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4.3.1-1

４．３．１ 得意先状況問い合わせ

得意先からの電話問い合わせなどに応じるときに使用する画面です。表示するだけで、データの変

更はできませんから、ふだんコンピュータに触れていない人が操作しても安心です。

この画面では、次の内容が見られます。

・現在の売掛金、最新の検針状況、当月の売上明細

・容器の交換日、取付容器の明細

・得意先マスターの内容

売上／入金の明細を１ヶ月以上前から参照したいときは、「得意先販売台帳」を使用して下さい。

① 得意先コードの入力

実行すると、得意先コードの入力欄にカーソルが止まります。コード番号がわかればそのまま

入力しますが、コードがわからないときは、名前で得意先をさがすことができます。

PF5 名前検索画面 下記を参照

② 売掛金の内容が表示されます。［請］の欄に「未」と表示されたものは、まだ請求処理がされ

ていない明細です。逆に「済」と表示されたものは、請求処理の済んでいる明細です。

④Ｆ11は検針順の次得意先が表示されます (同じ検針順の場合コード番号優先)

Ｆ12で得意先コードの次得意先が表示されます⑤
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4.3.1-2

この画面から、右側のボタン（例えば、F1: 販売台帳）をクリックすると、別のプログラムを

起動して、より詳細な情報を見ることができます。このボタン配列は、任意に設定ができます。

このボタンは、１０個ありますが、「Ｔａｂ」キーを押すことで、ページが変わり、２０個まで

使用することができます。ボタンへのプログラム、機能の配置は、次のＩＮＩファイルを変更する

ことで自由に行えます。

Ｙ：￥ＢＰＦＷＩＮ￥ＴＬＲＫＹＡＫＵ．ＩＮＩ

検索画面

下記のように、営業所コード入力して（省略可）、①～④に検索文字を入力します。

①フリガナ．．．半角カナ文字でお客の名称を入力

例では、「ﾀｶﾊｼ」と入力しましたが、ＱＴＦＤ と入力しても同じです。

名称のどこかに該当文字があれば検索します。

②電話番号．．．電話番号の下４桁で検索します。

例えば、１６１７と入力すると、ＸＸＸ－ＸＸＸ－１６１７で登録されて

いる得意先が検索されます。

③氏名（全角）．得意先名を全角で検索します。名称のどこかに該当文字があれば検索します。

④住所（全角）．住所を全角で検索します。名称のどこかに該当文字があれば検索します。

（注）①～④は、どれか１つを使用します。

一覧が表示されたら、[F7]または[F8]キーでスクロールが可能です。

見つけたら、該当の番号（１から２０）を入力します。氏名をクリックしても良いです。

見出しの、「コード」「氏名」「住所」「状態」は、並び替えの指示ボタンになっており、

クリックすると、昇順、降順で並び替えができます。
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4.3.1-3

便利機能１：別機能の呼び出し

画面の右側の、Ｆ１～Ｆ１０の項目は、得意先コード

を連携して、別のプログラムを呼び出すことを可能にし

ています。

１０個以上を使用したいときは、［ＴＡＢ］キーで、

２０個まで表示させることができます。

登録するプログラムは、ワークステーションごとに決める

ことができ、順番も変更可能です。

写真表示のようにＷｉｎｄｏｗｓの機能を使用することも

できます。（仕様が変わることがあります）

便利機能２：黄色枠で表示された次の項目は、それぞれの明細表示や、別プログラムの起動で

機能を連携することができます。

「リース」 下記の例では、リースの明細が参照できます。

「割賦」

「サンクスポイント」

「料金表」

「請求親」

「地図表示」

「お客にメール送信」

「担当にメール送信」

「解約先」

「状況印刷」

「業務情報」をクリックすると、さらに詳細な情報が表示されます。
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得意先状況問い合わせ

「状況印刷」の例

印刷は、「通常使用する

プリンタ」に対して行わ

れます



4.3.2-1

４．３．２ 得意先販売台帳

得意先の過去数ヶ月間の取引の明細を画面で見たり、印刷したりすることができます。取り出しで

きる月数は、「システム定数」で決定されています。（通常は２４ヶ月）

(a) 画面

(b) 操作手順

① 分類、選択の入力

分類の指定は、表示／印刷での明細の並び順です。

選択で、「印刷する」を選んだときは、範囲の指定で印刷範囲を指定します。入力するもの

は得意先コードです。省略すると全得意先が印刷されます。

「表示する」を選んだときは、次のように画面が変わります。
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4.3.2-2

② 表示したい得意先コードを入力して下さい。

得意先コードがわからないときは、名前検索でさがせます。

データが表示されるまで、数秒かかります。（データ量によって異なります）

③ データが一画面に収まらない場合は、

Ｆ７：次画面

Ｆ８：前画面

↑ ：１行あげる

↓ ：１行下げる

として画面をスクロールすることができます。

④ 表示されている得意先を印刷したいときは、［印字］の欄に「１」を入力します。

印刷例：
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4.3.3-1

４．３．３ 集合得意先問い合わせ

集合住宅の親コードを入力すると、子どもの顧客状態や最新の検針状況を確認する事ができます。

また「アパート大家管理」マスタを参照する事もできるので、アパートに対する問い合せには最適です

(a) 画面

(b) 操作手順

①表示したい得意先コードを入力して下さい。

得意先コードがわからないときは、名前検索でさがせます。

②アパート大家管理の画面を参照する際は、ＡＰＭ ボタンをマウスで選択して下さい。
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4.3.3-2

