売上を分析して販売戦略に活用
伝票を作成するだけで
売上集計までできる

見積書
納品書
請求書
領収証
A4・B5白紙対応
カラー印刷
PDF 出力
宛名ラベル
得意先台帳
商品台帳
インポート
エクスポート
消費税10%
軽減税率
複数単価
得意先別掛率
各種集計

◎伝票を豊富な書式でキレイに印刷 カラー 印刷もＯＫ
◎作成した伝票データをPDFファイルに出力可能
◎得意先別や商品別の集計機能で詳細な分析が可能
◎ CSV形式の得意先・商品データをインポート可能
◎締め処理・合計請求書の自動作成に対応（プロ版）
◎消費税10% および軽減税率に対応 複数税率の混在もＯＫ

プロ版だけの機能！

締め処理
合計請求書
売掛残高集計
販売・在庫ソフト部門 12度目

売上
本数

2020年までのメーカー別シェア
BCNランキング データに 基づく自社調べ

操作サポート&
ソフトの 更新

15ヵ月間無償
※お問い合わせに係る通話・通信費用等は
お客様のご負担です。詳細はパッケージ
裏面をご覧ください。

15ヵ月間の無償保守サービス付き

無償期間終了後も低価格で更新可能

販売らくだ 22 普及版
標準価格：10,780 円（税込）
（本体価格： 9,800 円）

更新

販売らくだプロ 22
標準価格：21,780 円（税込）
（本体価格：19,800 円）

インターネット 環境必須
対応OS：Windows 11/10

□ 見栄えの良い伝票を簡単な操作で手軽に作れるソフトをお探しの方
□伝票の修正や再発行などに柔軟に対応できるソフトをお探しの方
□伝票作成だけでなく商品別･得意先別の集計もしっかりと行いたい方

伝票作成 が
とっても
ラクだ♪

こんな方に オススメします!!

□毎月の締め処理･請求処理や売掛金の管理を確実に行いたい方 (プロ版)

実物の明細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！
！

メニューから作業を選択
サポート情報やアップデート情報をお知らせ
用紙型番はいつでも自由に変更可能
予測候補リストで すばやく検索･入力
件名･挨拶文･項目名などを自由に編集
操作ボタンで各種の機能を呼び出し
手軽に導入できる伝票作成ソフト!!

快適な入力を実現する先進のユーザー インターフェース!!

販売業務に欠かせない､見積書･納品書･請求書･
領収証を､手軽な操作で作成できます。信頼度
アップにつながる専用用紙に加え､普通紙（白紙の
にも対応。普通紙では白黒/カラー
コピー用紙等）
印刷やPDF出力も可能です。多彩な伝票フォー
マットから用途に合った形式を選ぶだけの簡単
操作です。

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､
入力時間を大幅に削減
できます｡

各種伝票を手軽に作成

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
追求しました。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｡
また､マスタ 情報は
CSV 形 式 の 外 部
ファイル からの取り
込みも可能です｡

予測候補リスト

伝票発行は手間をかけずに簡単に!!

快適な編集機能

毎日の伝票作成の作業効率を向上できるよう､
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しました。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｡
●会社印･社名ロゴの印刷
自社名欄には､会社印の印影や社名ロゴの印刷が
可能。印影やロゴなどの画像ファイル（BMP, JPEG）
を登録すると､自社名欄へ印刷できます。位置や
サイズも微調整できます。

●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
番号を付番できるので､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､行の挿入･複製･行入換など､自由自
在に編集できます。さらに､他の伝票からの部分
コピーなども簡単です｡
●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｡
●消費税10%・軽減税率
明細行ごとに標準税率・軽減税率を指定できる
ので、異なる税率 の混 在した伝 票を作成可能。
税率ごとに区分した合計も、自動的に記載でき
ます。
（「区分記載請求書等保存方式」に対応）
●伝票の転記
見積書から納品書へ転記､ 納品書から請求書へ
転記など､ボタン操作一つで可能です。また､内容
の一部異なる見積書を新たに作成する場合など
にも便利です｡

CD-ROMドライブが無くてもOK!!

