
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

見積･納品･請求書
すぐに使える販売管理ソフト

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!!

実物の明細書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!!

販売管理ソフトの決定版!!
分かりやすくてやさしい操作性で､見積･納品･請求書を誰でもすぐに作成可能｡
都度請求に適した｢普及版｣､締め処理･合計請求書の発行に対応する｢プロ版｣｡
毎日の伝票作成業務を飛躍的に効率化できる､販売管理ソフトの決定版｡

豊富な集計機能でデータをビジネスに生かす!!
得意先別･商品別の売上集計や元帳など､簡単な操作で各種の集計処理が可能｡
作成した伝票データをもとに､多角的で緻密な分析を行うことができるので､
データを売上アップや顧客サービスアップへ生かすことが可能になります｡

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､パソコンならではの便利な機能が満載。
誰でも使いこなせるやさしい機能で､伝票の作成業務を強力にサポート。

販売らくだ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
見積･納品･請求書作成ソフト

締め処理･合計請求書に対応
手軽な操作で本格処理
充実機能の上位版

販売店

販売らくだプロ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。

発売・開発元

〒１６０－０００４東京都新宿区四谷４－１１日新ビル
ＴＥＬ．０３－３３５２－６１０３ＦＡＸ．０３－３３５２－６１０８
 http://www.bsl-jp.com
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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 ※緑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２５万社の実力

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。

※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。

標準価格
税込

販売らくだ４普及版
円
円

12,800
13,440

標準価格
税込

円
円

19,800
20,790

販売らくだプロ４

■動作環境（運用に必要なシステム要件）
●ＯＳ:Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００/ＸＰ/Ｖｉｓｔａ(日本語)
　※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/Vista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。
　※NEC PC-9800,9821シリーズには非対応です。
　※｢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(ＣＰＵ):
  上記ＯＳが稼動するコンピュータ ８００ＭＨｚ以上を推奨
　 (Windows 2000ではＰｅｎｔｉｕｍ266ＭＨｚ相当以上)
　 (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:上記ＯＳが必要とするメモリ容量 ５1２ＭＢ以上を推奨
　 (Windows 2000/XPでは128ＭＢ以上)
●ハードディスク:セットアップのために３００ＭＢ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、変更はできません。
●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(1６ｂｉｔ)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)

■対応用紙
●見積書：A4普通紙･B5普通紙/ BSL BH-1006･BZ-4001
         A4CF2-0･A4CF2-4･A4HF2-0･A4HF2-4
         HISAGO GB834･GB1138･GB1182
●納品書：A4普通紙･B5普通紙/ BSL BH-1001･BH-1002
         BH-1007･BZ-4001･A4CF2-0･A4CF2-4･A4CF3-0
         A4CF3-6･A4HF2-0･A4HF2-4･A4HF3-0･A4HF3-6
         HISAGO GB45･GB550･GB1106･GB1110･GB1173･GB1182
●請求書：A4普通紙･B5普通紙/ BSL BH-1003S･BZ-4001
         A4CF2-0･A4CF2-4･A4HF2-0･A4HF2-4 / HISAGO 
         GB1120･GB1182
●合計請求書：A4普通紙･B5普通紙 / BSL BH-1004S･BH-1005
          HISAGO GB46･GB48･GB1116･GB1121･GB1122
●領収証：A4普通紙･B5普通紙/ BSL A4CF2-0･A4CF2-4
         A4CF3-0･A4CF3-6･A4HF2-0･A4HF2-4･A4HF3-0
         A4HF3-6 / HISAGO GB128･GB934
●宛名ラベル：BSL LDW12PG / HISAGO GB861･GB961･GB1984
●送付状：A4普通紙
●各種集計表・台帳：A4普通紙
  ※緑表示の文字はプロ版のみの機能です。(普及版との比較)
　※合計請求書は普及版では非対応です｡プロ版のみの機能です｡
　※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。
　※対応用紙は変更することがあります。

