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適合性…貴方の仕事に合わせてシステムを最適な形にカスタマイズします。 

操作性…使う人のための、優しくわかり易い操作環境を備えています。 

表現性…納品書や請求書は会社の顔。自由な様式に印刷できます。 

活用性…入力されたデータを貴重な情報元として有効に活用します。 

機能性…本当に役に立つ機能を備えています。 

 
適合性 

販売管理といっても業種や業務によって、そのやり方は多種多様
です。ＲＡＩＳＥＲは汎用的で総花的なシステムではなく、その
会社の実情に合わせた最適な仕様にカスタマイズできるシステ
ムを提供します。 
■データベース 
取引先や商品のマスタおよび取引の明細などを記録するデータ
ベースにはマイクロソフトの無償配布可能なデータベースエン
ジンであるＭＳＤＥ２０００を用いています。データベースの大
きさは最大２ＧＢに制限されていますが、販売管理システムで使
用するには実用上充分な容量があります。ＭＳＤＥ２０００は５
台程度の小規模なネットワークに最適ですが、さらに大規模なネ
ットワークで使用する場合はマイクロソフトＳＱＬ－Ｓｅｒｖ
ｅｒに簡単にアップグレードすることができます。 
■ネットワーク対応 
標準でネットワーク対応しています。ネットワークを使用しない
で単体で運用できる規模の方には、ネットワークを使用しない安
価なライセンスを提供します。この場合も後でネットワークのラ
イセンスを追加するだけでネットワーク対応にすることができ
ます。 
■カスタマイズ 
例えば売上伝票では、明細行数、現金掛けの区別、担当者、支店、
発送先、原価単価、売価単価など業務により必要な項目は異なり
ます。これらを貴方の仕事に最も適したようにカスタマイズする
ことができます。また途中でカスタマイズを変更することもでき
ます。 

 
売上伝票入力画面のカスタマイズ可能な項目 
入力行数、支店入力、発送先入力、発送先支店入力、決済区分入
力、伝票区分入力１、伝票区分入力２、納品日入力、注文日入力、
車番入力、発注区分入力、EOS データ区分入力、EOS 分類コード
入力、EOS 伝票区分入力、外貨入力、記事入力、規格入力、入数
入力、箱数入力、受注数量入力、原価単価入力、売価単価入力、
摘要入力、備考入力、各項目の IME の ON･OFF、品番の表示、JAN

コードの表示、標準単価表示、標準単価率表示、粗利額表示、粗
利率表示、在庫数表示、軽油税表示、伝票発行の有無、契約単価
の自動登録、伝票番号生成法、他。 
入金伝票入力画面のカスタマイズ可能な項目 
支店入力、補助科目入力、証標番号入力、手形期日入力、摘要入
力、摘要入力モード、請求額表示、伝票発行の有無、他。 
■コード体系 
得意先、仕入先、商品などにはコードが付けられますがコードに
は主となるコードの他に副コードを持つことができ、柔軟なコー
ド体系を設定することができます。得意先、仕入先は８桁の主コ
ードの他に１６桁の副コードを一つ持ちます。通常、副コードは
カナ名にしカナ名検索に使用しますが、用途名称を変えて他の目
的に使うこともできます。また商品には１６桁の主コードの他に
２つの１６桁の副コードを持つことができます。これらも用途名
称を自由に設定できてコードの重複も許されますのでメーカー
品番、フリガナ、ＪＡＮコードなどに自由に使用することができ
ます。もちろん副コードでの検索もできます。 
■消費税対応 
商品毎に、内税、外税、非課税の設定ができます。消費税計算法
は締日毎、伝票毎、明細毎、その他が選択でき、端数処理も切上
げ、切捨て、四捨五入が選べます。これらは得意先毎、仕入先毎
に指定できます。また支店のある得意先に対しては支店毎でも会
社全体で纏めてでも消費税計算することができます。消費税が改
定された場合には消費税改訂日、旧消費税率、新消費税率の設定
を用いて、取引日より自動的に適切な消費税率を適用して計算さ
れます。消費税は自動計算されますが特別な理由により手で修正
することもできます。 
■軽油税対応 
軽油を取扱う業種では、軽油商品を設定することで軽油税を自動
的に計算することができます。内税および外税に対応します。軽
油税が内税の場合には消費税は軽油税分を控除して計算されま
す。軽油税の一覧表も印刷できます。 
■計算方法 
消費税の理端数処は取引先毎に切上げ、切捨て、四捨五入が選べ
ます。数量×単価で求める金額の端数も切上げ、切捨て、四捨五
入の設定ができます。また掛け率で求める単価は切上げ、切捨て、
四捨五入の設定の他に端数処理単位も設定できます。 
■単価設定 
商品単価の設定は売上利益に直結するものです。相手先毎の細か
な設定と価格変更時の速やかな対応が必要とされます。ＲＡＩＳ
ＥＲではこれらの要求に柔軟に対応できるよう、いくつもの単価
設定方法を用意しています。例えば得意先別に設定したランクと
商品毎に設定したランク別単価やランク別掛率で単価を算出し
たり、得意先別に設定した掛率をもとに単価を算出による方法が
利用できます。また得意先別に設定するランクおよび掛率は商品
部門毎に設定することもできます。これらの方法で単価が設定で
きない場合は、得意先別商品別に個別に単価を登録しておくこと
もできます。 
■商品規格・入り数 
商品には商品名の他に規格や入り数が必要な業種もあります。必
要に応じてこれらを設定することもできます。規格や入り数は商
品マスタに商品コードと関連付けして予め登録しておくことも