一覧で速やかに伝票を確認!!

標準＋5種類の単価で実務を支援!!

CD‑ROMドライブが 無い コンピューター にも
インストール可能です。｢BSLWebインストーラー｣
を使用すると、製品パッケージに同梱されている
シリアル ナンバー を 入力するだけで、インター
ネットから自動的にプログラムをダウンロードし、
インストールを行います。

伝票を速やかに確認できる伝票一覧画面を搭載。
目的の伝票を速やかに検索ができます。また最大
３色の付箋メモで
伝 票を分類でき
ます。さらに選 択
した 伝 票 の 明 細
が表示されるので､
伝票を開かなくて
も確認ができます｡

複数の単価設定に対応。商品マスタには「標準単
価」に加え､さらに5種類の単価を登録できるの
で､取引条件等で単価が変わる場合も簡単に対
応できます。また各得意先にどの単価を適用する
のかを､あらかじめ指定しておくこともできます｡

Webインストーラーをご用意

伝票・集計表・台帳を素早くPDF出力!!

PDF でよりスピーディな商談
PDF出力機能を搭載！例えば見積書
をPDFに出力できるので、郵送よりも
素早くメールで送ることができ、
商談
をスピーディに進める助けになります。
[ 印刷 → 封入→ 封緘 → 宛名 → 切手貼り→ 投函]
の作業が [PDF出力 →メール添付送信 ]のみで
送れます。
（普通紙タイプの伝票のみPDF形式の
ファイルとして出力できます）また、各種集計表
や 各種台帳 も PDFとして保存 することが でき、
オフィスの ペーパーレスに貢献します｡

PDF

便利な伝票一覧画面

複数単価

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｡

データ取込･データ出力
得意先や商品の台
帳 は､C S V 形 式の
ファイルからの取り
込 み（インポート）
が 可 能 です。他 の
ソフト等に蓄積され
たデータを活用して、すぐに運用を開始できます｡
さらに、
「 販売らくだ」に入力した伝票や台帳の
データ､各種の集計データは､ExcelやCSV形式
のファイルへ出力（エクスポート）が可能です。
入力したデータを様々なソフトで活用できます｡

得意先別掛率

各得意先に対する「掛け率」の設定に対応。得意先
マスタに各得意先との取引条件等に応じた掛け率
を設定すると、編集中の伝票へ商品マスタから
単価を取り込む際に、掛け率を乗じた金額が自動
的に記載されます。
毎月の請求処理もおまかせ!!

締め処理･合計請求書

のみ

台帳データを柔軟に管理･活用!!

得意先ごとの掛け率を伝票へ自動で反映!!

締め請求の処理に対応。得意先や対象期間などを
指定するだけの簡単な操作で､合計請求書を一括
発行できます。また締め処理の後に入力し忘れた
取引が見つかった場合でも､簡単な操作であと
から内容を追加できるので安心です。毎月の請求
処理を､短時間で確実に処理できます。

売掛金の管理

のみ

回収状況を緻密に管理!!

「売掛残高一覧」
の集計機能を搭載。得意先ごとの
未回収残高が一目で把握できるので､回収漏れを
防止できます。
売上･入金の履歴
や得意先別元帳な
ど､本格的な販売
管理を実現するた
めの多彩な集計
機能が搭載されて
います。

※画面イメージおよび印刷見本はプロ版です｡

■主な機能

※緑表示の文字はプロ版のみの機能です。

■主な仕様
事業所数： 無制限（データファイル数無制限）
得意先数： 無制限（1,000件以内を推奨）
商品数：
無制限（1,000点以内を推奨）
● 各伝票数：
無制限（1,000枚/月以内を推奨）
● 伝票明細行数：
1件の伝票につき最大1,500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2桁）〜 整数7桁
● 単価：
整数7桁（小数2桁）〜 整数9桁
● 複数単価：
最大6種類
● 得意先別掛率：0〜999.9%
● 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
● 消費税率：
10% , 8%（軽減税率）, 8% , 5%