③［集合戸数］をクリックすると、部屋数を数えて、「保安マスタ」の集合戸数を更新します。

④［使用量］をクリックすると、検針の明細（３年分）を元に、係数表を更新することができます。

不明な値が入っているときに、訂正することができます。
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4.3.4-1

４．３．４ 請求親子参照

請求書の親子関係、親は誰なのか？子供は何人いて合計の請求額はいくらになっているのか？等を

下記画面にて参照する事が可能です。(親から検索・子供から検索どちらからでもできます)

また、得意先マスタメンテナンスに登録されている請求書区分・締日 等も確認できます。

(a) 画面

(b) 操作手順

① 得意先コードの親コード又は子コードのどちらかを入力して下さい。

得意先コードが分からない時は、検索で入力出来ます。

② 子供の件数が多くて表示しきれない時は画面右下の 次貢 前貢

をクリックして表示させる事が出来ます。
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4.3.5-1

４．３．５ 集中監視着信履歴参照

この画面にて過去の集中監視着信履歴を参照する事ができます。

着信した時間や定期検針なのか通報等や検針時指針の詳細も確認できます。
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4.3.6-1

４．３．６ ガス料金問い合わせ

得意先の料金表に合わせてガス料金を計算します。

また料金表番号・使用量は変更することもできますので、シュミレーションとしても使用できます。

(a) 画面

(b) 操作手順

①得意先コードを入力します。

コード不明の時は検索にて入力する事もできます。

②得意先マスタメンテナンスに登録されている「基本情報 +料金表NO」が表示され

ますので、使用量を入力するでけで（ガス料金+基本料金）+（消費税）＝合計 を

自動で計算します。

(この時、必要に応じて料金表ＮＯを変更する事ができます)

③ Ｆ９ を押すと違う得意先の料金問い合わせが可能な状態になります。
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4.3.7-1

４．３．７ 得意先各種集計問い合わせ

事業所別に現在の売上・入金の状況・配送状況・保安状況・リース状況が参照できます。

前月から当月に掛けてのお金の動きや配送・保安・リースについては最新の情報を随時表示します。

たくさんのファイルを参照しますので分類には多少の時間を必要とします。

［得意先総件数］
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4.3.7-2

［ＬＰＧ得意先件数］

［保安データ］
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4.3.8-1

４．３．８ 容器配送履歴参照

得意先の次回の配送予定日や、過去の配送・検針履歴を一度に参照できます。

(a) 画面

(b) 操作手順

① 得意先コードを入力して下さい。

得意先コードが分からない時は、検索で入力出来ます。

② 「検針」「交換」「通知」「パス」は、色分けして表示します。
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4.3.9-1

４．３．９ 得意先ガス使用量参照

得意先の過去３年間の検針数量、月額を参照できます。

(a) 画面

(b) 操作手順

①機能指定により、得意先個別表示するか、テキスト出力するか選びます。

得意先個別表示の場合は、１件づつ選択します。

テキスト出力の場合は、範囲指定で、複数件をファイルに出力します。（ＣＳＶ形式）

ファイル名は他のプログラムと同様、右上に表示されているプログラム名称です。
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4.3.10-1

４．３．１０ 担当者の各種期限を検索

担当者の受け持っている各種の期限情報を集計し、必要ならば、ＥＸＣＥＬ連携で一覧を作成

します。

(a) 画面

(b) 操作手順

①営業所コードで範囲を指定します。

省略すると、全部を対象にします。

②担当者コードを指定します。指定すると、その担当者コードの情報だけを取り出します。

③指定日は、初期値として当日が表示されます。

この日付までに期限となる各種の情報が集計されます。

④分類後に、件数が表示されるので、その内容が見たければ、

「CSV出力してEXCEL起動」

をクリックします。得意先の明細が、ＥＸＣＥＬで表示されます。
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4.3.11-1

４．３．１１ メモ内容出力

得意先に登録されている「メモ書き」をリストします。

(a) 画面

(b) 操作手順

①得意先と登録日付で範囲を指定します。

省略すると全件が対象になります。

②［登録数を数える］をクリックすると、「項目名称」に従った登録件数を数えます。

③必要な項目に、チェックを入れて、［印刷する］をクリックすると、プリントまたは、テキス

トファイルに出力します。

◎項目名称は、「名称マスタ」に登録します。
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4.3.12-1

４．３．１２ メール送信機能

得意先状況問合せ画面から、メールを送信します。

［お客にメール送信］を実行

メール送信機能



4.3.12-2

得意先マスタに登録されているメールアドレスにメールを送ります。用件は任意に記入
します。送信元は、自身のアドレスです。記憶されます。

［担当にメール送信］を実行

受け持ちの担当者にメールを送信します。
担当者のメールアドレスは、担当者マスタに登録しておきます。

メール送信機能



4.3.12-3

［履歴」を実行

送信履歴を参照することができます。［詳細］で、内容を見ることができ、再度メール
送信することも可能です。

◎メール送信機能を使用するには、自身のメールアカウントが必要です。
このプログラムでは、受信することはできません。
メールプログラムは、専用のものを使用します。サポート担当者に依頼して下さい。

メール送信機能



4.3.16-1

４．３．１６ プログラムログ参照

プログラムの操作履歴、更新された得意先情報などを参照できます。

トラブル時の原因追及用であり、通常は使用しません。（メニューにも入れてない場合があります）

(a) 画面

(b) 操作手順

①開始日付を指定します。

省略すると、記録の最初から参照しますので、最後を表示できないケースもあります。

②プログラム名

参照したいプログラム名称がわかっている場合は、指定して下さい。

より早く検索できます。

③顧客コード

得意先のコードを指定すると、該当の得意先だけが抽出されます。

21/02/22

プログラムログ参照