できますし、商品コードとは独立して伝票入力時に入力すること
もできます。またオプションとして規格に入力した内容により数
量を自動計算すること(材木の石数計算や鉄骨の重量計算など)
にも対応いたします。 
■チェーンストア統一伝票対応 
得意先毎に自社の決めた支店コードとは別に相手指定の店コー
ドが登録できます。また得意先毎商品毎に相手店での売価単価お
よび相手先商品コードを登録することができます。また得意先マ
スターには統一伝票印刷に必要な法人コード、分類コード、受注
企業コードなどを登録しておくこともできます。これらの項目は
チェーンストア統一伝票に印字することができます。 
 

操作性 
いつもの仕事だからストレスなく使いたい。だからこそ分かり易
く使いやすい統一された操作になっています。例えば売上伝票入
力。ＲＡＩＳＥＲでは売上伝票のボタンを押した時に最初に表示
されるのは売上伝票ではありません。表示されるのは売上伝票の
一覧です。伝票一覧は入力順、売上順、得意先別など色々な表示
順で並び替えて瞬時に表示することができ、またナビゲーション
バーでスムーズかつ高速にスクロールさせることができます。売

上伝票は一覧表の上に重ねて表示され、伝票上のナビゲーション
ボタンで一覧表と連動して伝票移動をすることができます。一覧
表により伝票検索、伝票コピー、入力状況把握などの全体的な管
理を行いつつ、伝票入力が行えるわかり易い構成を採用していま
す。伝票上での入力は一覧表に即時に反映表示されます。また同
じように得意先や商品の登録も得意先一覧や商品一覧を見なが
ら登録できる統一された操作となっています。 
■マウスでもキーボードでも 
マウスでもキーボードでも場合に応じてどちらからでも操作で
きるスピードと操作性を両立させた仕様となっています。片手に
書類を持ち片手だけで操作することも考慮しています。またファ
ンクションキーによる機能操作にも対応しています。通常の伝票
入力はマウスと数字キーだけで殆ど処理ができてしまいます。 
■入力モードの自動切り替え 
入力項目に応じて日本語モード、ＡＮＫモード、数字モードが自
動的に切り替わり、面倒なモード切替操作が必要ありません。ま
たコードや名称項目では日本語入力を使用するかどうかを予め
設定しておくことができます。 

■検索機能 
取引先や商品などの入力にはコードを直接入力することもでき
ますが、コードが分からなくても簡単に検索表を表示して選択す

ることができます。取引先の場合は主コードまたは副コード順に
並べられた検索表でコードまたは副コードの一部だけで検索で
きます。例えば得意先の副コードにフリガナを設定しておけばフ

リガナの一部で得意
先を検索し選択でき
ます。商品の場合は主
コード、副コード１、
副コード２のいずれ
からも検索できます。 
■随時マスタ登録 
伝票入力の時に得意
先、仕入先、商品など
が登録されていなく
ても、伝票入力作業を
中断することなくそ
の場で新しい得意先、
仕入先、商品の登録や
修正ができます。です
から当システムを導
入後、マスタ登録作業
をすることなく直ち
に使い始めることが
できます。 
■単価入力 
売上伝票を入力する
ときに商品を選択す
れば、得意先毎に予め
設定された方法によ
り単価が求められ表
示されます。また決め

