かるがるできる青色申告 2010

青色申告らくだ 2010 普及版

簡易簿記

簡易簿記

複式簿記

10万円控除対応

10万円控除対応

65万円控除対応

一 般 用

一般/不動産対応

一般/不動産対応

｢電子申告の達人(別売)｣連携

｢電子申告の達人｣付き

｢電子申告の達人｣付き

標準価格

標準価格

3,990 円

●電子申告：
●帳簿：
●帳簿数：
●明細行数：
●科目数：

12,800 円

(税込)

■主な仕様
個人事業者専用(一般)
簡易簿記(単式簿記)
１事業所(データファイル１件のみ)
青色申告(一般用)
白色申告(一般用)
所得税確定申告書Ｂ(対応版プログラム必須)
別売の｢電子申告の達人２０１０(株式会社ＮＴＴ
データ社製)｣との連携により対応
出納帳･売掛帳･買掛帳･経費帳･補助帳
固定資産台帳
出納帳１００冊･売掛帳,買掛帳各２００冊
無制限(月平均１,０００明細以内を推奨)
５１科目(うち１６項目名称変更可)

●補助科目数：
無制限(１科目につき１００件以内を推奨)
●科目･補助科目名称：全角１２文字(全角５文字以内を推奨)
●摘要文字数：
全角５０文字(全角２０文字以内を推奨)
●金額：
最大１０桁の整数(１明細１０億円未満を推奨)
●集計金額：
最大１１桁の整数
●消費税集計方式：税込集計･税抜集計
●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
●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 ｢かるがるできる青色申告｣の
データを移行可能(｢青色申告らくだ｣のデータ
は移行不可)
(Ｅｘｃｅ
ｌやＣＳＶ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

(税込)

■主な仕様

■主な仕様

●運用対象：
●記帳方式：
●事業所数：
●決算･申告：

●運用対象：
●記帳方式：
●事業所数：
●決算･申告：

個人事業者専用(一般･不動産)(兼業対応)
簡易簿記(単式簿記)
無制限(データファイル数無制限)
青色申告(一般用･不動産所得用)
白色申告(一般用･不動産所得用)
所得税確定申告書Ｂ(対応版プログラム必須)
●電子申告：
同梱の｢電子申告の達人２０１０(株式会社ＮＴＴ
データ社製)｣との連携により対応
●帳簿：
出納帳･売掛帳･買掛帳･経費帳･補助帳
固定資産台帳
●帳簿数：
出納帳１００冊･売掛帳,買掛帳各２００冊
●明細行数：
無制限(月平均１,０００明細以内を推奨)
●科目数：
一般： ５１科目(うち１６項目名称変更可)
不動産：５１科目(うち２３項目名称変更可)
●補助科目数：
無制限(１科目につき１００件以内を推奨)
●科目･補助科目名称：全角１２文字(全角５文字以内を推奨)
●摘要文字数：
全角５０文字(全角２０文字以内を推奨)
●金額：
最大１０桁の整数(１明細１０億円未満を推奨)
●集計金額：
最大１１桁の整数
●消費税集計方式：税込集計･税抜集計
●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
●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｢かるがるできる青色申告｣
｢青色申告らくだ普及版｣のデータを移行可能
(｢青色申告らくだプロ｣のデータは移行不可)
(Ｅｘｃｅ
ｌやＣＳＶ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

●電子申告：
●帳簿：
●伝票：
●明細行数：
●勘定科目数：

個人事業者専用(一般･不動産)(兼業対応)
複式簿記
無制限(データファイル数無制限)
青色申告(一般用･不動産所得用)
白色申告(一般用･不動産所得用)
所得税確定申告書Ｂ(対応版プログラム必須)
同梱の｢電子申告の達人２０１０(株式会社ＮＴＴ
データ社製)｣との連携により対応
現金出納帳･預金出納帳･売掛帳･買掛帳
経費帳･総勘定元帳･仕訳帳･固定資産台帳
入金伝票･出金伝票･振替伝票
無制限(月平均１,０００明細以内を推奨)
無制限