■主な仕様
●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)
●得意先数    ：無制限 (１０００件以内を推奨)
●商品数      ：無制限 (１０００点以内を推奨)
●各伝票数    ：無制限 (１０００枚/月を推奨)
●伝票明細行数：１件の伝票につき最大１５００行
●伝票コード  ：９桁の半角英数字
●得意先コード：５０桁の半角英数字(半角１５桁以内を推奨)
●会社名      ：全角５０文字 (全角２０文字以内を推奨)
●個人名      ：全角５０文字 (全角２０文字以内を推奨)
●商品コード  ：５０桁の半角英数字(半角１３桁以内を推奨)
●商品名      ：全角１００文字 (全角１５文字以内を推奨)
●数量        ：整数５桁 (小数点２桁)～整数７桁
●単価        ：整数７桁 (小数点２桁)～整数９桁
●金額桁数    ：整数９桁
●合計金額桁数：整数１１桁
●消費税      ：内税／外税／別記
●消費税端数処理：切り捨て／切り上げ／四捨五入
●消費税区分  ：課税／非課税／免税／対象外
●使用可能文字：シフトＪＩＳコードの文字
●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｢販売らくだ｣の得意先
　　　　　　　　 台帳､商品台帳を移行可能
　　　　　　　   (ＣＳＶやＥｘｃｅｌ等の外部データの取り込みは不可)
●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
  ※緑表示の文字はプロ版のみの機能です。(普及版との比較)
  ※実際に印刷できる文字数･桁数･項目数は用紙の型番により異なります｡
  ※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。

Windows
2000/XP/Vista

対応

■伝票作成機能
見積書作成
納品書作成
売上伝票作成
請求書作成
合計請求書作成
領収証作成
入金伝票作成
宛名ラベル作成
送付状作成
BSL専用帳票対応
HISAGO専用帳票対応
普通紙対応
■伝票編集機能
用紙型番選択
用紙型番変更
伝票番号自動連番
伝票項目名編集
挨拶文編集
日付自動入力
カレンダー入力
得意先随時マスタ登録
得意先予測候補リスト
得意先検索
得意先宛名書式選択
担当者候補リスト
消費税書式設定
自社名印刷設定
数量小数桁数設定
単価小数桁数設定
金額端数処理設定
消費税端数処理設定
売上計上先指定
請求方法設定
伝票転記
伝票削除

伝票エクスポート(Excel,CSV,TSV)

■伝票明細編集機能
商品随時マスタ登録
商品予測候補リスト
商品検索
集計先商品指定
単位候補リスト
数式入力
電卓入力
課税区分設定
小計行設定
メモ行設定
明細行挿入
明細行複製
明細行入換
明細行削除
ページ移動
■伝票一覧機能
並び順指定
発行日絞込検索
得意先絞込検索
商品絞込検索
任意項目絞込検索
一覧表示内容選択
グループ表示(日･月)
売上計上設定
伝票明細表示
伝票個別削除
伝票一括削除
伝票一覧エクスポート(Excel,CSV,TSV)

■合計請求書(締め処理)機能
請求先任意選択
請求先締日選択
請求先担当者選択
締め日指定

取込対象確認
前回請求額自動取込
入金額自動取込
振込手数料自動取込
伝票明細自動取込
消費税計算方法選択
振込先銀行選択
■印刷機能
伝票個別印刷
伝票一括印刷
伝票一覧印刷
印刷プレビュー
プリンタ選択
印刷部数指定
印刷位置自動調整
印刷位置手動調整
自社名書式設定
カラー印刷
ページ番号印刷
税区分印刷
■集計機能
得意先別売上
得意先別ランキング
商品別売上
商品別ランキング
日別売上入金
売掛残高一覧
得意先元帳(明細有･無)
商品元帳(明細有･無)
日別元帳(明細有･無)
集計表エクスポート(Excel,CSV,TSV)

