
［※1］2021年8月株式会社プラグ調べ「業務ソフトに関する調査」　
［※2］弊社サポートセンター宛にご購入日から30日以内にお申し込みください（販売店発行の領収書が必要です）。
［※3］15 ヶ月最新版無償提供（バリューサポート）を受けるには購入日から１年以内にユーザー登録が必要となります。
［※4］電話サポート（バリューサポート）を受けるには購入日から１年以内にユーザー登録が必要となります。バリューサポートは、ユーザー登録完了日から最大
 15 ヶ月間となります。期間終了後は別途有料となります。

［※5］安心データバンクはお申込み完了日の翌月から1年間無償でご利用頂けます。無償期間終了後は月額￥550（税込価格）にてご利用頂けます。
［※6］PDFファイル・帳票フリーレイアウタの使い方・単価一括変更ツールの使い方をご覧になるには、アドビシステムズ社のソフトウェアAdobe Readerが必要 
 です。

［※7］別途、ライセンスの追加購入が必要となります。販売王 販売・仕入・在庫のみ対応しております。
「Zoom」は、Zoom Video Communications, Inc.の商標または登録商標です。

●Excel出力機能を使用する場合はMicrosoft Excelが別途必要です。 
●本製品をインストールおよびアンインストールする際は、コンピューターの管理者権限を有するユーザーでログオンする必要があります。 
●本製品を運用する際は、コンピューターの管理者権限を有するユーザーでログオンする必要があります。 
●2023年1月10日(日本時間)をもってMicrosoft社の Windows8.1 へのサポートとセキュリティ更新プログラム等の提供が終了します。2023年1月

10日以降も継続してWindows8.1コンピューターを利用し続けることは、コンピューターの脆弱性を解決しないままで使用し続けることになり、セキュ
リティ上、危険な状態になります。最新環境への移行をご検討ください。

動作OS ̶̶ ̶ Windows 11(64bit) Windows 10(64bit/32bit) Windows 8.1(64bit/32bit)  
 Windows 11の表記は、Windows11 Pro/Homeの略称。  
 Windows 10の表記は、Windows10 Enterprise/Pro/Homeの略称。  
 Windows 8.1の表記は、Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8.1 Enterpriseの略称。(Windows RTは含みません)
対応機種  動作OSが稼動するパソコン ※自作機での動作は保証しません。
CPU  1GHz以上のx86/x64インテルプロセッサまたは互換プロセッサ(推奨2GHz以上)
メモリ  [Windows 11] 4GB以上(64bit) [Windows 10/8.1] 2GB以上(64bit)/1GB以上(32bit)
ディスプレイ  解像度1024×768以上必須(1280×800以上推奨) ※OSのDPI設定にて100％以外が指定されている場合は正常に表示されない場合があります。
ディスクドライブ CD-ROMドライブ ※製品をCD-ROMからインストールする場合に必要です。
ハードディスク  450MB以上(データ領域は別途必要) ※Microsoft SQL Server 2017 Express Edition をインストールする場合、6GB以上の空き容量が必要です。
マウス  動作OSに対応したマウス
プリンター  動作OSに対応したプリンター ※宅配便シール・統一伝票・連続用紙を印刷する場合は、トラクターフィーダーを装備したドットプリンターが必要です。
データベース   Microsoft SQL Server 2019/2017/2016/2014 Microsoft SQL Server 2019/2017※/2016/2014 Express Edition 
 ※Microsoft SQL Server 2017 Express Editionを本製品のセットアップ時にインストールすることができます。 
 ※Microsoft SQL Server 2017 Express Editionは32bitOSにはインストールできません。
動作に必要なソフトウェア Microsoft .NET Framework 3.5 SP1、Microsoft .NET Framework 4.6.0以降が必要です。 
 インストール済みでない場合は本製品およびSQL Serverのインストール時に同時にインストールされます。
 ※インターネットへの接続が必要となります。

動作環境

販売王／販売王 販売・仕入・在庫

管理可能データ̶ 99社（ログイン時に切り替え可能）
得意先マスタ̶̶̶ 無制限（HDD空き容量による）
 コード：1～13桁（英数記号仮名）
 名称：全角30文字
商品マスタ̶̶ ̶̶  無制限（HDD空き容量による）
 コード：1～33桁（英数記号仮名）
 名称：全角20文字
発送先マスタ̶̶̶ 無制限（HDD空き容量による）
 コード：1～13桁（英数記号仮名）
 名称：全角30文字
仕入先マスタ̶̶̶ 無制限（HDD空き容量による）
 コード：1～13桁（英数記号仮名）
 名称：全角30文字

担当者マスタ̶̶̶ 無制限（HDD空き容量による）
 コード：4桁（英数記号仮名）
 名称：全角7文字
得意先区分̶̶ ̶̶  3区分　
 件数：無制限（HDD空き容量による）
 コード：4桁（英数字）
 名称：全角25文字
商品区分 ̶̶̶̶ 3区分　
 件数：無制限（HDD空き容量による）
 コード：4桁（英数字）
 名称：全角25文字
仕入先区分 ̶̶̶ 3区分　
 件数：無制限（HDD空き容量による）
 コード：4桁（英数字）
 名称：全角25文字

摘要 ̶̶̶̶̶̶̶̶ 45種類　各99件
管理倉庫数 ̶̶̶̶̶ 無制限（HDD空き容量による）
伝票枚数 ̶̶̶̶̶̶ 無制限（HDD空き容量による）
伝票明細行数 ̶̶̶̶ 99行
部門 ̶̶̶̶̶̶̶̶ 無制限（2階層）（HDD空き容量による）
入数 ̶̶̶̶̶̶̶̶ 整数4桁（商品ごとに使用有無選択可能）
箱数 ̶̶̶̶̶̶̶̶ 整数4桁（入数管理する商品のみ）
数量 ̶̶̶̶̶̶̶̶ 整数8桁（小数なしor2桁）
単価 ̶̶̶̶̶̶̶̶ 整数9桁（小数なしor2桁）
伝票1枚の合計金額 ̶ 整数11桁
最大データサイズ ̶̶ 1事業所あたり4GBまで