●補助科目数：
無制限
●勘定･補助科目名称：全角１２文字(全角７文字以内を推奨)
●摘要文字数：
全角５０文字(全角７文字以内を推奨)
●仕訳金額：
最大１１桁の整数
●集計金額：
最大１１桁の整数
●消費税経理方式：税込経理･税抜経理
●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
●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｢青色申告らくだプロ｣のデータ
を移行可能 (｢かるがるできる青色申告｣,｢青色
申告らくだ普及版｣のデータは移行不可)
(Ｅｘｃｅ
ｌやＣＳＶ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

■共通事項
■対応用紙 ●各種帳簿(出納帳･売掛帳等):Ａ４普通紙･Ｂ５普通紙／ＢＳＬ:ＢＳ‑３００１･ＢＳ‑３００２･ＢＳ‑３００４ ●その他台帳･集計表:Ａ４普通紙 ●所得税青色申告決算書･収支内訳書･所得税確定申
告書Ｂ:Ａ４普通紙／ＯＣＲ用紙 ※｢普通紙｣とは､市販のコピー用紙等(白紙)への印刷です。｢ＯＣＲ用紙｣とは､税務署で配布している用紙です。※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。※確定申告書は平成２１年(２００９年)分のみ対応
します。※確定申告書を作成する場合､および申告書類の様式が改定された場合には､対応版プログラムのダウンロード(無料)が必要です。ダウンロードにはインターネット接続環境が必要です。(ＣＤ‑ＲＯＭご希望の場合は有償にて提供)

■動作環境 ●対応ＯＳ：Ｗｉ
ｎｄｏｗｓ７/Ｖｉ
ｓｔａ/ＸＰ(日本語版) ※アップグレードインストールしたＷｉ
ｎｄｏｗｓには非対応です。※Ｗｉ
ｎｄｏｗｓ９５/９８/Ｍｅ/ＮＴ/２０００には非対応です。●コンピュータ本体(Ｃ
ＰＵ)：上記ＯＳが稼動するコンピュータ(８００ＭＨｚ以上のＣＰＵを推奨) ●メモリ：２５６ＭＢ以上(５１２ＭＢ以上を推奨) ●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)以上の解像度(Ｈｉ
ｇｈＣｏｌ
ｏｒ(１６ｂ
ｉ
ｔ)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)
※本製品はＭｉ
ｃｒ
ｏｓｏｆ
ｔＡｃｃｅｓｓ２００２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。他のバージョンの製品版Ａｃｃｅｓｓをご利用の場合､動作に影響を与える事があります｡
※｢かるがるできる青色申告｣および｢青色申告らくだ普及版｣は簡易簿記方式のソフトです。複式簿記ではありませんので仕訳伝票での入力や貸借対照表の作成機能等はありません。※会計期間は１月〜１２月で固定です。個人事業主専用です。法人には非対応です。※決算･申告
の処理は平成２１年(２００９年)分のみ対応します。記帳期間は無制限です。※農業には非対応です。｢かるがるできる青色申告｣は不動産には非対応です。※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。※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。※データの安全性確保のため､他の｢らくだ｣シリーズおよび｢かるがるできる｣シリーズとのデータ連動はしておりません。

平成２１年分 確定申告書Ｂ
作成プログラムについて

電子申告ソフト付き!!

所得税確定申告書の作成プログ
ラムを､弊社ウェブサイトより無料
でダウンロードできます。
入力データを基に､｢平成２１年分
の所得税の確定申告書Ｂ｣を､簡単
な操作で作成できます。
ＯＣＲ用紙
への印刷はもちろん､面倒な位置
合わせが不要なＡ４普通紙(白紙
のコピー 用紙 等)への印刷にも
対応します。

株式会社ＮＴＴデータの
｢電子申告の達人２０１０
(個人納税者用)｣を同梱
しています。
データ連携機能により､
入力したデータをもとに､
簡単な操作で電子申告を
行うことができます。

受付時間

電子申告もＯＫ
やさしい操作性で
初心者でも安心
◎青色申告･白色申告･確定申告 これ１本で すべてＯＫ!
◎不動産所得の申告もＯＫ! 兼業にも対応!
◎簡易簿記の普及版なら 簿記が分からなくても大丈夫!
◎｢電子申告の達人2010｣を同梱!
◎操作に関するサポートは無期限･無料!
◎わかりやすい操作マニュアル付き!