られた単価以外にも随意単価を定めることもできます。設定され
た単価は次回のために記憶させておくこともできます。また単価
決定の補助手段として単価設定ウインドウを表示させ粗利率や
定価率から算出することも
できます。 
■データ修正 
入力した伝票は伝票一覧画
面や元帳画面から簡単に呼
び出せます。特に一覧画面は
入力順、売上順、得意先別な
どの表示順が選べ、また商品
による伝票検索機能などが
ありますので、簡単に目的の
伝票をさがすことができ、簡
単に修正や削除ができます。 
■入力中の元帳の表示 
伝票入力中に得意先元帳や
仕入先元帳を表示し、商品の検索や残高の参照ができます。また



白紙にカラー印刷した請求書の例 

元帳より伝票を検索して、前回単価の取引単価を調べたり伝票の
修正を行えます。 
■日次更新、月次更新が不要 
日次更新、月次更新及び締日更新などが不要なため、締日や月次
に関係なく何時のデータでも入力ができ、過去に遡っての修正も
普通にできます。また更新が不要のために迅速に、前準備や後処
理をすることなく何時でも請求処理や管理帳票の作成ができま
す。 

表現性 
販売管理や営業資料を得るには出力が必要です。出力はプリンタ
だけでなく、画面にも表示させることができます。最初に印刷と
は別のイメージで画面専用の見やすい帳票を表示します。印刷が
必要な場合はプリンターに出力しますが、その前に印刷と同じイ
メージを画面でみることもできます。 
■プリンタ 
使用できるプリンタはウィンドゥズ対応であれば種類を問いま

せん。ＲＡＩＳＥＲではドットプリンタもネットワークプリン
タも使用できます。また納品書、請求書などはカラーでの印刷に
も対応しています。 
■印刷設定 
使用するプリンタや用紙のサイズ、給紙方法、向き、余白などの
設定は帳票毎に保存記憶され、次回印刷時には自動的に設定され
ます。また管理帳票などは設定した用紙の大きさに合わせて自動
的に印刷行数が調整されます。 
■帳票フォーム 

ＲＡＩＳＥＲでは納品書、請求書、元帳、送り状、宛名ラベル
などに指定のものはありません。納品書や請求書は会社の顔です。
どこにでもあるような用紙ではなく、独自の用紙を使用すること
は会社のイメージアップにもつながります。あなたが既にお使い
の用紙や得意先より指定された用紙を用いることや、市販の用紙
や白紙に印刷することもできます。 
帳票フォームはこれら帳票の出力形式を定義するためのファイ
ルです。当システムには帳票フォームの作成のための強力なスク
リプト機能を備えていますので、どのような形式の帳票にも対応
できます。帳票フォームは指定の形式で印刷できるように導入時
にこちらで作成してお届けしますが、あなたが作成変更すること
も難しいことではありません。帳票フォームを用いれば文字の書
体やサイズの指定はもちろん、白紙に罫線や網掛けして印刷する
ことも、写真やロゴをカラーで印刷することもできるようになり
ます。 

■納品書発行 
伝票入力時に自動的に納品書が発行されます。納品書は得意先毎
に異なる用紙を設定しておくことも、印刷しないように設定する
こともできます。納品書発行時に設定したものと違う様式で印刷
することもできます。また、あとで一括して印刷することもでき
ます。また何度でも再発行することができます。 
■送り状発行 
売上伝票をもとに送り状を発行することができます。また売上と
関係なく任意に送り状を作ることもできます。送り状の種類は得
意先毎に登録しておくことができますが、発行時に変更すること
もできます。印刷形式は自由に設定できますので、荷札の発行に
も利用できます。 
■請求書発行 
請求書は自由な様式で印刷することができます。売上明細、売上
備考、入金明細、売上伝票合計、入金伝票合計、日計、期間合計
など任意のものを選んで印刷できます。また明細を発送先別や支
店別に並べ替え、発送先別計や支店別計を印刷することもできま
す。請求書の様式は得意先毎に設定することができます。請求書
は締め日に関係なく発行できます。月２回の請求とか盆暮のみの
請求にも対応しています。 
 