 ファイル
新規作成
バックアップ・復元
利用者設定
郵便番号辞書修正
データ更新
 初期設定
自社情報設定
部門・担当者設定
摘要登録
区分登録
得意先締めグループ登録
仕入先締めグループ登録
ピア・ツー・ピア環境設定
他社製品データ取り込み
 台帳登録
商品登録
得意先登録
仕入先登録
得意先別商品単価表
仕入先別商品単価表
発送先登録
銀行登録
倉庫登録

倉庫別商品在庫登録
 販売業務
見積入力
受注入力
売上入力
納品請求処理
DM・宅配便印刷
請求締切
入金入力
まとめて印刷
MoneyLink入金明細取込　
 仕入業務
発注入力
仕入入力
支払締切
銀行振込依頼書
支払入力
MoneyLink入出金明細取込
 在庫業務
在庫振替入力
組立入力
棚卸表
倉庫間移動入力

 売上管理
見積明細表
見積一覧
受注日報
売上日報
発送予定実績表
売上日計総括表
月別売上推移表
売上集計表
販売月報
 売掛管理
得意先元帳
売掛一覧
請求一覧
回収予定実績表
入金日報
受取手形一覧
ブラックリスト
督促履歴管理
 仕入管理
発注日報
仕入日報
入荷予定表

仕入日計総括表
仕入集計表
仕入月報
 買掛管理
仕入先元帳
買掛一覧
支払一覧
支払予定実績表
支払日報
支払手形一覧
 在庫管理
組立商品明細表
滞留在庫一覧
適正在庫切れ一覧
在庫明細表
在庫一覧表
在庫推移表
 ツール
データコンバート
帳票フリーレイアウタ
帳票フリーレイアウタの使い方
会計王仕訳データ作成
テキストデータ入力・出力

利用状況
操作ログ表示
 ヘルプ
スーパーらくらく検索
ヘルプ機能
サポート問い合わせ
ソリマチホームページ
製品Q&A
サプライ注文
オンラインユーザー登録
オンラインアップデート
操作ナビ
サポートアシスト

処理スペック

機能一覧

Y22H0900

販売王 販売・仕入・在庫 メーカー希望小売価格 ￥66,000（税込価格）
販売王　　　　　　　  メーカー希望小売価格 ￥44,000（税込価格）

＊赤文字は「販売王 販売・仕入・在庫」のみの機能です。

windows
11
対応

購入前のお問い合わせ ― 購入前のご質問はオンライン相談またはホームページまで

TEL.03－5475－5301（代）／  FAX.03－3446－0252
東京本社 ／ 〒141－0022 東京都品川区東五反田3－18－6 ソリマチ第8ビル

ソリマチホームページ

Zoomオンライン相談
当日のお申込も可能です

製品ご購入前のご不明点について、経験豊富なソリマチのプロアドバイザーとZoomで直接ご相談いただけます。

検 索ソリマチ オンライン相談
スマートフォンからも
オンライン相談がお申込み
できます

30日間お試しいただける体験版もご用意しています。 
詳しくはホームページまで。

www.sorimachi.co.jp

ソリマチならあんしんしてご利用いただけます

期待以上のサクサク感！帳票に強い販売管理ソフト

初心者にも使いやすい

サポート体制充実

画面が見やすい

インボイス制度
電子帳簿保存法対応
これから始まる制度改正もあんしん

ソリマチ
イメージキャラクター

松岡 修造

販売王 おすすめ3ポイント

個人事業者・法人 両対応

※1

はがき・封筒
宛名タックシール（ソリマチ専用用紙）
はがき／はがき（縦書き）／年賀
状／かもめーる
封筒（「帳票フリーレイアウタ」
機能により A3 判まで対応可能）
宅配便送り状

ヤマト運輸／佐川急便／ゆう
パック／福山通運／西濃運輸／
トールエクスプレス／日本通運
／フットワーク／その他（「帳票
フリーレイアウタ」機能により
対応可能）
台　帳

担当者一覧
商品一覧
得意先台帳
得意先一覧
仕入先台帳
仕入先一覧
得意先別商品単価表（得意先の
商品単価、商品の得意先別単価）
仕入先別商品単価表（仕入先の
商品単価、商品の仕入先別単価）
発送先一覧
得意先・発送先対応表

（一覧形式、注文書形式）
銀行一覧
倉庫一覧
倉庫別商品在庫一覧
商品別倉庫在庫一覧
見積書

見積書
受注伝票

ご注文承り書
納品書

売上伝票・請求書・納品書
売上伝票・領収証控・領収証
納品書・請求書・納品書控
請求書・納品書・物品受領書
納品書・物品受領書
請求書・納品書
納品書控・請求書・納品書・
物品受領書（連続用紙）※1

出力帳票一覧
納品書・払込取扱票
加入者負担 ※1
納品書・払込取扱票
払込人負担 ※1
チェーンストア統一伝票（Ｂ様式
ターンアラウンド用1型、2型、3型）
チェーンストア統一伝票

