
Windows
2000/XP対応

使 い こ な す 歓 び

電話･ＦＡＸ･Ｅメールのサポートが
※サポートサービスには､事前に製品のユーザー登録が必要です｡電話料金等の通信費用はお客様負担となります｡

※

円
だから使いこなせるだから安心 業務ソフトの新基準 0

記帳が簡単･楽しい
誰でも使いこなせる出納帳

シンプルで分かりやすい操作画面!!
だから初心者でも迷わない･戸惑わない､安心の操作性!!

手書きの出納帳と同じレイアウトの入力画面
しかもパソコンならではの便利さが満載!!

出納帳ソフトの決定版!!
日付の入力は自由､明細行の挿入や入れ換えも自由､科目や摘要の入力も自由。
手書きと同じ自由度に､パソコンならではの便利な機能をプラス。
だから業務効率の改善に､即効果を発揮します。

自動計算と豊富な集計表!!
繰越額･差引残高などの面倒な計算はすべて自動計算だから便利で安心。
さらに豊富な集計機能を搭載し､出納帳の記録を多角的に分析可能。
経営改善や資金繰り計画の資料に役立ちます。

買ったその日からすぐに使える!!
簡単･便利･安心の｢らくだシリーズ｣だから､買ったその日から本格運用。
導入時の初期作業も最小限で､様々な業種に柔軟に対応。
誰でも使いこなせるやさしい機能で､出納管理を強力にサポート。

出納らくだ４普及版
小規模事業所・個人事業主に最適
だれでもらくらく使える
出納帳専用ソフト

消費税処理･補助科目に対応
手軽な操作で本格処理
充実機能の上位版

販売店

出納らくだプロ４

パッケージ内容：ＣＤ-ＲＯＭ,操作マニュアル,専用帳票(２０枚)
＊製品の内容および仕様は､改良のため予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
＊記載されている会社名､製品名は各社の登録商標または商標です。
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ご購入前のお客様：03-3352-6103 ＢＳＬウェブサイト：http://www.bsl-jp.com
◆製品に関するお問い合わせ先 受付時間　９：００～１２：００ 　１３：００～１７：００（土・日・祝祭日および弊社休業日を除く）