活用性 
販売管理は売掛金や買掛金の管理をするだけのものではありま
せん。蓄えられたデータには、営業戦略のための価値ある情報が

含まれています。ＲＡＩＳＥＲではこれら情報を有効に利用し
多方面から分析するため、営業資料作成や顧客管理に用いること
ができます。 
■管理区分 
販売管理のデータにさらに有用な情報を付加するために、得意先、
仕入先、商品及び伝票に各々２種類の管理区分を設けることがで
きます。これらを得意先区分、仕入先区分、商品区分、伝票区分
といい、区分の名前や用途は自由に設定することができます。例
えば、得意先区分を地区と業種に、商品区分を品種と部門に、伝
票区分を担当者と営業所に設定するなど業務に合わせて自由に
利用することができます。 
■多次元分析表 
営業資料は、指定した期間の売上金額、数量、粗利額などを、得
意先や商品および上記の管理区分などで分類し集計するもので

すが、その目的により多種多様な出力が求められます。ＲＡＩ
ＳＥＲではそれらの要求に個別に対応するのではなく多次元分

析表という一つの処理で行い
ます。多次元分析表は帳票の名
前、分類項目、印刷項目を自由
に設定し印刷することができ
るものです。一度設定した内容
は保存され、次回からは呼び出
すだけで同様の帳票が作成さ
れます。データを複数の次元か
ら解析できるよう出力帳票の、
頁、欄、行に各々分類項目を設
定することができます。特に各
行には最高３種類の分類項目
が指定できます。 
分類項目 
取引先、支店、商品、取引先区
分１、取引先区分２、商品区分
１、商品区分２、伝票区分１、
伝票区分２、商品部門、決済区
分、日付、月度  
表示項目 
数量、金額、原価、粗利額、粗
利率 
これらの表示項目には前年対
比値として前年実績、増減額



(数)、増減率を表示できます。また出力順として金額順または粗
利順に出力させることもできます。 

■データの外部利用 
当システムのマスタやデータをテキストファイルとして出力す
ることができます。出力する項目は自由に選ぶことができます。
また多次元分析表で作られた集計結果もテキストファイルとし
て出力できます。テキストフィイルの項目の区切りにはタブ、カ
ンマ、コロンが選べますので、ＥＸＣＥＬやＷＯＲＤで読込み加
工することができます。さらに少し高度な応用としては、データ
ベースをＡＣＣＥＳＳで直接参照することもできます。 
 

機能性 
ＲＡＩＳＥＲでは販売管理をさらに便利にするために豊富な
機能を標準装備しています。 
■見積書作成 
見積書が売上入力と同様な画面で作成できます。見積書の特記項
目は自由に設定することができ、特記事項も予め複数登録してお
き見積書作成時に選ぶことができます。作成した見積書は売上が
発生したときに売上伝票に転記することができます。 
■在庫管理 
柔軟で使い易い在庫管理機能を提供します。 
在庫管理表には必要な商品のみを選択して表示することができ
ます。また在庫管理が不要とした商品も在庫管理を行っています
ので、いつでも在庫管理商品として表示させることができます。 

ＲＡＩＳＥＲでは在庫数量として２回の棚卸在庫と現在在庫
を独立に管理しています。棚卸データの入力時期は特別に制約が
なく、棚卸データの入力が済まなければ売上や仕入伝票が入力で
きないということも有りません。また棚卸在庫は２回分管理して
いますので、前回の棚卸数とその後の入出庫数より計算される帳
簿棚卸数と今回の棚卸数の差異を表示し、在庫紛失数の管理を行
うことができます。 
現在在庫は現時点の在庫数です。売上や仕入伝票と連動して即時
に更新されますので、いつでも計算することなく即時にの在庫数
を表示させることができます。また棚卸後は棚卸高をもとに現在
在庫を自動修正することもできます 
■顧客管理 
得意先には８種類の顧客管理項目を設定することができます。例
えば年賀状、お歳暮、上得意、ラベルなどの項目を作り、印刷す

る得意先を選択することができます。印刷する得意先の選択は一
覧形式で簡単に行えます。印刷できる帳票の種類は宛名ラベル、
はがき、カードとなっています。宛名ラベルは任意の市販のラベ
ル用紙が使用でき、複数枚印刷や用紙途中からの印刷にも対応し
ています。はがきは縦書きや毛筆フォントにも対応しています。
カードはギフトカードや会員カードなどに用いることができま
す。 
■マスタ一覧表印刷 
得意先一覧表や商品一覧表にはマスタ中の任意の項目を選択し
て印刷することができます。これを用いて電話番号簿や住所録、
商品仕切表などが簡単に作れます。 
■手形管理 
受取手形、支払手形に付いては期間を指定し決済期日順に並べ替
えて決済額累計とともに印刷する手形管理表を作成することが
できます。 
 