（Ｂ様式タイプ用）
百貨店統一伝票（Ａ様式）
家電統一伝票（Ｅ様式）
統一伝票（Ｃ様式）
業際統一伝票
請求書

払込取扱票 加入者負担 ※1
払込取扱票 払込人負担 ※1
明細請求書
合計請求書
明細請求書（連続用紙）※1
合計請求書（連続用紙）※1
入金伝票

入金伝票
領収証控・領収証
発注伝票

注文書
仕入伝票

仕入伝票
振込依頼書

総合振込依頼書
支払伝票

支払伝票
組立伝票

組立伝票
棚卸

棚卸表
在庫振替伝票

在庫振替伝票
販売管理

日付別見積明細表
得意先別見積明細表
担当者別見積明細表
日付別見積一覧
得意先別見積一覧
担当者別見積一覧

日付別受注日報
得意先別受注日報
担当者別受注日報
広告企画別受注日報
発送先別受注日報
日付別売上日報
得意先別売上日報
担当者別売上日報
広告企画別売上日報
発送先別売上日報
発送予定実績表
商品別発送予定実績表
売上日計総括表 掛売売上
売上日計総括表 小売売上
売上日計総括表 入金
売上日計総括表 消費税
得意先別月別売上推移表
担当者別月別売上推移表
商品別月別売上推移表
発送先別月別売上推移表
倉庫別月別売上推移表
倉庫区分別月別売上推移表
部門別月別売上推移表
売上集計表
販売月報
売掛管理

得意先元帳
売掛一覧表
請求一覧表
回収予定実績表

（単位：5 日、単位：1 日）
日付別入金日報
得意先別入金日報
担当者別入金日報
受取手形一覧表
ブラックリスト
ブラックリスト総括表
督促状（明細請求書、払込取扱票）
督促履歴元帳
仕入管理

日付別発注日報
仕入先別発注日報
担当者別発注日報

日付別仕入日報
仕入先別仕入日報
担当者別仕入日報
入荷予定一覧表
入荷商品一覧表
仕入日計総括表 掛仕入
仕入日計総括表 現金仕入
仕入日計総括表 支払
仕入日計総括表 消費税
仕入集計表
仕入月報
買掛管理

仕入先元帳
買掛一覧表
支払一覧表
支払予定実績表

（単位：5 日、単位：1 日）
日付別支払日報
仕入先別支払日報
担当者別支払日報
支払手形一覧表
在庫管理

組立商品別組立明細表
構成商品別組立明細表
滞留在庫一覧表
適正在庫切れ一覧表
在庫明細表
商品別在庫一覧表
構成商品別在庫一覧表
委託先別・商品別在庫一覧表
在庫推移表
倉庫間移動入力

倉庫間移動伝票

＊赤文字は「販売王 販売・仕入・在庫」のみ対応しています。
※1 ソリマチ専用帳票のみ。

販
売
王

15ヶ月最新版を無償提供※3

機能アップや法令改正によるバージョンアップを15ヶ
月間無償で提供いたします。

販
売
王

サポートセンターでは製品の専門サポートチームが操作方
法や疑問を迅速に解決します。今なら15ヶ月間、電話サ
ポートが無償です。

電話サポートが15ヶ月無償※4

販
売
王

ソフトをお使いになり、その上でご満足い
ただけない場合には、返品を受け付けてお
ります。ぜひお気軽にスタートしてみてくだ
さい！

購入後の返品もＯＫ※2

サポートの対応No.1



1 2

機能名 >>
見積書
発行 受注管理 売上管理 請求書

発行 回収管理 帳票フリー
レイアウタ

ネットワーク
対応

ファーム
バンキング 発注管理 仕入管理 支払管理 在庫管理

販売王 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ー ー ー ー

販売王
販売・仕入・在庫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

販売王は請求書を自動作成！
見 積 書 や 伝 票 か ら 請 求 書 を サ ク サ ク 作 成 で き る

仕入・在庫管理も安心
発注伝票から仕入伝票を作成できます。入力した売上・仕入伝票から商品
ごとの在庫を管理できます。また、セットや組み合わせ商品などの在庫管
理も効率的に行うことができます。

販売王　販売・仕入・在庫なら

販売王／販売王 販売・仕入・在庫　機能比較

請求書までサクサク 3ステップ

自動で設定

STEP❶
請求書も自動！

STEP❸
見積書から

売上伝票を作成

STEP❷

設問に答えるだけで
設定 適格請求書発行事業者

登録番号の設定入力漏れなく会社情報設定がかんたん！他社製品や
Excel のデータを取り込むこともできます。

自社、仕入先の登録番号を設定する機能
を搭載しています。

自動設定 かんたん設定

見積→受注・売上の
計上がかんたん

請求書の印刷伝票入力はあらかじめ登録した得意先や商品
を選択するだけ！得意先別に売掛残高をひと
目で確認できます。 適格請求書等保存方式に対応した印刷

の切り替えが行えます。

自動計算 かんたん入力

得意先に合わせた
サクサク請求書を作成 適格請求書の要件に対応した

多彩な帳票

自動計算 かんたん出力

売上入力のデータからかんたんに請求書を発行で
きる！入金処理は請求一覧からワンタッチで入力
することができ、入力ミスを防げます。 適格請求書の要件を満たす帳票を用意しています。

2023 年 10 月 1 日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始します。みんなのインボイスでは、会社に適した「インボイス制度
の情報提供」と「適格請求書（インボイス）申請登録書」の作成をかんたんに行うことができます。

URL https://invoice-support.sorimachi.co.jp/

インボイス申請登録書が3ステップで完成！

みんなのインボイス 検 索

スマホから
登録OK

電子帳簿保存法にしっかり対応

インボイス制度にしっかり対応
導入設定から迷うことなく事業者登録ができます。また請求書には「適格請求書発行事業者登録番号」の記載の
有無選択ができ、さらにソリマチの多彩な帳票をご利用いただくことで美しい請求書を発行できます。
※2023年以降機能リリース予定（無償対応）

電子帳簿保存BOXをご利用いただくことで、請求書・領収書・
見積書などの電子データに日付・取引金額・取引先などの情報
を入力してクラウドに保存できます。また、登録された情報を
元に電子データが検索できます。
※ご利用にあたっては事前に安心データバンクの登録が必要です。※5

適格請求書の発行の流れ

SR330
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SR340
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（発行・受領）販売王