■伝票作成機能

売上計上先指定

■締め処理 (合計請求書一括自動作成)

■台帳管理機能

●

見積書作成

請求方法設定

請求処理対象自動選択

商品台帳管理

●

請求処理対象任意選択

課税区分設定

締め日任意指定

税抜単価設定

前回請求額自動取込

税込単価設定

入金額自動取込

複数単価

軽減税率対象記載

自社宛発注書作成

伝票転記

納品書作成

伝票削除

売上伝票作成

伝票エクスポート

請求書作成

■伝票明細編集機能

合計請求書作成

振込手数料自動取込

商品随時マスタ登録

合計請求書（明細付）作成

今回請求額自動計算

商品予測候補リスト

領収証作成

伝票明細自動取込

商品検索

入金伝票作成

消費税計算方法選択

集計先商品指定

宛名ラベル作成

振込先銀行選択

単位候補リスト

送付状作成
BSL専用サプライ用紙対応
HISAGO専用用紙対応

■印刷機能

数式入力

伝票個別印刷

電卓入力

伝票一括印刷

課税区分設定

普通紙（白紙）対応

伝票一覧印刷

税率別合計行設定

PDF出力

小計行設定

印刷プレビュー

■伝票編集機能

メモ行設定

印刷部数指定

用紙型番選択

明細行挿入

印刷位置自動調整

用紙型番変更

明細行複製

印刷位置手動調整

明細行入換

自社名印刷

伝票番号自動連番

明細行削除

伝票項目名編集

会社印･社名ロゴ印刷

他伝票締め取込

件名編集

カラー印刷

他伝票明細取込

挨拶文編集

ページ番号印刷

ページ移動

日付自動入力

■集計機能

■伝票一覧機能

カレンダー入力

並び順指定

得意先随時マスタ登録

発行日絞込検索

得意先予測候補リスト

得意先絞込検索

得意先検索

商品絞込検索

得意先宛名書式選択

任意項目絞込検索

担当者名入力
自社名印刷設定
数量小数桁数設定

商品台帳印刷
商品台帳インポート
商品台帳エクスポート

（「区分記載請求書等保存方式」に対応）

締め処理： 「販売らくだプロ」のみ対応※
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：「販売らくだ6」
シリーズ 以 降、および「かるがる
できる販売4」以降のデータを移行可能
●

得意先台帳管理

●

売上計上先設定
請求方法設定

（普及版では｢販売らくだプロ｣のデータは移行不可）

締め日設定

データ取込： 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
● 伝票出力：
PDF（普通紙のみ 専用用紙は不可）
● 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
●
●

売掛残高設定
得意先検索
得意先並び順変更

※締め処理（複数の納品書等から合計請求書を一括して自動作成する）機能
は「販売らくだプロ」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。
※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。
※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。

得意先台帳印刷
得意先台帳インポート
得意先台帳エクスポート

※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。

■データ管理機能
データファイル新規作成・切替
クラウド ストレージ連携
旧バージョンデータ移行

得意先別ランキング

パスワード設定

商品別売上

■サービス･サポート

売掛残高一覧

売上計上設定

商品並び順変更

バックアップ・復元

日別売上入金

グループ表示（日･月）

商品検索

得意先別年間売上

商品別ランキング

一覧表示内容選択

消費税書式設定

得意先別掛率

得意先別売上

商品別年間売上

●

■対応用紙
●

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）
更新プログラム ダウンロード
サポート情報（オンライン）

