
 
 
 
 
 

 かるがるできる販売 21 
見積・納品・請求書＋領収証 

販売らくだ 21 普及版 販売らくだプロ 21 

標準価格 4,180 円（税込） 

（本体価格 3,800 円） 

10,780 円（税込） 

（本体価格 9,800 円） 

21,780 円（税込） 

（本体価格 19,800 円） 

作成伝票種類 

見積書・発注書の種類 普通紙：44 種類 / BSL 用紙：6 種類 普通紙：44 種類 / BSL 用紙：6 種類 

ヒサゴ用紙：1 種類 

普通紙：44 種類 / BSL 用紙：6 種類 

ヒサゴ用紙：1 種類 

鏡付き見積書の種類 － 普通紙：8 種類 普通紙：8 種類 

納品書の種類 普通紙：25 種類 / BSL 用紙：16 種類 普通紙：25 種類 / BSL 用紙：16 種類 

ヒサゴ用紙：6 種類 

普通紙：25 種類 / BSL 用紙：16 種類 

ヒサゴ用紙：6 種類 

請求書の種類 普通紙：24 種類 / BSL 用紙：6 種類 普通紙：24 種類 / BSL 用紙：6 種類 

ヒサゴ用紙：2 種類 

普通紙：24 種類 / BSL 用紙 6 種類 

ヒサゴ用紙：2 種類 

合計請求書の種類 普通紙：9 種類 / BSL 用紙：2 種類 普通紙：9 種類 / BSL 用紙：2 種類 

ヒサゴ用紙：5 種類 

普通紙：9 種類 / BSL 用紙：2 種類 

ヒサゴ用紙：5 種類 

領収証の種類 普通紙：10 種類 / BSL 用紙：4 種類 普通紙：10 種類 / BSL 用紙：4 種類 普通紙：10 種類 / BSL 用紙：4 種類 

主な機能 

お知らせ機能 ○ ○ ○ 

予測候補リスト ○ ○ ○ 

随時マスタ登録 ○ ○ ○ 

複数単価 －（標準単価のみ） ○（標準単価 + 5 種類） ○（標準単価 + 5 種類） 

得意先別掛率 － ○（0～999.9％） ○（0～999.9％） 

伝票転記機能 

（一伝票全体コピー） 
○ ○ ○ 

他伝票明細取込機能 

（一部分明細コピー） 

－ ○ ○ 

PDF, XPS 出力 
○（各種伝票，集計表，台帳，送付状。

ただし、白紙フォーマットのみ） 

○（各種伝票，集計表，台帳，送付状。た

だし、白紙フォーマットのみ） 

○（各種伝票，集計表，台帳，送付状。

ただし、白紙フォーマットのみ） 

クラウドストレージ連携 ○ ○ ○ 

宛名ラベル LDW12PG（BSL） LDW12PG（BSL） 

GB861・GB961（ヒサゴ） 

72212・72318・72321・72324（エーワン） 

LDW12PG（BSL） 

GB861・GB961（ヒサゴ） 

72212・72318・72321・72324（エーワン） 

請求処理機能 

都度請求 ○ ○ ○ 

締め請求 － － ○（合計請求書の自動作成対応） 

売上管理機能 

売上管理 － ○ ○ 

各種集計表の作成 － ○ ○ 

集計表・一覧印刷 

（A4 普通紙） 

各種伝票一覧表 各種伝票一覧表 

得意先別売上集計表 

得意先別商品売上集計表 

得意先別年間売上集計表 

商品別売上集計表 

商品別得意先売上集計表 

商品別年間売上集計表 

日別売上入金一覧表 

 

得意先元帳 

商品元帳 

日別元帳 

各種伝票一覧表 

得意先別売上集計表 

得意先別商品売上集計表 

得意先別年間売上集計表 

商品別売上集計表 

商品別得意先売上集計表 

商品別年間売上集計表 

日別売上入金一覧表 

売掛残高一覧表 

得意先元帳 

商品元帳 

日別元帳 

データ等 

事業所数 
（データファイル数） 

1 事業所 

（データファイル 1 件のみ） 

無制限 

（データファイル数無制限） 

無制限 

（データファイル数無制限） 

データ移行 「かるがるできる販売２」以降のデータを

移行可能。（ 「かるがるできる販売２

（Ver.2.00）」から移行した場合、伝票のレ

イアウトは移行前と異なる形状となります） 

「販売らくだ４普及版」以降および「かるが

るできる販売２」以降のデータを移行可能

（「販売らくだプロ」のデータは移行不可）

（「かるがるできる販売２」から移行した場

合、伝票のレイアウトは移行前と異なる形

状となります） 

「販売らくだ４」シリーズ以降、「販売らく

だ 20 普及版」および「かるがるできる販

売２」以降のデータを移行可能（「かる

がるできる販売２」から移行した場合、

伝票のレイアウトは移行前と異なる形状

となります） 

データ取込 ○（CSV 形式の得意先・商品データを取

込可能） 

○（CSV 形式の得意先・商品データを取

込可能） 

○（CSV 形式の得意先・商品データを

取込可能） 

データ出力 ○（Excel・CSV・TSV） ○（Excel・CSV・TSV） ○（Excel・CSV・TSV） 

※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つに付き最大 2台のコンピューターでご利用いただけます。（ただし同一データファイルの同時利用はできません）※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」シリーズとのデータ連動はしておりません。※上記仕様は、改良のため予告なしに変更することがあります。※法改正等により製品プログラムに変更が

必要と弊社にて判断した場合、「無償保守サービス」または有償の「年間保守サービス」の提供期間中、「対応版プログラム」をダウンロードしていただけます。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く

ださい。※各用紙のレイアウトおよびフォントは固定です。※上記「普通紙」とは、市販のコピー用紙等（白紙）への印刷です。※お使いのプリンター機種により使用可能な用紙は異なります。※対応用紙および書式

仕様は変更することがあります。 

「かるがるできる販売 21」・「販売らくだ 21」 機能比較表 
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