電子帳簿保存
BOX

お客様満足度 ※1

さらにインボイスに対応した「適格請求書」の発行や送付、受領ができるサービスもリリース予定です。
今後のインボイス制度に対応したサービスは、ソリマチホームページをご覧ください。

URL https://www.sorimachi.co.jp/

ソリマチからインボイス制度に対応した"新サービス"もリリース予定！
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導入・設定 やさしく導入、安心設定！
はじめてでもできるかんたん機能が自慢です！

顧客管理・
見積り

自社に合わせた得意先登録ができるから
サクサク顧客検索ができます。

販売王 販売王 販売・仕入・在庫

他社製品から乗り換える方
■ 他社製品データ取り込み
他社製品からの乗り換えがかんたんに行えます。
今お使いのソフトの商品・得意先・仕入先・発送先のデータをスムーズに移行でき
るので、面倒な入力作業が軽減されます。Excel 等で管理しているデータも取り
込めます。

■ ダイレクトメニュー

各機能をイラストアイコンで表示しており、
初心者の方にも見やすい操作画面となってます。

ダイレクトメニュー

大切なデータの消失に備えて、操作終了時に自動的にデータが保存（バックアッ
プ）されます。

安心データバンク 大切なデータを守ります。

クラウド上にバックアップデータや電子帳票（PDF）ファイルを保存できるオン
ラインストレージサービスです。※5

バックアップ 大切なデータを守ります。

製品の起動やログイン、ログアウト、使用した機能、印刷や Excel 出力等の操
作情報を自動的に収集します。情報漏洩リスクの高い操作ログには高い重要度を
示すマークが付きますので、重要なログを見逃すことはありません。

操作ログ管理機能 内部統制の整備に役立ちます。

バックアップデータを暗号化して保存することができます。パスワードも設定で
きますので、第三者による不正な閲覧等から大切なデータを守ります。

ダブルセキュリティ機能 情報漏洩を防ぎます。

利用者ごとに印刷やデータの書き出しを制限することで、個人情報の漏洩を未然
に防ぐことができます。また、入力担当者ごとに権限を詳細に設定することも可
能です。

利用者設定 機能等の権限が設定できます。

情報漏洩の防止を強化し、
大切なデータをしっかり守ります。

■ 充実のセキュリティ機能

きめ細かい顧客管理が行える「得意先登録」です。
■ 得意先登録
得意先の基本情報はもちろん、独自の項目を設定してタブで細かく管理することが
可能です。

❶ 販売／／回収タブ
締め日や請求先、消費税の課税方法等を入力できます。

❷ 独自項目タブ
基本の管理項目にはない、お客さま独自の必要な項目を自由に設定できます。

登録しておけばあらゆる条件で検索が可能です。
得意先の検索画面では電話番号を入力するだけで対象の顧客をすぐに見つけだせます。

検索条件を指定します。
住所や生年月日などの条件で絞り込むこと
もできます。

得意先一覧に検索結果が表示されます。 検索結果を元に宛名タックシールや得意先台帳も
印刷できます。

得意先登録

得意先検索
詳細条件指定

得意先
一覧 宛名タックシール

12 面

得意先台帳

作成した見積書をPDF出力してすぐにメールできる。※6

■ PDF 出力
見積書を PDF 出力すれば、E メール添付ですぐに送付することができます。急ぎの取引先にも迅速に対応することができ、タブレット端
末での閲覧も可能です。PDF 化すればどこでもいつでも見たり、印刷することができペーパーレス。もちろん納品書や請求書を PDF 化す
ることもできます。

タブレット
端末OK！！

見積入力 見積書
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お客さまの会社の状況にあわせて、
思いのままに設定ができます。

■ 初期設定

商品登録

商品登録
商品の売価、原価、区分など詳細な情報を登録できます。
消費税・軽減税率の確認も可能です。また、登録済み商品の軽減税率対象商品へ
の変更や軽減税率対象商品の検索、一括置換がカンタンにできます。

販売王 販売王 販売・仕入・在庫

単価を一括で変更できます。
登録されている単価を一つずつ手作業で修正していくのは大変です。「テキスト出力→単
価一括変更→テキスト入力」で単価をかんたんに変更することができます。

オリジナルの見積書が作成できます。　
■ 見積入力
粗利益を確認しながら新・消費税に対応した見積書を作成することが可能です。また、「小計」「中計」「改頁」を任意の行に挿入することが
できます。さらに、「帳票フリーレイアウタ」（P.6 参照）で文字サイズやフォント種類、レイアウト変更を行えば自社専用の見やすい見積書
が作成できます。

取り
込み

他社
製品

はじめてご利用になる方
■ らくらくエスコート
お客さま独自のシステムに設定できます。
初期設定をスムーズに行える「らくらくエスコート」機能を搭載
しています。かんたんな質問に答えるだけで、販売形態にあった
画面構成や項目に切り替わり、お客さま独自の販売管理システム
として設定できます。

インボイス
対応

インボイス
対応

インボイス
対応
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　金融機関の入金データがそのまま入金伝票に！オススメオススメ
ポイントポイント
得意先から銀行へ振り込まれた入金データを一括で確認するこ
とができます。さらに販売王へ自動で取り込み、入金伝票とし
て登録し同時に入金消込も行えます。また出金データを取り込
み、支払伝票の登録と仕入伝票の消込をすることも可能です。

5 6

受注 さまざまな伝票の入力を
サクサク処理することが可能です。

得意先の状況にあわせて
臨機応変に請求書を作成できます。

受注残数もらくらく把握できます。
■ 受注入力
すぐに売上計上しない注文を受けた場合は、受注伝票を入力します。売上の予測
や受注残数の管理に利用できます。出荷が決まった時点で、受注伝票の内容を売
上伝票に転送するだけで OK です。