簿記が分からなくても大丈夫!!

簡易簿記だから､出納帳に
入力するだけで簡単申告!!

03-3352-6103

最大６５万円の特別控除が
受けられる複式簿記 方式!!

http://www.bsl-jp.com

ＢＳＬウェブサイト：

パッケージ内容：ＣＤ‑ＲＯＭ,操作マニュアル

Windows 7 / Vista / XP 対応

今日
から
すぐ
に使
えま
す

複式簿記の本格派!!

９：００〜１２：００ １３：００〜１７：００（土・日・祝祭日および弊社休業日を除く）

ご購入前のお客様：

個人事業者 専用
平成２１年分申告版

簡単

◎複式簿記のプロ版なら 本格的な経理処理を実現!

※製品のライセンス証書が付いています。平成２１年分(１名分)の申告に利用できます。電子申告を行うには､
電子証明書(住民基本台帳カード等)､ＩＣカード リーダライタ､ｅ‑Ｔａｘの開始届出等の事前準備､および
インターネット接続環境が必要です。(｢かるがるできる青色申告2010｣では別売となります)

※確定申告書の様式決定後に､提供を開始いたします｡（２０１０年２月上旬の予定）
ダウンロードにはインターネット接続環境が必要です。
※ＣＤ‑ＲＯＭをご希望の場合には別途､有償にてご提供いたします｡

◆製品に関するお問い合わせ先

ＢＳＬの業務ソフトは１８年の歴史と２５万社の実績｡ 簡単･便利･安心の青色申告ソフト!!

標準価格

9,800 円

(税込)

●運用対象：
●記帳方式：
●事業所数：
●決算･申告：

青色申告らくだプロ 2010

らく
らく
すぐ できる
でき
る!! !!
いつでも安心 ず〜っと安心

販売店

＊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

青色申告らくだ 2010普及版
標準価格 9,800 円(税込)

〒１６０−０００４ 東京都新宿区四谷４−１１日新ビル
ＴＥＬ．
０３−３３５２−６１０３ ＦＡＸ．
０３−３３５２−６１０８

http:// www.bsl- jp.com

CTL20091204-ARK10 2009年12月版

電話･ＦＡＸ･Ｅメールのサポート

円
※

無期限･無料サポート付き
青色申告らくだプロ 2010
標準価格 12,800 円(税込)

※通話･通信費用等はお客様のご負担
となります。詳しくはパッケージ裏面
または弊社ウェブサイトをご覧下さい｡

使いこなせる業務ソフト

簡易簿記方式

こんな方にお薦めです。

家計簿のようなやさしさで､
毎日の記帳が簡単!!
コツコツ記帳して､青色申告の
特典をシッカリ受けよう!!

簡易簿記の特徴

特別控除１０万円対応

・いままでは手書きの帳簿で申告の処理をしていた。
・他社の複式の青色申告ソフトを使いこなせず挫折した。
・貸方･借方･Ｂ/Ｓ･Ｐ/Ｌなどの簿記の用語は難しくてわからない。
・基本の帳簿は出納帳･売掛帳･買掛帳･経費帳･固定資産台帳の５種類。
・日常の収支に関する内容だけを記帳。収支以外の内容は省略できる。
・青色申告特別控除は１０万円。その他に受けられる特典は複式と同等。

簡単･手軽に記帳できる｢簡易簿記｣だから､
誰でも使える安心の申告ソフト!!
誰でも
簡単

簡易簿
記
１０万
円控
手軽
な
らくら 記帳で
く申告
!!

