

来ます。

郵便番号辞書は通常ひとつの地域しか登録でき

ません。2つの郵便番号簿を登録すると、後から登

録した郵便番号簿が上書きされます。2つ以上の

地域の郵便番号辞書が必要な場合は、弊社にご

連絡ください。

Ver1.1で使用していた郵便番号簿を利用すること

も 出 来 ま す 。 「 Program  File 」 → 「 tomods」 →

「Tomods_car11」の「郵便番号簿.fp7」を使用して、

引き続き手順に従って作業を行ってください。

Ver1.0で使用していた郵便番号簿は仕様が違いますので、再登録が必要となります。郵便番号簿ダウンロードページから、お客様

の地域に適した郵便番号簿をダウンロードしてください。

ファイルの移動

「郵便番号簿.fp7」のファイル名を変更すると、正常

に登録できなくなりますので絶対に変更はしないで

下さい。

「Tomods_carSP」 フ ォ ル ダ の 中 に 「 郵 便 番号

簿.fp7」を移動します。

SP版Ver2.05以降では「Tomods_carSP」フォルダ

は 「 マ イ ド キ ュ メ ン ト 」 → 「 tomods 」 →

「Tomods_carSP」にありますが、お客様が自身が

インストールの場所を変更した場合には、お客様

の指定した場所に「Tomods_carSP」フォルダが作

成されインストールされます。SP版Ver2.04以前の

バージョンはインストール先が異なりますので、SP

版Ver2.04以前のバージョンを利用している方は最

新版にバージョンアップしてください。

これで準備は出来ましたので、次に郵便番号簿を

登録する為にソフトを起動します。
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自社情報画面 郵便番 号簿の登録

ソフト本体を起動しましたら、トップメニューから「車

両関連／設定･保存」メニューを選択、「自社設定」

をクリックして「自社情報画面」を開きます。

「自社情報画面」の下部にある「郵便番号簿読み

込み」ボタンをクリックします。

確認画面が表示されますので「OK」を選択してくだ

さい。これで郵便番号データの読み込みが始まり

ます。

自社情報画面 データの読み込み

郵便番号データの量により、読み込みに10秒～30

秒ほど掛かります。
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自社情報画面 登録の 完了

読み込みが終了すると、確認画面が表示されます

ので「OK」をクリックして完了です。

これで郵便番号による住所の入力補助機能を利

用する事が出来るようになりました。

それでは実際に郵便番号の入力補助機能が正常

に働くか確認してみましょう。

車両見積画面 住所入力補助機能の確認

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が表示させ、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。

実際に、お客様が登録した地域の郵便番号を入

れてみて、住所が正常に表示されるか確認してく

ださい。

郵便番号は、必ず「-(ハイフン)」で区切ってくださ

い。

ここでは「車両見積」画面を利用して郵便番号の

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。

正常に機能してたら郵便番号簿の登録は無事完

了です。お疲れ様でした。
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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。
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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。

「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。

「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。

59 / 59 ページ


	目次
	メインメニュー
	車両見積
	車両売上
	車両入金
	整備見積
	整備売上
	整備入金
	車検証管理
	車両書類

	メインメニュー補足
	お支払プラン
	書類作成

	会計メニュー
	車両売掛管理
	整備売掛管理
	入金一覧
	仕入経費一覧
	支払一覧
	売上仕入集計
	仕入先一覧
	車両売上グラフ
	車両担当者別

	車両／設定・保存メニュー
	在庫一覧
	車両管理
	カタログ
	諸費用設定
	自社設定
	データの保存
	外部データの保存
	データの復元

	補足
	Ver1.1→SP版へのバージョンアップ
	ライセンス認証の確認
	郵便番号辞書の作成

	印刷
	封筒印刷
	はがき印刷

	その他
	MAIL