登録した得意先を選択するだけでかんたんに売上入力ができます。
■ 売上入力
コードやイニシャルで絞り込め、登録件数が多い場合もすばやく検索・入力できます。見積が
受注や売上につながった場合、作成していた見積書を受注伝票や売上伝票に転送できます。ま
た、よくある取引や商品セットを「おきまり」機能であらかじめ登録することもできます。

売上入力

売上 請求

分納にも対応
■ 払出
売上伝票に転送後、数量を変更するだけで受注残数に反映されます。

かんたん便利

「数量」欄の数字を変更します。

受注入力

■ 一定期間の受注実績の確認 
 が可能です。
受注実績の確認がいつでも可
能です。指定した条件に該当
する受注伝票を一覧表示でき
ます。

受注日報帳票

煩雑な入金業務を、かんたん操作で効率的にサポートします。
■ ワンタッチ入金
売上入力・売上日報・得意先元帳・請求一覧・ブラックリストから、
ワンタッチで入金伝票を作成できます。売上金額や請求金額が入
金伝票金額となり、また請求先が自動転記されるため入力ミスを
なくし、さらに消し込みの同時処理も可能なため、入金業務を大
幅に軽減できます。

請求一覧で「入金」をクリックすると、入金入力へジャンプします。
入金入力画面には請求先や明細の金額が自動転記されますので、ワン
タッチで登録できます。「ワンタッチ入金」を使えば入金処理をスムー
ズに行うことが可能です。

請求一覧から
ワンタッチ入金

請求一覧以外にも、「売上入力」「売上日報」「得意先元帳」「ブラックリ
スト」からもワンタッチ入金が可能です。売上伝票が特定できる場合
は、消し込みの同時処理も可能です。

請求一覧以外に
対応

❶ 得意先の検索
コード・イニシャル（ローマ字）・
電話番号等で得意先の検索が手軽
に、しかも細かく行えます。

❷ 商品の検索
あらかじめ登録しておいた商品名を選択できます。
※在庫数管理は「販売王 販売・仕入・在庫」のみの機能です。

❹ 単価設定
単価を掛率で設定できます。さらに過去の単価履歴を確認してボ
タンひとつで入力できます。

得意先の検索

多彩な管理で一括処理できます。
得意先、請求先、発送先を各種管理できるので、御中元や御歳暮の
発送先から、営業所の売上を本社へ一括請求する場合まで柔軟に管理
できます。

❸ 売上一括処理
月謝や会費等毎月決まった売上を計上する場合や、複数の得意先へ
同じ請求書を発行する場合の作業がかんたんにできます。

売上伝票のデータを使って請求書を作成できます。
■ 請求書発行（随時請求等）

売上入力

売上入力からの印刷
伝票入力時に軽減税率に対応します。また、売上入力画面から直接、請求書や納品書を発行す
ることができますので、まとめて印刷する必要のない場合に使用できます。また請求書や納品
書の再発行も可能です。

納品請求処理
入力した売上伝票のデータを使用して、得意先別の納品書や請求書をかんたんに発行すること
が可能です。もちろん、得意先と請求先が異なる場合や分納した場合でも、伝票ごとに整理し
て納品書や請求書を発行できます。

納品請求処理

随時請求

販売王 販売王 販売・仕入・在庫 販売王 販売王 販売・仕入・在庫

無 料
でご利用いただけます

全国約99％
約3,000件以上の
金融機関等に対応

※出金データの取り込みは「販売王 販売・仕入・在庫」のみの機能です。
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得意先の締日にあわせて請求書を作成できます。
■ 請求書発行（締日請求処理）
締日が毎月１回という場合や納品ごとに請求する場合はもちろん、月に締日が複数回ある場合、毎週〇曜日締め等、得意先の締日に
あわせて請求書を発行できます。また締日の情報は得意先ごとに設定ができますので、確実な請求処理が行えます。

締日請求処理

請求締切

❶ 検索
請求締めグループや
自社担当者等の条件
で検索できます。

❷ 締め処理
請求書の印刷書式を詳細に設定する
ことが可能です。例えば小計の印刷を
販売先別に差し込んだり、販売の内容
にあわせた請求書を印刷できます。請求締切 条件指定

株式会社
増辰海苔店様

これまで自社の販売管理システムを使っていたのですが、消費税率変更に伴う改修で数百万円かかるた
め、「販売王」に乗り換えました。以前使っていた自社システムより使いやすく、コストも抑えられていま
す。最新の税制にも対応しているので、インボイスにも対応した機能を利用できるところに安心感があり
ます。

インボイス対応も「販売王」なら安心！お
客
様
の

声

レイアウトの変更ができ、項目の追加や削除もできます！
■ 帳票フリーレイアウタ
見積書・納品書・請求書のレイアウト変更はもちろん、現在お使いの帳票にあわせた様式への変
更も可能です。文字の大きさの変更や移動・不要項目の削除、社名ロゴの取り込み等が行えます。
項目と罫線に色を指定すれば、カラフルな帳票も作成可能、また各種宅配便伝票にも対応して
います。

オリジナル帳票作成

項目の追加・削除
テキスト「帳票フリーレイアウタの使い方」
搭載※6

だれでもオリジナルの帳
票を作成できるテキスト
が同梱されています。

●❶

●❷

●❸

●❹

インボイス
対応

インボイス
対応

インボイス
対応

インボイス
対応



　金融機関の入金データがそのまま入金伝票に！オススメオススメ
ポイントポイント
得意先から銀行へ振り込まれた入金データを一括で確認するこ
とができます。さらに販売王へ自動で取り込み、入金伝票とし
て登録し同時に入金消込も行えます。また出金データを取り込
み、支払伝票の登録と仕入伝票の消込をすることも可能です。
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納品、集計、回収の管理も、
効率的に行えます。

