
ソフトを変えると以前の伝票が使えないのだろうか？

伝票類はすべて白紙にきれいに印刷させたい！

もう手書きの書類は使いたくない！

申請書類や制度の変更のたびに費用がかかりすぎる！

ソフト会社に頼らず自社でもっと活用範囲を広げたい！

とにかく安くて使いやすいソフトがほしい！

《主な特長》

● 業務の流れに即したシンプル操作でパソコンの苦手な人もスムーズに使いこなせます。

● Microsoft SQL Server対応でLANからWANまで高速レスポンス！売上履歴明細からの高速検索も可能。

● 車検証のＱＲコード読取機能で車両登録が簡単！（別途バーコードリーダーが必要）

● 代車の予約状況がカレンダー表示で簡単確認！

● 「車検日」「点検日」「消耗品交換時期」「入庫予定日」がカレンダー表示で簡単確認！

● 入力途中の売上伝票画面はそのままで、急ぎの売上伝票発行処理が可能となりました。！

● 型式類別諸元データ約6８万件搭載で車検証の登録が更にカンタン！（ｵﾌﾟｼｮﾝ機能）

● 日整連標準作業に連動した部品価格データ搭載（価格更新年4回）！（ｵﾌﾟｼｮﾝ機能）

● 伝票、見積書、注文書、各種帳票の自由設計機能を搭載しています！

● 予約、入庫、作業管理機能で現在の状況をすばやく把握できます。

● 顧客毎に使用する売上伝票のタイプを設定し、４種類のパターンが使い分けできます。

● 鈑金作業の指数や部品単価を車種別に自動記憶します。

● 重機（上物）管理機能搭載！性能検査や特次検査、年次検査等の管理ができます。

● 入庫車両の作業指示書に過去の入庫歴を印字できます。

● 消耗交換部品管理機能でジャストインシステムに対応いたします。

● 自賠責保険共同システム「e-JIBAI」に登録車両データを転送して保険証の発行ができます。

● コグニセブン（ｺｸﾞﾆﾋﾞｼﾞｮﾝ㈱）や財務会計ソフト等、外部アプリとの連携も万全です。

★ 生産性向上設備投資促進税制の申請に必要な先端設備ソフトウェアに認定されています。

整備 - 鈑金 - 車両販売まで、すべておまかせください！

が解決いたします！



● 「車検日」「点検日」「入庫予定日」「消耗品
交換時期」をカレンダー上で表示します。

● 表示画面上の登録番号のクリックで車両照会画面
へジャンプ、更に詳細な情報を確認できます。

● 表示画面から直接それぞれの用途に応じた一覧
表や案内はがき等の印刷が可能です。

● 他の作業中いつでもカレダー表示は可能です。

● 受付管理機能と連動し、カレンダー上で代車の
管理ができます。

● カレンダー上でドラッグするだけで予約日と車
種の入力ができます。

独自のアイデイアや機能が満載です！！

各種車両情報をカレンダー上に表示！

月別の状況把握が一目瞭然！

カレンダー上で代車管理！

入庫予約時に威力を発揮！



● 簡単操作で車検証のＱＲｺｰﾄﾞを読取り、登録番号や車台 番号等のデータを登録画面に転送！
● アウダセブンをワンタッチで起動し登録データを転送、即鈑金見積作業を開始することもできます！

文字入力が苦手な方もこれならＯＫ！

（ハンディースキャナーによる連結ＱＲコード読取！）

● 売上伝票１件につき８枚の写真が登録できます。
● 登録された８枚の写真を決められた書式で印刷可能。
● 選択された写真には簡単なコメントも入れられます。
● 履歴照会時にいつでもワンタッチで写真を参照できます。
● 保存写真の大きさが設定でき、自動縮小しますので保存