伝票個別削除

商品元帳（明細有･無）

サポート問い合わせ（FAX･オンライン）

金額端数処理設定

伝票一括削除

日別元帳（明細有･無）

オンライン購入

消費税端数処理設定

伝票一覧エクスポート

集計表エクスポート

操作マニュアル ダウンロード

単価小数桁数設定

安心保証

安心その2

安心その1

各種一覧）

B5普通紙（見積書・納品書・請求書・領収証）
BSL専用サプライ用紙
BH -1001・BH -1002・BH -1007（納品書）/ BH -1003S
（請求書）/ BH-1004S・BH -1005（合計請求書）/ BH -1006
（見積書）/ BZ-4001（見積書・納品書・請求書）/ A4CF2・A4HF2
（見積書・納品書・請求書・領収証）/ A4CF3・A4HF3（納品書・領収証）
LDW12PG（宛名ラベル）
● HISAGO用紙
GB45・GB550・GB1106・GB1110・GB1173（納品書）
GB1120（請求書）/ GB46・GB48・GB1116・GB1121
GB1122（合計請求書）/ GB1182 （見積書・納品書・請求書）
GB861・GB961（宛名ラベル）
● エーワン
72212・72318・72321・72324（宛名ラベル）
●

得意先元帳（明細有･無）

伝票明細表示

普通紙
A4普通紙（見積書・納品書・請求書・領収証・送付状・台帳・集計表・

※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。

安心その3

無償保守サービス 挫折買取サービス（1年間） 災害支援サービス
（15ヵ月間） 弊社では｢挫折撲滅!!｣を目標として掲げ､ もしも､自然災害や火災･盗難

ご購入後15ヵ月間、
「無償保守サービス」をご
提供いたします。製品プログラムの更新や、電話・
FAX・Eメールでの操作問い合わせなど、安心の
ユーザーサポートをご提供いたします。
ご購入後に無料のユーザー登録をいただき
ますと、製品の更新プログラムの「ダウン
ロード提供」や、電話・FAX・Eメールによ
る「操作サポート」等、各種ユーザーサポー
トを15ヵ月間、無償でご提供いたします。
（通信・通話費用はお客様のご負担となり
ます。また会計処理、税務相談、社会保険
処理等に関する質問は、法律の定めによ
りご案内できません）
「無償保守サービス」
の終了後は、有償の「年間保守サービス」
を任意でお申し込み頂けます。

更新

どなたにも 確実に使いこなして頂ける
よう努めております。弊社サポートセン
ターにご相談いただいたうえで､製品に
備わっている機能の操作において挫折
し 運用困難と 弊社にて判断した場合､
挫折情報の買取サービスをいたします。

本サービスの適用は､弊社サポートセンター の 判断により
ます。お客様のご都合による返品（ 機能不足･不満足･業務
不適合･業務知識不足･機器不適合等､および お客様のご都合
による運用中止等を含む ）は､対象外です。購入日より１年
以内に限ります。販売店では受け付けておりません。購入
時の証憑等が必要です。購入金額から手数料等を引いた
金額で買い取ります。
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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

本サービスは､ユーザー 登録の登録住所地に
おいて､ 登録者本人が被災された場合に限り
ます。提供は製品媒体に限ります。コンピュー
ター 本体やデータの復旧､サプライ用品 等に
ついては対象外です。状況により､後継製品の
ご提供 等による対応となる場合があります。

詳細は本製品の添付文書または弊社ウェブ
サイト(www.bsl-jp.com)をご覧ください｡

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

︵税 込︶

︵税 込︶

03 - 3352 - 6103

■動作環境（運用に必要なシステム要件）
● 対応OS：Windows 11
（詳細は
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標準価格：10,780 円
（本体価格： 9,800 円）
◆ 製品に関するお問い合わせ先（ご購入前のお客様）