納品・出荷/
集計・分析/回収

納品予定を把握できる「発送予定実績表」で納品漏れがありません。
■ 納品・出荷
商品の納品予定や実績を一覧形式で表示することができ、予定の確認や漏れのチェック等に活用できます。

不良債権と取引先を管理してリスクを軽減します。

条件指定

インボイスに対応した帳票を用意しています

商品別発送予定
実績表

回収予定日を過ぎても入金のない取引先を一覧表示で
きます。設定した基準日をもとに、既に入力されてい
る売上・入金（入金消し込み）から、自動的に一覧が作
成されます。印刷や Excel 出力にも対応しています。

ブラックリスト
管理機能

「どのような督促を行ったか」「督促に対する取引先の反応」
等を自由に登録可能です。印刷や Excel 出力にも対応して
います。

督促履歴管理

商品別発送予定実績表
取引先別に表示する「発送予定実績表」と、商品別に発送数量を確認する「商品別発
送予定実績表」を選択できます。また発送日や発送済・未発送はもちろん、商品ご
とに発送が必要な数量を確認することもできます。

売上・入金や、見積・受注にも対応した多機能な月報機能を搭載しています。
■ 月報機能（販売月報）
複数の伝票（売上・入金・見積・受注）を組み合わせて販売月報を作成することができます。集計単位は、月単位・日単位とあ
わせて、得意先別・商品別・部門別等２階層の集計が可能です。明細の表示項目は、各伝票の明細区分・粗利益・粗利率等が
あります。設計次第で、「得意先別売上入金月報」等、あらゆる集計表に対応します。

■ 業務に合わせた多彩な請求書を作成できます
自社のニーズに合った見積書・納品書・請求書を作成して、取引先へ自社ブランドをアピールできます。
販売王で用意されている帳票をもとにアレンジすれば手軽に自社オリジナルの帳票が出来上がります！

販売月報

入金消し込み機能と回収状況より、入金漏れを防ぎます。
■ 回収
入金伝票と売上伝票のデータを使い、得意先元帳を作成できます。入金消し込み機能と回収状況から入金漏れ
をチェックすることが可能です。回収予定実績表を自動作成して資金繰りの計画・集金に役立ちます。 得意先元帳

回収予定実績

SR631

納品書B
（請求書・納品書・物品受領書／総額表示）

個別はもちろん、組み合わせの集計もできます。
■ 集計・分析
得意先別・発送先別・商品別・部門別・担当者別等を組み合わせた集計・分析ができ、さまざまな角度からの売上状況を把握できます。

売上集計表
集計条件は名称を付け保存することもできます。集計
結果は Excel へ転送できるので、データを有効に活
用できます。

担当者別得意先別売上順位表
担当者別・得意先別に指定期間内の売上実績表を作成
して担当者毎の売上金額を把握できるので、営業計画
の策定等に活用できます。

商品別売上順位表
商品別に指定期間内での売上順位表を作成し、商品の
トレンド把握等に活用できます。

Excel 出力 Excel 出力

担当者別得意先別売上順位表 商品別売上順位表

インボイス対応で
サクサク帳票が作成できます。

SR331

納品書B
（請求書・納品書・物品受領書）

SR310

見積書

SR320

売上伝票
（売上伝票・請求書・納品書）

SR330

納品書A
（納品書・請求書・納品書控）

さらに詳しい情報・
30日無料版は
ぜひソリマチ
ホームページへ！

インボイス
対応

SR335

納品書F（連続用紙）

SR333

納品書D（請求書・納品書）

ご 注 文 承 り 書

1頁

2019年 11月  8日

受注No.9
平成明治屋商店 御中 

サンプル商事株式会社
下記の通りご注文承ります。 東京支社

141-0001
東京都品川区北品川５－１０－２０
サンプルビル２Ｆ
TEL:03-9876-5432　FAX:03-9876-1234
営業部　営業１課

¥4,557合 計 金 額 担当者:森田　寛之
 

内   容  ・  仕   様 数   量 単位 単    価 金     額 備   考
Y952 入数 12 箱数 0  10%

ライトボールペン　ＳＢ－１５ 本1.00 1,200.00 1,200  
49690124 入数 20 箱数 0   8%※

チョコチップクッキー（のりしお）MK-201 1.00 個 64.00 64  
SR098-0002      10%

ソリマチ「販売王らくらく上達法」 1.00 冊 2,880.00 2,880  

【 消費税　 8%※（税抜分） 】 5

【 消費税　10%  （税抜分） 】 408

税率の※印は、軽減税率適用商品です。

合        計 4,557

ご注文承り書

SR370

領収証
（売上伝票・領収証控・領収証）

販売王 販売王 販売・仕入・在庫

DM・宅配便印刷
DM・宅配便印刷よりヤマト運輸の送り状ソフト

「B2 クラウド」、佐川急便の宅配サービス「e 飛伝
Ⅲ」にあわせてデータを出力することができます。

「B2 クラウド」「e 飛伝Ⅲ」に取り込むことで、入
力の手間を大幅に削減できます。

かんたん便利

■ 出力

ミ
シ
ン
目
入
り

SR341

合計請求書

SR340

明細請求書

SR342

明細請求書（連続用紙）

SR343

合計請求書（連続用紙）

掲載以外にも販売王は、様々な帳票を出力することができます。
帳票一覧は、ソリマチホームページをご覧ください。

URL https://www.sorimachi.co.jp/products_gyou/sal/output.php

※インボイス対応は、2023 年以降機能リリース予定（無償対応）

インボイス
対応
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■ 回収
入金伝票と売上伝票のデータを使い、得意先元帳を作成できます。入金消し込み機能と回収状況から入金漏れ
をチェックすることが可能です。回収予定実績表を自動作成して資金繰りの計画・集金に役立ちます。 得意先元帳