■主な機能 ※赤表示の文字はプロ版のみの機能です。

標準価格１２,８００円
税込１３,４４０円

標準価格１９,８００円
税込２０,７９０円

導入実績２０万社の実力

業界内で最大級のサービスをご提供！

簡単！!
便利！!
安心！!手軽敏速Ｅメール

誰よりも早く問い合わせたい方は、
メールで回答が返ってくるＥメール
サポートがお勧めです。

挫折買取サービス
サポートを受けた上でも操作面で
挫折された場合には買取サービス
を致します。 （店頭では受付不可）
    （機能面の不満足は対象外です）

簡単・確実・安心サプライ
美しく見やすいＢＳＬ専用用紙への印刷に
対応。専用用紙やサプライは、ＦＡＸやインター
ネットで手軽にお申し込みいただけます。

法改正安心対応
法改正によってプログラムに変更が
生じた場合でも、安心対応いたします。

年間保守サービス対応
年間保守をお申し込みいただければ、
期間内のバージョンアップは全て無償
対応、法改正の際にも安心です。

スピーディー導入
必要な機能だけに絞っているので、
インストールから運用までがとっても
簡単でスピーディーです。

無期限無料対応
操作上で分からない事があれば、
専門スタッフが、無期限･無料で
電話サポートいたします。

２４時間ＦＡＸ受付
早朝や深夜などの時間でも、ＦＡＸ
なら２４時間受付けだから、安心
してお問い合わせいただけます。

■主な仕様
●記帳方式　　　：簡易簿記 (単式簿記)
●事業所数　　　：普及版 １事業所 (データファイル１件のみ)
          　    　プロ版 無制限 (データファイル数無制限)
●会計期間　　  ：期首・期末日付は任意設定可能
●帳簿数　　　　：無制限 (１００冊以内を推奨)
●明細行数　　　：無制限 (月平均１００～１０００明細程度を推奨)
●科目・補助科目コード：最大９桁の数値 (４桁以内を推奨)
●科目登録数　　：無制限 (１００件以内を推奨)
●補助科目登録数：無制限 (１科目につき１００件以内を推奨)
●科目区分登録数：無制限 (３０区分以内を推奨)
●科目・補助科目名称：最大２５文字 (５文字以内を推奨)
●摘要登録数　　：無制限 (１科目につき１０件以内を推奨)
●摘要文字数　　：最大全角５０文字 (全角２０文字以内を推奨)
●使用可能文字  ：シフトＪＩＳコードの文字
●金額　　　　　：最大１０桁の整数 (１明細１０億円未満を推奨)
●消費税区分　　：課税・非課税・免税・対象外
●消費税端数処理：切捨て・切上げ・四捨五入
●消費税入力方式：税込入力
●消費税集計方式：税込集計/税抜集計
●付箋　　　　　：６色 (最大１０色)
●付箋メモ　　　：最大約３２,０００文字(１００文字以内を推奨)
●データ量　　　：データファイル１つにつき、ファイル
　　　　　　　  　 サイズは１ＧＢ以内
●データ移行   ：旧バージョンの｢出納らくだ｣のデータ
　　　　　　　  　 を移行可能(｢出納らくだ４普及版｣では
　　　　　　　  　 ｢出納らくだプロ｣のデータは移行不可)
　　　　　　　　   (ＣＳＶやＥｘｃｅｌ等の外部データの取込は不可)
●データ出力    ：Ｅｘｃｅｌ，ＣＳＶ，ＴＳＶ
●ネットワーク利用：ネットワーク共有による同時利用(マルチ
 　　　　　　　　　 クライアント)には非対応
  ※赤表示の文字はプロ版のみの機能です。(普及版との比較)
  ※本製品は簡易簿記方式による出納帳ソフトです。複式簿記ではあり
　　　ませんので損益計算書や貸借対照表を作成する機能はありません。
  ※本製品はパッケージ１つに付き１台のコンピュータでのみご利用
　　　いただけます。
  ※本製品はデータの安全性確保のため、他の「らくだ」シリーズとの
　　 データ連動はしておりません。
  ※本製品はMicrosoft Access2002のランタイム版を使用しています。
　　　ランタイム版は製品CD-ROM内に収録しています。セットアップの
　　　際に製品と共に、自動的にインストールされます。
  ※上記仕様は、改良のため予告なしに変更する場合があります。

■対応用紙
●現金出納帳
　 Ａ４普通紙･Ｂ５普通紙/ＨＩＳＡＧＯ ＧＢ９３１
　 ＢＳＬ ＢＳ-３００１･ＢＳ-３００２･ＢＳ-３００４
●所得税青色申告決算書
　 Ａ４普通紙/ＨＩＳＡＧＯ ＯＰ１１２７Ｃ(ＯＣＲ)
●各種集計表(Ａ４普通紙)
　 入出金集計表･残高確認表･月次集計表･期間集計表
   年間収支推移グラフ
   補助科目集計表･補助科目年間集計表･消費税集計表
●各種集計表(Ａ４普通紙･Ａ３普通紙)
　 年間集計表･年間前期比較集計表
●各種台帳(Ａ４普通紙)
　 帳簿設定･科目台帳･補助科目台帳･科目区分台帳･付箋設定
　※赤表示の文字はプロ版のみの機能です。(普及版との比較)
　※お使いのプリンタ機種により使用可能な用紙は異なります。
　※所得税青色申告決算書は個人事業主専用です。法人用ではあり
　　 ません。年度により書式が変更になる場合があります。
　※対応用紙は変更することがあります。