枚数が増えても容量が節約できます。

事故車の協定用写真管理や、取替部品の説明などに威力を発揮いたします。

車検証のＱＲコード読込み機能搭載！

履歴写真管理機能！！

売上伝票入力画面Ｗダブル起動！！

●入力途中の売上伝票画面はそのままで、急ぎの売上伝票発行処理が可能となりました。！

急な伝票が出ても現在入力中の作業を中断しないでＯＫ！



● 売上伝票発行時に今回交換しなかった消耗交換部品について次回の交換時期目安を設定し、売上伝票
と同時に「消耗部品状況報告書」を印刷しお客様にお渡しできます。

● また、交換部品のデータ検索機能でDM作成等顧客の入庫促進がはかれます。

ジャストインシステムに対応！

操作画面拡大機能搭載！

● 点検期日による入庫予定車両を一括で読込み、
目視で確実に入庫予約のチェックができます。

● 入庫から出庫までの各作業進捗が一覧でき、現
在の状況をすばやく把握できます。

● 一覧管理画面から各作業の入力画面を直接起動
することができます。

● 売上処理も漏れの無いようチェックできます！

車検点検 入庫率100％を確保！！

予約・作業管理機能で入庫率Up！！

● 最近のディスプレイは高解像度化し、相対的に
表示文字が小さくなってしまします。
年輩者にはちょっと辛いですね。

● そんな時、FrontAcePro8は操作画面の大き
さを変更することができます！

130％Up



● 売上伝票や各種集計表の印刷ﾚｲｱｳﾄや検索条件が自由に設計可能！最適な環境作りができます。
● ﾌｫｰﾑｵｰﾊﾞｰﾚｲ機能を使用し、白紙に印字品質の高い伝票や見積書が印字できます。
● 写真ﾃﾞｰﾀの設計･印刷も可能、中古車見積書、顧客・車両台帳で活用できます。
● 基本ﾃﾞｰﾀ項目はCSVﾌｧｲﾙへの出力ができますので更に加工再利用が可能となります。
● 案内はがきを作成する感覚で、お客様の携帯やPCに車検案内等の一括メール送信が可能です。
● 既存設計ﾃﾞｰﾀのｺﾋﾟｰ再利用がﾜﾝﾀｯﾁで可能、ﾚｲｱｳﾄや検索条件変更等ﾕｰｻﾞｰﾚﾍﾞﾙで容易に帳票作成 が可

能となります。

《詳細レイアウト設定画面》

《ﾌｫｰﾑｵｰﾊﾞｰﾚｲ機能で白紙に伝票や見積書を印字》

申請書類等の変更があっても余分な
費用をかけずに自由に変更できます。

FrontAcePro8は案内ハガキを印刷する感覚で対象のお客様毎に案内
メールを自動作成するこができます。
ワンタッチで携帯電話やパソコンにメール送信するこができます。

請求書やチラシにQRコードを印刷し、お客様のメールアドレスをご登録いた
だくことによりお客様の固定化や入庫率のUpにつながります。また、携帯電
話用ホームページ作成のお手伝いも行っております。

請求書等にQRコードを印刷すること
ができますので工夫次第で応用範
囲が更に広がります。

山本 康雄 様
毎度ありがとうございます
長岡300の4967の車検期限
がH22/01/08でございます。
整備代を除く諸費用は、、、
34,080円となります。

メールまたはお電話によるご
予約をお待ち申し上げており
ます。

○○○自動車
Tel 03-1212-0000

各種帳票印刷の自由設計機能搭載！

専用伝票やオリジナル帳票の作成はこれでOK！



● 日整連標準作業及び用汎用作業に連動したオリジナルの部品台帳を使用して在庫管理を行うことができま
す。売上伝票にて当該部品を売り上げすることによりリアルタイムで

● 在庫メンテナンスは一覧入力画面で可能。在庫一覧表の印刷ができます。

《協業組合や協力工場》

● 組合や協力工場にて入力された売上データをメモリスィックやメールにて配布し、各整備工場で
はそのデータを読込み、売上伝票を発行いたします。

● 入力作業が大幅に軽減されます！！

又は

データを読込み売上処理！

《組合員又は整備工場》

売上データの出力！

部品の簡易在庫管理機能！

協業組合や協力工場とのﾃﾞｰﾀ連動で2重入力は不要！

強力なシステムアップ商品！（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

指定工場 様向け 指定記録簿作成システム 「記録簿DIRECTOR」

鈑金工場 様向け 鈑金･塗装見積りシステム 「クリック919 -cloud-」

● 速い。簡単。み易い。確実。美しい。 車両情報を基に基準値違反を自動判定！
● 記録簿がコピー用紙（白紙）に印刷できます。 全国陸運局様式に対応！

● キズ、へこみ等の軽補修から作業指数、部品価格ﾃﾞｰﾀを使用した事故車見積り作成まで幅広く対応！！
● データ更新は年１２回（毎月）
● リーズナブルな価格設定！

※上記のシステムはFrontAceの顧客車両と連動し、また見積りﾃﾞｰﾀは作業指示書や売上伝票に取り込めます。



○ 低価格、高機能のフロントエースプロ8にOSS機能が搭載されました。

登録申請業務・電子保適の発行・新e-JIBAI対応

○ 指定記録簿作成ソフト「記録簿DIRECTOR」に対応しています。

指定記録簿の作成が速い、簡単、確実、美しい。

(白紙に印刷します!  全国の陸運局様式に対応！)

○ 電子保適・記録簿の白紙印刷・ e-JIBAIの運用であの大きくてうるさ

いドットプリンタを事務所からなくしましょう!!