回収予定実績

SR631

納品書B
（請求書・納品書・物品受領書／総額表示）

個別はもちろん、組み合わせの集計もできます。
■ 集計・分析
得意先別・発送先別・商品別・部門別・担当者別等を組み合わせた集計・分析ができ、さまざまな角度からの売上状況を把握できます。

売上集計表
集計条件は名称を付け保存することもできます。集計
結果は Excel へ転送できるので、データを有効に活
用できます。

担当者別得意先別売上順位表
担当者別・得意先別に指定期間内の売上実績表を作成
して担当者毎の売上金額を把握できるので、営業計画
の策定等に活用できます。

商品別売上順位表
商品別に指定期間内での売上順位表を作成し、商品の
トレンド把握等に活用できます。

Excel 出力 Excel 出力

担当者別得意先別売上順位表 商品別売上順位表

インボイス対応で
サクサク帳票が作成できます。

SR331

納品書B
（請求書・納品書・物品受領書）

SR310

見積書

SR320

売上伝票
（売上伝票・請求書・納品書）

SR330

納品書A
（納品書・請求書・納品書控）

さらに詳しい情報・
30日無料版は
ぜひソリマチ
ホームページへ！

インボイス
対応

SR335

納品書F（連続用紙）

SR333

納品書D（請求書・納品書）

ご 注 文 承 り 書

1頁

2019年 11月  8日

受注No.9
平成明治屋商店 御中 

サンプル商事株式会社
下記の通りご注文承ります。 東京支社

141-0001
東京都品川区北品川５－１０－２０
サンプルビル２Ｆ
TEL:03-9876-5432　FAX:03-9876-1234
営業部　営業１課

¥4,557合 計 金 額 担当者:森田　寛之
 

内   容  ・  仕   様 数   量 単位 単    価 金     額 備   考
Y952 入数 12 箱数 0  10%

ライトボールペン　ＳＢ－１５ 本1.00 1,200.00 1,200  
49690124 入数 20 箱数 0   8%※

チョコチップクッキー（のりしお）MK-201 1.00 個 64.00 64  
SR098-0002      10%

ソリマチ「販売王らくらく上達法」 1.00 冊 2,880.00 2,880  

【 消費税　 8%※（税抜分） 】 5

【 消費税　10%  （税抜分） 】 408

税率の※印は、軽減税率適用商品です。

合        計 4,557

ご注文承り書

SR370

領収証
（売上伝票・領収証控・領収証）

販売王 販売王 販売・仕入・在庫

DM・宅配便印刷
DM・宅配便印刷よりヤマト運輸の送り状ソフト

「B2 クラウド」、佐川急便の宅配サービス「e 飛伝
Ⅲ」にあわせてデータを出力することができます。

「B2 クラウド」「e 飛伝Ⅲ」に取り込むことで、入
力の手間を大幅に削減できます。

かんたん便利

■ 出力

ミ
シ
ン
目
入
り

SR341

合計請求書

SR340

明細請求書

SR342

明細請求書（連続用紙）

SR343

合計請求書（連続用紙）

掲載以外にも販売王は、様々な帳票を出力することができます。
帳票一覧は、ソリマチホームページをご覧ください。

URL https://www.sorimachi.co.jp/products_gyou/sal/output.php

※インボイス対応は、2023 年以降機能リリース予定（無償対応）

インボイス
対応



■ クライアント・サーバー型LAN対応（LAN パック）■ 簡易LAN対応（ライセンスパック）〈1～3台で利用の場合〉 〈4台以上で利用の場合〉
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信頼性の高い管理が、かんたんにできます。
販売王 販売・仕入・在庫発注・仕入 多様な機能で精度の高い在庫管理を実現します。在庫

商品の発注残数管理がかんたんです。

仕入伝票や入荷予定表を使って効率的に仕入管理が行えます。

仕入締切日、銀行、仕入先等の条件指定で銀行振込依頼書の作成ができます。

仕入先別に支払管理が可能です。 支払伝票をワンタッチで
登録できます。

■ 発注
仕入先に対する商品の発注時には発注伝票
を入力、注文書の印刷も行えます。商品が
納入されたら発注伝票の内容を仕入伝票に
転送するだけで OK です。もちろん分納の
場合も仕入伝票に転送できるので発注残数
の管理もらくらくです。

■ 仕入
「仕入入力」でかんたん仕入管理
商品を仕入れたら仕入伝票に入力します。売上伝票同様の操作でかんたんに入力
が行えます。もちろん、発注伝票の内容を仕入伝票に転送することもできます。

■ 支払
全国銀行協会の「総合振込レコードフォーマット」の銀行振込依頼
データを作成することもできます。

■ 仕入先元帳
仕入先ごとに仕入金額と支払金額の履歴や、日々
の買掛残高の推移が確認できます。

■ ワンタッチ支払
お客さまよりご好評いただいている

「ワンタッチ入金」機能に加え、「ワン
タッチ支払」機能を搭載しています。
また、同時に「消込支援」などの機能向
上に対応することで、仕入管理の効率
化が図れます。

「入荷予定表」で受入準備も万全です
入荷予定表は、商品の入庫漏れ防止や受入準備に便利です。入荷予定日ごとの商
品一覧（入荷予定一覧表）と、商品ごとの入荷予定数の一覧（入荷商品一覧表）が印
刷できます。

振込金（兼振込手数料）受領書
（ファームバンキング対応）

振込依頼書
（センター用）

振込依頼書

入荷予定表

発注入力

発注伝票に入力

発注伝票の内容を仕入伝票に転送

仕入伝票に転送して不要な明細行を削除

商品の発注
商品納品

商品分納

■ 振込データ
全銀協フォーマットおよ
び全銀 EDI システムに対
応する振込データを作成
できますので、インター
ネットバンキングを利用
し効率的な振込業務が可
能です。また USB メモ
リ等にコピーして、銀行
にデータを渡すこともで
きます。