■動作環境（運用に必要なシステム要件）
●ＯＳ:Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００/ＸＰ
　※セットアップする際には管理者権限が必要です。また使用する
　　 際にはユーザー権限が必要です。
　※WindowsXPでのユーザーの簡易切替には非対応です。
　※アップグレードインストールしたWindowsには非対応です。
　※Microsoft Windows 95/98/Me/NTには非対応です。
　※｢お知らせ機能｣の表示にはインターネット接続環境が必要です。
●コンピュータ本体:上記ＯＳが稼動するコンピュータ
　 Ｐｅｎｔｉｕｍ２６６ＭＨｚ相当以上のＣＰＵ
　 (500MHz以上を推奨)(マウス等のポインティングデバイス必須)
　※自作機では、正常に動作しない場合があります。
●メモリ:１２８ＭＢ以上、推奨５１２ＭＢ以上
●ハードディスク:セットアップのために２００ＭＢ以上の空き
　　容量、実行時に作業領域として１００ＭＢ以上の空き容量
　※上記はシステムドライブ(Ｃドライブ)に必要な空き容量です。
　   セットアップ先はシステムドライブ固定で、変更は出来ません。
●ディスクドライブ:ＣＤ-ＲＯＭ(またはＤＶＤ)ドライブ必須
●ディスプレイ:ＸＧＡ(１０２４×７６８)、２５６色以上必須
　 (ＨｉｇｈＣｏｌｏｒ(６５５３５色)以上を推奨)
●プリンタ:上記ＯＳに対応したプリンタ
　　(余白を上下左右５ｍｍ以下に設定可能なプリンタを推奨)
　 (お使いのプリンタ機種により使用可能な用紙は異なります)

※サポートサービスには､事前に製品のユーザー登録が必要です。電話料金等の通信費用はお客様負担となります。
　サポートサービス･挫折買取サービスの詳細については､弊社ウェブサイトをご覧下さい。

■出納帳編集
新規帳簿作成
帳簿選択･切替
初期残高設定
年度別編集
月度別編集
帳簿別編集
科目別編集
出納帳タイトル変更
入力欄タイトル変更
■入力･編集操作
カレンダー入力
日付省略入力
帳簿随時登録
科目コード入力
科目随時登録
補助科目随時登録
摘要自動入力
摘要リスト随時登録
金額数式入力
金額電卓入力
残高自動計算
消費税自動計算
消費税区分選択
付箋(最大10色)
付箋メモ
帳簿選択リスト
科目選択リスト
日付検索
帳簿検索
科目検索
補助科目検索
摘要検索
付箋検索

振替入力(帳簿間連動)
繰返入力
行挿入
行複製
行入換
行削除
全削除
日付置換
帳簿置換
科目置換
補助科目置換
摘要置換
表示拡大
■印刷機能
出納帳印刷
複数帳簿一括印刷
科目別帳簿印刷
科目別帳簿一括印刷
絞込検索印刷
普通紙印刷
普通紙カラー印刷
専用用紙印刷
改ページ設定
集計行印刷
繰越行印刷
ページ番号印刷
同一日付非表示
西暦･和暦設定
自動文字縮小
印刷位置自動調整
印刷位置手動調整
■集計機能
入出金集計表

残高確認表
月次集計表
期間集計表
年間集計表
年間前期比較集計表
年間収支推移グラフ
補助科目集計表
補助科目年間集計表
消費税集計表
集計対象帳簿選択
集計表印刷
■台帳管理
帳簿設定
科目台帳
補助科目台帳
科目区分台帳
付箋設定
■データ管理機能
手動バックアップ
自動バックアップ
復元
新規データファイル作成
データファイル切替
エクスポート(Excel,CSV,TSV)
旧バージョンデータ移行
■サービス･サポート
BSLからのお知らせ表示(オンライン)
ユーザー登録(FAX･オンライン)
ユーザー登録変更(FAX･オンライン)
サポート情報(オンライン)
サポート問い合わせ(FAX･オンライン)
オンライン購入

標準価格
税込

出納らくだ４普及版
円
円

12,800
13,440

標準価格
税込

円
円

19,800
20,790

出納らくだプロ４

す い  と う



手軽に､気軽に､はじめてみませんか？
今日からすぐに使いこなせる
     業務効率が向上する
          だから長く使い続けられる

業務ソフトにおいて最も重要なのは､導入してすぐに業務効率が向上すること。低価格なソフトでも､使い勝手が複雑で難解では､導入効果は上がりません。
また､高度な財務会計システムを導入したとしても､簿記の専門的な知識が無ければ効率的な運用は望めません。導入後､すぐに使いこなせるシンプルで
分かりやすい機能の数々。初めて業務ソフトを導入される方にも､安心して利用いただける便利な機能。いつでも安心な無期限･無料のサポートサービス。
個人事業主や小規模事業所のニーズを徹底的に調査し､実務に適した機能を満載。だから長く使い続けることができます。

簡易簿記方式の本格出納帳ソフト!!