■台帳管理機能
商品台帳管理
税抜単価設定
税込単価設定

課税区分設定
商品検索
商品並び順変更
商品台帳印刷
商品台帳エクスポート(Excel,CSV,TSV)
得意先台帳管理
売上計上先設定
請求方法設定
締め日設定
売掛残高設定
得意先検索
得意先並び順変更
得意先台帳印刷
得意先台帳エクスポート(Excel,CSV,TSV)

■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
旧バージョンデータ移行(台帳のみ)

■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



伝票作成から販売管理までおまかせ!!
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

販売伝票の作成ソフトで最も重要なのは､導入してすぐに伝票を発行できること。そして伝票のデータを蓄積して管理･集計などができること。
低価格なソフトでも､伝票データを活用できなければ導入効果は上がりません。また､高度で複雑な販売管理システムでは､自社の業務に適合しなかったり､
厳密な運用ルールを決める必要があったりするため､個人事業主や小規模･中規模の事業所にとっては､導入コストに見合った効率的な運用は望めません。
｢販売らくだ｣なら､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を満載。伝票データの管理や集計も簡単です。初めて業務ソフトを導入される
方にも安心な､無期限･無料のサポートサービスもご用意。販売伝票の作成業務を効率化できる安心の機能とサービスで､長く使い続けることができます。

手軽に導入できる伝票作成ソフト!!

販売伝票を手軽に作成
販売業務に欠かせない､見積書･納品書･請求書･
領収証の各伝票を､手軽な操作で作成できます｡
白紙へのカラー印刷や専用用紙にも対応した､
多彩な伝票レイアウトが用意されていますので､
小売業･サービス業など様々な業種にご利用い
ただけます｡さらに上位版の｢プロ版｣では､締め
処理と合計請求書の作成にも対応します｡　　
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｡　　　
実際の伝票と同じレイアウトで分かりやすい入力
画面に､得意先名､商品､数量などを入力したら､
あとは印刷するだけ｡多彩な編集機能も簡単な
ボタン操作だけなので､どなたでも迷うことなく
使いこなすことができます｡　　　　　　　　
すぐに使い始めるためのアイディア機能!!

随時マスタ登録
新しいソフトを導入するときに面倒なのがマスタ
登録作業｡しかし｢販売らくだ｣なら事前の登録
作業が一切不要な｢随時マスタ登録｣方式を採用｡
得意先や商品の情報は､伝票を入力しながらその
場でいつでもマスタ登録できるので､すぐに使い
始められます｡　　　　　　　　　　　　　　

快適な入力を実現する新機能!!

予測候補リスト
パソコンならではの､快適で素早い入力を可能
にする｢予測候補リスト｣を搭載｡得意先や商品
の入力時に､１文字入力するごとにマスタから
候補を自動的に絞込検索し､入力内容を予測し
てリスト表示｡入力したい内容に合致するもの
をリストから選択す
るだけで､関連する
項目がすべてマスタ
から読み込まれるの
で､入力時間が大幅
に削減できます｡　

発行した伝票は見やすく管理!!

伝票の管理もお任せ
伝票は､種類ごとに一覧管理が可能｡多彩な検索
機能を利用して､過去に作成した伝票も素早く
探し出すことができます｡　　　　　　　　　
指定した期間内に発行した伝票や､特定の得意
先への伝票､特定の商品が含まれている伝票な
ど､さまざまな条件で伝票を検索できます｡さら
に一覧画面内で伝票の明細内容を簡易表示でき
るので､内容をすばやく確認できます。　　　

伝票データを自在に集計!!

豊富な集計機能で情報を活用
得意先別･商品別･日別などの多彩な集計機能を
搭載｡得意先ごとの売上と入金の履歴が分かる
｢得意先元帳｣や､商品ごとの売上状況が分かる
｢商品元帳｣などにより､売上履歴の詳細な分析
が可能です｡また指定した期間での得意先別･商
品別の集計により､売れ筋のランキング調査や
得意客の調査などを行うこともできます｡　　
柔軟で多彩な集計機能で､作成した伝票のデータ
を､様々な用途に活用できます｡　　　　　　　

伝票発行は手間をかけずに簡単に!!