発展性 
ＲＡＩＳＥＲではオプションとしてさらに次のような機能も
用意しています。 
■ＥＯＳ対応 
ＥＯＳで受信した発注データを売上データとして読み込みこと
ができます。 
■ＰＯＳ対応 
売店ＰＯＳやスタンドＰＯＳのデータを売上データとして読み
込みことができます。 
■受発注管理 
受発注の入力および受発注残の管理が行えます。 
■組合せ商品管理 
贈答品などの組合せ商品の売上入力と個別商品の在庫管理を行
います。 
■日別入力機能 
伝票毎の入力ではなく、一日の取引を一画面で入力できます。給
食センターやリース業などに便利です。 
■得意先別入力機能 
伝票毎の入力ではなく、一取引先の指定期間の取引を一括して入
力修正するためのものです。一括して単価を修正する機能も付い
ています。 
■会計ソフト連動機能 
データ取込み機能のある市販の会計ソフトに渡すデータを作成
することができます。 



 
標準システム構成  動作環境 

伝票入力  項 目 仕 様 
売上伝票  コンピュータ本体 Pentium 200Mhz 相当以上の CPU をもつコンピュータ 
仕入伝票  オペレーティングシステム(日本語 OS) Windows Me/98/95 /2000/ XP 
入金伝票  メモリ 64MB 以上 2000/XP は 128MB 以上推奨 
支払伝票  ハードディスク システムに 10MB データに 100MB 以上の空き 
見積書  ディスプレイ 解像度 1024X768 以上、256 色以上を推奨 
売掛金管理  プリンタ 上記ＯＳに対応したプリンタ 
消費税計算  CD-ROM インストール用に必要です 
請求書  
請求一覧表  
集金指示書  
売掛金管理表  
得意先元帳  
受取手形管理表  
買掛金管理  
消費税計算  
買掛金管理表  
仕入先元帳  
支払手形管理表  
商品管理  
繰越在庫数  
棚卸在庫数  
現在在庫数  
棚卸管理表  
在庫管理表  
商品台帳  
売上管理  
得意先別売上集計表  
商品別売上集計表  
多次元売上分析表  
仕入管理  

 

仕入先別仕入集計表  主要項目桁数 
商品別仕入集計表  項  目 主 コ ー ド 副 コ ー ド １ 副コード 2 名   称 
多次元仕入分析表  得意先 半角 ８桁 半角１６桁  漢字１５桁 半角４０桁 
顧客管理  仕入先 半角 ８桁 半角１６桁  漢字１５桁 半角４０桁 
得意先宛名ラベル  得意先支店 数字 ４桁 (店コード５桁) 漢字１０桁 半角２０桁 
得意先はがき  商品 半角１６桁 半角１６桁 半角１６桁 漢字１６桁 半角３２桁 
得意先カード  得意先区分 1 数字 ４桁   漢字１０桁 半角２０桁 
仕入先宛名ラベル  得意先区分２ 数字 ４桁   漢字１０桁 半角２０桁 
仕入先はがき  仕入先区分 1 数字 ４桁   漢字１０桁 半角２０桁 
仕入先カード  仕入先区分２ 数字 ４桁   漢字１０桁 半角２０桁 
システム設定  商品区分 1 数字 ４桁   漢字１０桁 半角２０桁 
システム設定  商品区分２ 数字 ４桁   漢字１０桁 半角２０桁 
マスタ保守  売上伝票区分１ 数字 ４桁   漢字１０桁 半角２０桁 
区分マスタ  売上伝票区分２ 数字 ４桁   漢字１０桁 半角２０桁 
得意先マスタ  仕入伝票区分１ 数字 ４桁   漢字１０桁 半角２０桁 
仕入先マスタ  仕入伝票区分２ 数字 ４桁   漢字１０桁 半角２０桁 
商品マスタ  規格 半角１６桁 
データ保守  入数 数字９桁（小数点位置は任意に設定可） 
データ保存  箱量 数字４桁 
データ復帰  数量 数字９桁（小数点位置は任意に設定可） 
データ更新  単価 数字９桁（小数点位置は任意に設定可） 
データ整理  金額 数字９桁 
 

 
 

 

 

販売元  企画開発元 

株式会社メイプルソフト 
http://www.maplesoft.co.jp 

〒９１８－８０２７ 福井県福井市福１丁目２９１５小林ビル 
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