出納帳･売掛帳･買掛帳を
簡単･手軽に記帳できる
出納帳ソフトの決定版
◎簿記が苦手な方でも大丈夫 簡易簿記 なら記帳が簡単
◎柔軟な編集機能で明細の追加･修正や並べ替えが自由自在
◎出納帳に加えて売掛帳と買掛帳の記帳に対応
◎月次･年次･任意期間の科目別集計を簡単作成
◎事業計画の策定や照合に役立つ予算管理機能を搭載

帳簿数 無制限
出納帳
経費帳
残高自動計算
繰越自動計算
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
前期比較集計表
収支推移グラフ
消費税額集計表
消費税10%
軽減税率
売掛帳・買掛帳
補助科目集計表
予算管理

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。
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標準価格：9,900 円（税込）
（本体価格：9,000 円）

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

更新

インターネット 環境必須
対応OS：Windows 11/10

□ 決算は税理士に依頼しているので帳簿の記帳だけ行えれば十分という方
□ 毎日の記帳や残高計算をもっと手軽に簡単に行えるソフトをお探しの方

帳簿管理が
とっても
ラクだ♪

こんな方にオススメします !!

□ 出納帳だけでなく売掛帳や買掛帳も、冊数制限なしで記帳管理したい方

最新のサポート情報等をお知らせ
メニュー から作業を選択
選択リストで帳簿や科目をすばやく切り替え
さまざまな条件を指定して明細を検索
付箋付きの明細をすばやく検索可能
科目や摘要はその場で追加登録が可能
帳簿間の振替・行挿入・行入換も簡単

簡易簿記方式の本格出納帳ソフト!!

毎日の記帳が簡単･手軽!!

簡易簿 記方式ですので､これまで手書きや表計
算ソフトなどで帳簿をつけておられた方や､はじ
めて業務ソフトをご利用になる方､ 高額で難解
な財務会計ソフトで機能を持て余した経験のあ
る方などにもお勧めです。また現金出納帳や預
金出納帳など帳簿は何冊でも管理できるので、
柔軟な運用が可能です。個人事業者や小規模事
業者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。

正確な帳簿管理には、
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さを
プラス。毎日の記帳が素早く、便利に、
手軽に行え
ます。

様々な用途に利用可能

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。入力画面は手書きの帳簿と
同じ分かりやすいデザインで、日付・科目・金額
などを直接入力するだけの簡単操作。さらに日
付入力を支援する「カレンダー入力」や、金額入
力に便利な「電卓入力」など、パソコンならでは
の便利な機能も満載。毎日の記帳処理が、驚く
ほど楽になります。
複数帳簿に対応!!

多彩な帳簿の管理が可能
出 納帳は何冊でも作成できるので､ 現 金用･各
預金口座用･小口現金用など､用途に応じて帳簿
を分けて記帳できます。また売掛帳と買掛帳の
記帳にも対応し､ 取引先別に何冊でも管理でき
ます。さらには科目別 の 明細 編集で､売 上や 経
費の明細を一括して管理することが可能です。

快適な入力作業

●複数帳簿の管理
出納帳は何冊でも管理できるので、口座別に分け
て記帳できます。また売掛帳や買掛帳も、
取引先
を何件でも登録できます。また帳簿間の振替・売
掛金回収・買掛金支払などの明細は、各帳簿間で
自動連動します。
●自動並べ 替え・行挿入・行入換
明細は自動で日付順に並び替わるので、入力し忘
れた明細の追加が 簡単。行挿入や行複製も可能
です。また、同じ日付内の明細も行入換ができる
ので、通帳の記載順や科目順など、分かりやすい
順序に並べ 替えられます。
●日付簡易入力・カレンダー入力
記帳の際には日付の入力を省略可能。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、日にちだけを入力することもできます。
簡易カレンダー入力 機能を使えば、曜日を確認
しながら日付を指定して入力できます。
●科目・補助科目・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｡ 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
差引残高や繰越残高はすべて自動で計算。訂正
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色の付箋メモを貼り付けられ
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
用すると､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い
を 手 軽に入 力で きる繰 返し入 力 機 能 を搭 載 。
ボタン操作 一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。
●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
入力した帳 簿のデータは､ＥｘｃｅｌやＣＳＶなど
様 々な 形式 のファイルに 出 力可能 。出 力した
データは､各種のソフトで活用したり、税理士に
提 供して決算資 料として活用したりすることが
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
税区分（課税・非課税・免税・対象外）を、明細行
ごとに指定できます。さらに、税区分ごとの集計
資料を作成できるので、申告等の資料として活
用できます。

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。帳簿
の記録を細かく分類して、緻密に管理できます。
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。

見やすくきれいな帳簿!!

各種帳簿の印刷
入力した帳簿の明細は、BSLオリジナルの専用
帳票へ印刷できます。さらにA4・B5の 普通紙
（白紙のコピー用紙）にカラーの 罫線で見やすく
印刷することも可能です。印刷条件を指 定でき
るので、
1年分をまとめて印刷したり、特定の期
間の 明細や、特 定の帳簿だけを印 刷したりする
こともできます。また日付の表記方法や繰越行・
集計行・ページ番号の有 無なども、細かく指定
可能。入力した文字数 が 多くて欄に収まらない
時は、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。
PDFファイル への出力にも対応し、タブレット
端 末 で の 閲 覧やメール へ の 添 付も 簡単です。
ペーパレス化により、保管場所の削減にも貢献
します。
情報を活用できる集計表!!