快適な編集機能
毎日のように行う伝票の作成｡だからこそソフト
の使い勝手が作業効率に大きく影響します｡　
手書き作業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｡毎日の伝票
作成がすばやく､便利に､簡単に行えます｡　　

●用紙型番の変更　　　　　　　　　　　　　
伝票の用紙型番はいつでも変更可能｡入力途中
でも別の用紙に自由に変更できるので､多彩な
伝票レイアウトを自在に使い分けることができ
ます｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●宛名書式の選択　　　　　　　　　　　　　
伝票の宛名書式は､社名のみ･社名＋住所･窓開き
封筒用など､用紙型番ごとに用意されている
複数の形式の中から自由に選択できます｡　　
●項目名･挨拶文の編集　　　　　　　　　　
伝票の項目名や挨拶文などは､取引内容や用途
に応じて自由に編集できます｡　　　　　　　
※専用用紙などでは一部変更できない場合があります｡

●伝票番号の自動連番　　　　　　　　　　　
伝票番号はアルファベットと数字を組み合わせた
自動連番が可能です｡伝票の種類ごとに異なる
番号をつけられるので､伝票の整理や分類に
役立ちます｡　　　　　　　　　　　　　　　

●明細行の編集　　　　　　　　　　　　　　
伝票の明細は､後から行を挿入したり順序を
入れ換えたり､自由自在な編集が可能。複製や
削除もボタン操作一つで簡単です｡　　　　　

●数式入力･電卓入力　　　　　　　　　　　
数量欄や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
表示して､計算結果を入力することもできます｡

●小計行･メモ行　　　　　　　　　　　　　
明細の途中に小計行を設定し､特定の取引内容
の小計を記載できます｡また任意のコメントを
書き込めるメモ行を設定することもできます｡

●金額自動計算　　　　　　　　　　　　　　
明細の数量と単価を入力するだけで金額は自動
計算。もちろん伝票全体の合計や各ページの
累計も､すべて自動計算します｡　　　　　　　

●消費税処理　　　　　　　　　　　　　　　
課税･非課税は明細行ごとに任意に設定できる
ので､課税区分の異なる商品が混在していても
大丈夫。また伝票の合計欄も､総額表示方式に
対応した内税表記､業者間取引で一般的な外税
表記の､どちらにも対応します｡　　　　　　　

●伝票の転記　　　　　　　　　　　　　　　
見積書→納品書､納品書→請求書など､ボタン
操作一つで伝票の転記が可能です｡また新しく
一部だけ内容の異なる見積書を作成する場合
などにも便利です｡　　　　　　　　　　　　

毎月の請求処理もお任せ!!

締め処理･合計請求書
締め請求の処理に対応｡得意先､対象期間､消費税
処理方法などを指定して､合計請求書を一括発行
できます｡毎月の請求業務も､簡単な操作で手軽
に処理できます｡　　　　　　　　　　　　　

の
み

※画面イメージおよび印刷見本は､プロ版のものです｡

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

用紙型番
いつでも切り替え可能

台帳検索
目的の得意先･商品を検索

予測候補リスト
入力中に自動で絞込検索

伝票操作
連続作成や転記が可能

ページ操作
実際の印刷ページごとに編集可能

入力フォーム
実物の伝票と同じレイアウト

宛名書式
宛名の表記方法を選択可能

合計表記
外税/内税(総額表示)対応

自社書式
自社名の表記を編集可能

伝票明細
随時マスタ登録が可能

操作ボタン
便利な機能を満載

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｡　
得意先台帳や商品
台帳は､すべて事業
所ごとに独立して
いるので､異業種
の場合でも安心し
てご利用いただけ
ます｡　　　　　

の
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回収状況を緻密に管理!!

売掛金の管理
｢売掛残高一覧｣の集計機能を搭載し､得意先別の
未回収残高を一目で把握できます｡多彩な集計
機能で売上･入金の
履歴や得意先別の
元帳など､本格的な
販売管理機能を
搭載しています｡

の
み