○ 伝票類やその他の書類もすべて自由設計機能で書式に合わせて印刷

することができます。

OSS運用を機会に手書きの書類を一掃しましょう！

（OSSメニュー）

（記録簿DIRECTORは㈲ﾌﾟﾘｽﾞ･ﾏｻｰｳﾞｨｽ 様の商品です。）

（保適情報の編集）

（電子保適一括作成）

FrontAcePro8 ワンストップサービス！



売上伝票設計
作業指示書設計
請求書設計
元帳設計
顧客印刷設計
車両印刷設計
自賠責設計
領収書設計
預り金伝票設計
印刷関連項目

残高一括登録
売上累計日付設定
伝票番号設定
消費税設定
履歴ﾃﾞｰﾀ削除
自社締め日設定
自社情報設定
備考名設定
諸費用項目名設定
動作設定

日常業務 日次処理 月次処理 データ検索 項目設定 台帳等

印刷設計 初期設定 車両販売 車販初期設定 連動対応ｿﾌﾄ ｼｽﾃﾑ形態

受付・作業管理
伝票管理
作業指示書発行
売上伝票発行
入金伝票入力
預り金入力
顧客･車両台帳
顧客･車両照会
車検証登録
車検書類等印刷
自賠責保険証印刷

日報印刷
売上伝票一覧表
売上集計一覧表
費用集計一覧表
入金伝票一覧表
預金残高一覧表
作業指示書一覧表
社内伝票一覧表
担当者別売上集計
売上伝票一括発行

請求書発行
請求一覧表
残高経過明細書
売掛一覧表
顧客元帳
保険会社未収一覧
車検期日自動更新
累計売上初期化
車両諸費用更新

顧客検索
家族検索
車両検索
重機検索
任意保険検索
交換部品検索
売上伝票検索
売上明細検索
入金伝票検索
入金明細検索
車両ﾘｻｲｸﾙ検索

顧客関連項目
車両関連項目
車検諸費用
保険会社
任意保険関連項目交
換促進部品設定
入庫区分設定
伝票備考メモ登録
車検自倍関連項目
車検書類関連項目

住所台帳
型式台帳
部品台帳
汎用点数台帳
作業種別名保守
作業項目名保守
作業検索文字登録
短文登録
セット整備
関連作業項目

見積作成
見積一覧表
仕入／在庫
売上管理票
仕入管理票
商談一覧表
在庫一覧表
見積ﾃﾞｰﾀ検索
在庫ﾃﾞｰﾀ検索

装備関連ﾃﾞｰﾀ登録
見積関連項目設定
印刷設計
見積ﾃﾞｰﾀ一括削除
消費税設定
諸費用設定
運用設定
次回見積番号設定

スタンドアロン
LAN
WAN
ASP

システム形態

スタンドアロン LAN WAN ASP

東京ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ

営業所 工 場

本社工場

営業所

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続

又は

お客様の規模や業務内容により最適なシステムが構築できます！

将来業務の拡張に合わせて順次システムアップ
することが可能です。

コグニ７
アセスプロⅡ
勘定奉行
弥生会計
e-JIBA
クリック919
記録簿DIRECTOR

・Windowsは米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
・ｺｸﾞﾆｾﾌﾞﾝ、ｱｾｽﾌﾟﾛⅡ はｺｸﾞﾆﾋﾞｼﾞｮﾝ㈱ 様の製品です。
・勘定奉行 は㈱ｵｰﾋﾞｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 様の製品です。
・弥生会計 は弥生㈱ 様の製品です。
・e-JIBAI は㈱野村総合研究所 様の管理製品です。
・クリック919 は㈱プロトリオス 様の製品です。
・記録簿DIRECTOR は㈲プラズマ･サーヴィス様の製品です。

Windows10 対応！
システム概要