様々な用途に利用可能
簡易簿記方式の出納帳ソフトですので､これまで
手書きや表計算ソフトなどで出納帳をつけていた
方や､初めて業務ソフトをご利用になる方､難しい
財務会計ソフトに挫折した方などにもおすすめ
です。簿記の専門的な知識の無い方でも､簡易簿記
なら簡単に記帳できます。　　　　　　　　　
また柔軟な運用が可能ですので､個人事業主や
小規模事業所の現預金管理はもちろん､部署ごと
の小口現金管理や自治会･町内会･サークルの出納
管理など､出納帳を利用するあらゆる場面で
ご利用いただけます。　　　　　　　　　　　

見やすくきれいな出納帳!!

出納帳の印刷
入力した明細は､見やすくきれいな出納帳に
印刷できます。出納帳の印刷は１年分をまとめて
印刷が可能。もちろん特定の期間や出納帳だけ
を印刷することもできるので､用紙を節約でき
ます。また日付の表記方法や繰越行･集計行･
ページ番号の有無など､細かく指定できます。
入力した文字数が多くて欄におさまらない時
でも､文字サイズを自動的に縮小して途切れる
ことなく印刷します。　　　　　　　　　　　

情報を活用できる集計表!!

豊富な集計機能
出納帳の明細は､ボタン操作ひとつで自動的に
集計が可能です。仕訳科目ごとの月次集計･年間
集計や､任意の期間での集計､前年度との比較集計
など､多彩な集計機能が用意されています。　
また出納帳が複数あるときも､集計対象の帳簿
を任意に選択できます。入力した出納帳の内容を
多角的に分析できるので､経営改善や資金繰り
計画の資料として活用することが可能になります｡

課税事業者に便利な消費税処理!!

消費税処理に対応
課税売上高1,000万円以上の､消費税の課税事業
者に対応。出納帳の入力時に消費税の自動計算が
可能です。消費税の税区分は明細ごとに指定
可能で､科目･補助科目ごとにあらかじめ指定して
おくこともできます。また､申告を行う上で役立つ
様々な集計資料を作成できます。　　　　　　

詳細な仕訳で高度な分析!!

補助科目で緻密な管理
科目に加え補助科目による仕訳にも対応。出納
記録を細かく分類した､緻密な管理が可能です｡
補助科目ごとに税区分や摘要をあらかじめ登録
できるので､運用効
率が格段に向上し
ます｡また補助科目
別の月次･年次集計
機能を搭載し､詳細
な分析を行えます｡

業種別･用途別の柔軟な運用!!

複数事業所に対応
複数の事業を営んでおられる方も､｢プロ版｣なら
複数のデータファイルを切り替えて事業所ごとに
使用できます。会計期間や出納帳の各種設定､
仕訳科目･補助科目などは､すべて事業所ごとに
独立しているので､
異業種の出納記録を
管理する場合も､安心
してご利用いただけ
ます。　　　　　　

毎日の記帳が簡単･楽しい!!

快適な入力作業
正確な現預金管理には､毎日のこまめな記帳が
欠かせません。だからこそソフトの使い勝手が
業務効率に大きく影響します。　　　　　　　
手書きのような分かりやすい操作性に､パソコン
ならではの便利な機能を満載。毎日の記帳が
すばやく､便利に､楽しく行えます。　　　　　