出納帳･売掛帳･買掛帳･経費帳･固定資産台帳の５種類の帳簿に記帳するだけで､
申告に必要な処理を簡単に行うことができます。さらに補助科目による緻密な
仕訳や､各種の集計機能を搭載し､より詳細な分析が可能です。

除

こんな方にお薦めです。

・貸方･借方の仕訳など､簿記の概念が理解できる。
・経営の状況を把握するにはＢ/Ｓ･Ｐ/Ｌを見るのが一番だ。
・本格的な経理処理で６５万円の青色申告特別控除を目指したい。

複式簿記方式

特別控除６５万円対応
申告のためだけに
記帳するのではない｡
経理情報を正しく把握し､
明日の経営に生かせる!!

複式簿記の特徴

・収益･費用に加え､資産や負債･資本などの動きをすべて記帳できる。
・損益計算書(Ｐ/Ｌ)だけでなく､貸借対照表(Ｂ/Ｓ)も作成が可能。
・最大６５万円の青色申告特別控除を受けることが可能。

最大６５万円控除が受けられる｢複式簿記｣で､
本格的な経理処理を実現できる!!
複

６５万円
控
式簿

記で

出納帳や経費帳などのシンプルな入力方法はもちろん､仕訳帳や振替伝票･入金
伝票出金伝票など各種の入力方式に対応し､本格的な経理処理を実現しています。
多彩な集計機能で経理情報を正しく把握できるので､情報を経営に生かせます!!

除対
応

本格
的な
らくら 記帳処理
く申告 で
!!

青色申告らくだ2010普及版

青色申告らくだプロ 2010

標準価格９,８００円(税込)

標準価格１２,８００円(税込)

帳簿はすべて自動連動!! 各種集計表も自動作成!!
ボタン操作１つで､決算書に帳簿内容を自動取込!!
簡易簿記

10万円控除対応

一般/不動産対応

振替伝票や仕訳帳はすべて自動的に連動!!
残高試算表や申告書は､ボタン操作１つで自動作成!!

｢電子申告の達人｣付き

一般事業専用のシンプル&低価格版!!
簡易簿記の簡単さをそのままに､機能を
厳選したシンプルな低価格版をご用意。
家計簿をつけるような手軽な操作で､
申告に必要な処理を､確実に行えます。

※一般の事業所得の申告専用です。不動産所得の
申告をされる場合は｢青色申告らくだ｣をご利用
下さい。

複式簿記

65万円控除対応

一般/不動産対応

｢電子申告の達人｣付き

全製品 共通機能

家事按分機能

白色申告対応

確定申告対応

電子申告対応

家賃や水道光熱費など､家事用
と事業用で共用している経費の
按分機能を搭載しています。
家事の割合を入力するだけで
経費を自動的に按分して､決算書
に計上することができます。

青色申告に加えて､白色申告の
｢収支内訳書｣による申告処理に
対応しています。
申告書の印刷はＯＣＲ用紙または
Ａ４普通紙(白紙)の､どちらでも
行えます。

平成２１年分の所得税の確定申告
書Ｂ(第一表･第二表)の作成機能
を搭載し､簡単な操作で申告書を
作成できます。ＯＣＲ用紙または
Ａ４普通紙(白紙)に印刷できます。

株式会社ＮＴＴデータの電子申告
システム｢電子申告の達人２０１０
(個人納税者用)｣との連携機能を
搭載しています。
入力したデータをもとに簡単な
操作で電子申告が行えます。

※その他の機能の違いについてはカタログ裏面を
ご覧ください。

かるがるできる青色申告2010
標準価格３,９９０円(税込)

簡易簿記

10万円控除対応

一 般 用

｢電子申告の達人(別売)｣連携

｢電子申告の達人２０１０｣は､ ｢青色申告
らくだ２０１０｣に同梱されています。
｢かるがるできる青色申告２０１０｣では､
別売となります。