豊富な集計機能
仕訳科目ごとの月次集計･年間集計､前年度との
比較 集計､各帳簿の残 高一覧 など､多彩な 集 計
機能を搭載。帳簿のデータ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
活用できます。

事業計画の策定や照合に役立つ!!

予算管理機能

科目ごとの 年度予算の 管 理が 可能。各科目に
年度予算を 設 定し、予算と実 績の比較 集 計や、
予算の消化状況の確認が、簡単に行えます。
CD-ROMドライブが無くてもOK!!

Webインストーラーをご用意
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。｢BSL Web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。

■ 主な機能

■主な仕様

■帳簿編集

帳簿置換

期間集計表

帳簿新規作成

科目置換

年間集計表

帳簿選択・切替

摘要置換

年間前期比較集計表

初期残高設定

表示拡大

年間収支推移グラフ

年度別編集

■印刷機能

補助科目集計表

月度別編集

帳簿タイトル変更
入力欄タイトル変更
■入力・編集操作

予算実績集計表

買掛帳印刷
複数帳簿一括印刷

■台帳管理

科目別帳簿印刷

帳簿設定

科目別帳簿一括印刷

売掛先設定

絞込検索印刷

カレンダー入力

買掛先設定

普通紙印刷

日付省略入力

科目台帳

普通紙カラー印刷

科目コード入力

補助科目台帳

専用用紙印刷

科目随時登録
摘要リスト随時登録
金額数式入力
金額電卓入力

付箋設定

集計行印刷
繰越行印刷

■データ管理機能

ページ番号印刷

データファイル新規作成

同一日付非表示

残高自動計算

付箋（最大10色）
付箋メモ

バックアップ・復元

軽減税率対象記載

旧バージョンデータ移行

印刷位置自動調整

売掛先選択リスト
買掛先選択リスト
科目選択リスト

エクスポート（Excel,CSV,TSV）

■予算管理機能

■サービス・サポート

科目別予算額設定

BSLからのお知らせ表示（オンライン）

前年度予算参照

ユーザー登録（FAX・オンライン）

前年度実績参照

日付検索

更新プログラムダウンロード

科目検索

■集計機能

サポート情報（オンライン）

摘要検索

入出金集計表

サポート問い合わせ（FAX・オンライン）

付箋検索

残高確認表

オンライン購入

帳簿間振替（帳簿間連動）

月次集計表

操作マニュアルダウンロード
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繰返入力
行挿入

■動作環境（運用に必要なシステム要件）

簡易簿記方式で

行入換

● 対応OS：Windows 11
（詳細は

様々な用途に使える
簡単・便利で多彩な機能

全削除

出納帳ソフトの決定版

日付置換

安心保証

標準価格：9,900 円
（本体価格：9,000 円）

安心その2

安心その1

︵税 込︶

行削除

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。また仕訳や税務相談等は、
税理士法
により禁じられているためご案内できま
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。

◆ 製品に関するお問い合わせ先（ご購入前のお客様）

03 - 3352 - 6103

出納帳･売掛帳･買掛帳･科目別明細
Ａ４普通紙・Ｂ５普通紙
ＢＳＬ専用サプライ用紙
ＢＳ
‐
３００１･ＢＳ
‐
３００２･ＢＳ
‐
３００４
● 各種集計表
Ａ４普通紙（すべての集計表）
Ａ３普通紙（年間集計表のみ）
● 各種台帳
Ａ４普通紙
※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。

売掛金回収（帳簿間連動）
買掛金支払（帳簿間連動）

■対応用紙
●

ユーザー登録変更（FAX・オンライン）

科目別予算残高

帳簿検索

※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。

パスワード設定

印刷位置手動調整

出納帳選択リスト

※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､貸借対照表や損益計算書の作成機能､振替伝票や仕訳帳での入力､
決算書作成機能等はありません。複式簿記による記帳処理をご希望の場
合は「会計らくだ」をご利用ください。

クラウドストレージ連携

自動文字縮小

消費税区分選択

※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。

データファイル切替

西暦・和暦設定

消費税自動計算

（CSVやExcel等の外部データの取込は不可）

データ出力： Ｅｘｃｅｌ，
ＣＳＶ，
ＴＳＶ, 会計インポート形式
汎用インポート形式
● 帳簿出力：
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
●

科目区分台帳

改ページ設定

摘要自動入力

●

消費税集計表

売掛帳印刷

科目別編集

●

補助科目年間集計表

出納帳印刷

帳簿別編集

記帳方式： 簡易簿記（単式簿記）
事業所数： 無制限（データファイル数無制限）
会計期間： 期首日付は任意設定可能
● 帳簿種類：
出納帳･売掛帳･買掛帳･科目別明細
● 帳簿数：
無制限（出納帳･売掛帳･買掛帳 各２００冊以内を推奨）
● 明細行数：
無制限（月平均１,０００明細以内を推奨）
● 科目･補助科目コード：最大９桁の整数（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：全角２５文字
（全角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： 全角２５文字（全角２０文字以内を推奨）
● 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
● 消費税率：
10% , 8%（軽減税率）, 8% , 5%
● 消費税端数処理：切捨て･切上げ･四捨五入
● 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
● 付箋：
６色（最大１０色）
● 付箋メモ：
全角２５５文字（全角９０文字以内を推奨）
● 予算管理：
対応（科目別 年度予算）
● 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：「出納らくだ6」
シリーズ以降および「かるがるできる
出納4」以降のデータを移行可能
●

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。
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｡

◆ 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。
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