●自動並べ替え・行入換　　　　　　　　　　
明細は日付順に自動で並び替わります。また同じ
日付内の明細も自由に並べ替えられるので､
順序を気にせず入力できます。　　　　　　　
●行挿入・行削除　　　　　　　　　　　　　
入力忘れがあっても大丈夫。｢行挿入｣ボタンで
自由な位置に追加できます。また間違えた行も
｢行削除｣ボタンで削除して行を詰められます。
●日付簡易入力・カレンダー入力　　　　　　
日付は省略可能。自動的に直前の明細と同じ日付
が入ります。また年･月を省略して､日にちだけ入力
することもできます。　　　　　　　　　　　
カレンダー入力機能を使って､曜日を確認しながら
の入力も可能です。　　　　　　　　　　　　
●科目・摘要の随時登録　　　　　　　　　　
科目や補助科目はいつでも自由に追加可能｡
帳簿の入力画面に直接新しい科目名を入力すれば､
その場で登録できます。また摘要も､入力した
内容をその場で登録しておけるので､次回からは
一覧から選択して入力できます。　　　　　　
●数式入力・電卓入力　　　　　　　　　　　
金額欄に計算式を入力すると､計算結果が自動
的に入ります。また画面上に電卓を呼び出して
計算結果を入力することもできます。　　　　

●残高・繰越の自動計算　　　　　　　　　　
差引残高や繰越はすべて自動的に計算。修正や
変更があっても､常に金額が再計算されます。　
●付箋メモ　　　　　　　　　　　　　　　　
明細行には最大１０色の付箋が貼り付け可能｡
メモも書き込めます。　　　　　　　　　　　
●検索・置換　　　　　　　　　　　　　　　
日付や科目､摘要の内容など様々な条件を指定
して検索が可能。多数の明細の中からでも､
目的の明細をすばやく探し出せます。また置換
機能を利用すれば､日付･科目･摘要の内容などを
一度に置換して修正できます。　　　　　　　
●繰返し入力  　　　　　　　　　　　　　　
毎週･毎月など繰り返して発生する入金や支払を
手軽に入力できる繰返し入力機能を搭載。ボタン
操作ひとつで同じ内容の明細を連続入力できる
ので､作業時間を短縮できます。　　　　　　　
●振替入力    　　　　　　　　　　　　　　
預金の預入や引出など､帳簿間の振替のための､
専用の入力画面を用意。振替明細の内容は帳簿間
で自動的に連動するので､入力ミスを防げます。
●パスワード　　　　　　　　　　　　　　　
データファイルにパスワードを設定して､他の人
が開くことができないよう保護できます。　　
●データバックアップ　　　　　　　　　　　
コンピュータの不意のトラブルに備えて､自動
バックアップ機能を搭載。データを安全に保護
します。手動操作でのバックアップや復元も
簡単です。　　　　　　　　　　　　　　　　
●データ出力　　　　　　　　　　　　　　　
入力した出納帳のデータは､ＥｘｃｅｌやＣＳＶ形式
などのファイルに出力可能。明細データを様々な
ソフトで活用できます。　　　　　　　　　　

初めてでも迷わない･戸惑わない!!

分かりやすい操作画面
必要な機能を見やすく配置し､分かりやすさを
徹底追及しました。パソコン初心者の方でも､
メニューから行いたい操作を選択するだけの
簡単操作ですので､戸惑う心配はありません。
入力画面も､画面下に分かりやすく並んでいる
機能ボタンをクリックするだけで､様々な操作が
可能。多彩な機能を､どなたでも迷うことなく
使いこなすことができます。　　　　　　　　

現金･預金出納帳など用途別に!!

複数帳簿の管理
現金出納帳と預金出納帳など､出納帳は何冊
でも管理可能です。小口現金管理や部署別管理
など､用途に応じて記帳できるので､業務形態に
合わせた柔軟な運用が可能です。　　　　　　
入力する帳簿は｢選択リスト｣ですばやく切替が
可能です。また預金預入や引出などの振替処理
にも対応し､帳簿間で自動的に連動します。　

メインメニュー
シンプルなアイコンメニュー

お知らせ機能
製品の最新情報を表示

メニューバー
各種機能をすばやく呼び出す

選択リスト
帳簿･科目をすばやく切り替え

絞り込み検索
明細を任意条件で検索

付箋検索
付箋付きの明細を検索

入力補助
便利な繰返入力･振替入力

月選択タブ
明細を月別に表示

手書きレイアウト
見やすく分かりやすい入力画面

自動計算
繰越や残高を自動で計算

付箋
ふせん

カラーの付箋にメモを記入

随時登録
科目･摘要等をその場で登録

操作ボタン
便利な機能を満載

※画面イメージおよび印刷見本は､プロ版のものです｡
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み

の
み
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