などで 本製品が使用不能と
なった場合でも､お客様の事業
の継 続を支援するため､製品
媒体（ＣＤ‑ＲＯＭ,マニュアル）
を､
無償でご提供いたします。

標準価格：21,780 円
（本体価格：19,800 円）
◆ BSLウェブサイト

www.bsl-jp.com

www.bsl-jp.com/win11 をご覧ください）
Windows10 Home / Pro（32bit / 64bit）
（日本語版）※Windows10 のバー
ジョン 2004/20H2/21H1で動作します。それ以前のバージョンは動作保証
対象外です。本製品の発売期間中に新しいバージョンがリリースされた場合、
対応状況等を弊社ウェブサイトでご案内します。本製品の発売終了後にリリース
される新しいバージョンは動作保証対象外です。※OSの地域設定は「日本」
、言語
設定・システムロケール等は「日本語」
、日付設定は「西暦（日本語）
」
、Microsoft
Update（Windows Update の詳細オプション「Windowsの更新時に他の
Microsoft 製品の更新プログラムを受け取る」）を有効にして、ご使用ください。
※Windows10 の「Sモード」および「タブレットモード」は非対応です。※Win
dows 8.1 以前のOSからアップグレードインストールしたWindowsは動作保証
対象外です。● コンピューター本体（CPU）
：対応OSが稼動するx86/x64 ベース
プロセッサのコンピューター（2GHz 以上のCPUを推奨）※キーボードおよび
マウス等の使用を推奨します。● メモリ：2GB以上 ● ハードディスク：セットアップ
のために500MB以上の空き容量 実行時に作業領域として1GB以上の空き容量
※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。※さらに1GB〜4GB程度の空き容量が
必要になる場合があります。
「動作に必要なソフトウェア」の項目をご確認くだ
さい。● ディスプレイ：XGA（1024×768）以上の解像度※ディスプレイの「項目
のサイズ」の設定
（DPI）は、
150%以下でご使用ください。それ以上のサイズでは
正しく表示されない場合があります。● プリンター：OSに対応したプリンター
（プリンターの機種により使用可能な用紙は異なります）● インターネット環境：
インターネットに接続できる環境が必要 ※本製品を使用するコンピューターが
直接インターネットに接続している必要があります。● セットアップ方法：CD-ROM
またはダウンロード ※製品同梱のCD-ROMでセットアップする場合は、CD-ROM
ドライブ等が必要です。
ドライブの無いコンピューター の場合は、ダウンロードに
よるセットアップが可能です。● 動作に必要なソフトウェア：本製品はMicrosoft
Access 2013 Runtimeの32bit版を使用しています。インストール済みでない
場合は、セットアップの際に自動的にインストールされます。その際、ハードディスク
に3GBの空き容量が別途必要です。Microsoft Oﬃce 製品の64bit版がインス
トールされている場合、Access 2013 Runtimeの64bit版のダウンロードが
必要になる場合があります。また本製品は .NET Framework 3.5を使用して
います。インストール済みでない場合は、機能の有効化が必要です。有効化の際に
ダウンロードが必要になる場合があります。その際、ハードディスクに1GBの
空き容量が別途必要です。
※Microsoftによるサポートが終了したOSは、
その時点で弊社の動作保証対象
外になります。※Microsoft Accessをご利用の場合、動作に影響を与える
ことがあります。※ストア アプリ版のMicrosoft Oﬃceをご利用の場合、
本製品
は動作しません。デスクトップ アプリ版への入れ替え（再インストール）が必要
です。※弊社製品「らくだ」シリーズ、
「かるがるできる」シリーズの旧バージョン
をご利用の場 合、動作に影響を与えることがあります。当該製品を本製品と
同一のバージョンにしてご利用になることを推奨します。※諸般の事情により、
製品の仕様・対応用紙・デザイン・動作環境等は変更することがあります。※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。※製品内容や動作
環境の詳細、印刷見本、およびユーザーサポートの詳細については、弊社ウェブ
サイトをご覧ください。
（www.bsl-jp.com）

＊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。

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