仕入先元帳

ネットワーク
複数のパソコンで販売王を同時に利用できます

「販売王 販売・仕入・在庫」を追加購入することで、複数のパソコンからの同時入力やデータベースの一元管理
が可能です。※7 お得な「2 ライセンスパック」「3 ライセンスパック」、さらにクライアント・サーバー型 LAN
対応の「LAN パック」もございます。
簡易LAN対応 クライアント・サーバー型LAN対応

多彩な在庫管理で効率アップをサポートします。
■ 在庫管理

ギフトの詰め合わせ商品や、パソコンの組
立販売等複数の商品を組み合わせて１商品
とみなす組立処理機能を搭載しています。
組立伝票を入力すると、商品の在庫数が増
加し、部品となった商品の在庫数が減少し
ます。組み合わせた商品を分解し、もとの
商品に戻すこともできます。

不良在庫を一覧表示する「滞留在庫一覧」は、仕入の削減や在庫処分を検
討する資料として役立ちます。また、適正在庫を下回った商品を一覧表
示する「適正在庫切れ一覧」、在庫の月次推移が確認できる「在庫推移表」
等、集計表が充実しています。

在庫の評価方法は商品ごとに、「最終仕入原価」、「月別総平均」、「標準
原価」から選択できます。帳簿在庫数と実地在庫数に差異がある場合
も調整できますので、棚卸時の在庫評価もらくらくです。

在庫振替入力
棚卸表

〈イメージ図〉

商
品
A

商
品
B

商
品
C

在庫20から19へ減少

在庫15から14へ減少

在庫10から9へ減少

商  品

支 社支 社
本
社
本
社

支 社

サーバー

VPN※

本 社
LAN
パック

LAN
パック

LAN
パック

LAN
パック

LAN
パック

LAN
パック

HUB

データベースデータベース

在庫振替入力 商品の廃棄時や委託販売、受託販売の場合は、在庫振替伝票を入
力することで管理が可能です。

組み立て管理

棚卸表

在庫一覧

複数の倉庫にある在庫を一元管理できます。
商品ごとの各倉庫の在庫数、および総数がしっかりと管理できま
す。倉庫区分・倉庫・商品等、最大 3 階層までの集計が可能です。

倉庫ごとの在庫管理の
選択可能

LAN パック サーバーマシン動作環境

●サーバーマシンの動作環境は、接続数やお使いの他のソフトの環境により変わる場合があります。上記のCPUやメモリのスペックは参考数値であることをご了承ください。 
●より快適にご利用いただくために、上記より高スペックのマシンの使用をおすすめします。 
●Excel出力機能を使用する場合はMicrosoft Excelが別途必要です。 
●本製品をインストールおよびアンインストールする際は、コンピューターの管理者権限を有するユーザーでログオンする必要があります。 
●本製品を運用する際は、コンピューターの管理者権限を有するユーザーでログオンする必要があります。

■ LAN with SQL ■ LAN for SQL
動作OS

CPU
メモリ
ディスプレイ
ディスクドライブ
ハードディスク 
マウス
プリンター

Windows Server 2022(64bit) Windows Server 2019(64bit) Windows Server 2016(64bit) 
Windows Server 2012 R2(64bit) Windows Server 2012(64bit) 
1.4GHz以上のx86/x64インテルプロセッサまたは互換プロセッサ(推奨2GHz以上) 
2GB以上(推奨4GB以上)
解像度1024×768以上必須(1280×800以上推奨) ※OSのDPI設定にて100％以外が指定されている場合は正常に表示されない場合があります。
CD-ROMドライブ必須
450MB以上(データ領域、及びMicrosoft SQL Serverをインストールする領域は別途必要)
動作OSに対応したマウス
動作OSに対応したプリンター 
※宅配便シール・統一伝票・連続用紙を印刷する場合は、トラクターフィーダーを装備したドットプリンターが必要です。 
※ドットプリンターの場合は15インチ連続用紙が使用できるプリンターが必要です。

動作OS
CPU
メモリ
ディスプレイ
ディスクドライブ
ハードディスク
マウス 
プリンター

Windows Server 2022(64bit) Windows Server 2019(64bit) Windows Server 2016(64bit)
1.4GHz以上のx86/x64インテルプロセッサまたは互換プロセッサ(推奨2GHz以上) 
2GB以上(推奨4GB以上)
解像度1024×768以上必須(1280×800以上推奨) ※OSのDPI設定にて100％以外が指定されている場合は正常に表示されない場合があります。
CD/DVD-ROMドライブ必須
9GB以上(データ領域は別途必要)
動作OSに対応したマウス
動作OSに対応したプリンター 
※宅配便シール・統一伝票・連続用紙を印刷する場合は、トラクターフィーダーを装備したドットプリンターが必要です。 
※ドットプリンターの場合は15インチ連続用紙が使用できるプリンターが必要です。

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1、Microsoft .NET Framework 4.6.2以降が必要です。 インストール済みでない場合は本製品のインストール時に同時にインストールされます。 ※インターネットへの接続が必要となります。

データベース Microsoft SQL Server 2019/2017/2016/2014
  ※with SQL Server には Microsoft SQL Server 2019 が同梱されています。 

※Microsoft SQL Serverを使用する際の留意点
・SQL Server 2019を使用する場合は、Windows Server 2016以降が必要となるなど、

利用するSQL Serverのバージョンに応じたOSが必要となります。
・本製品はMicrosoft SQL Serverに対して１クライアントライセンスとしてカウントされます。
・インストールする際のオプションは以下の通り設定する必要があります。

動作に必要な
ソフトウェア

大文字小文字を区別する オフ
アクセントを区別する オン
文字幅を区別する オフ

SQL照合順序 オフ

並び替え順 オフバイナリ
オフカタカナを区別する

照合順序指定子 Japanese 認証モード 混合モード 

  5クライアント 標準価格   660,000円（税込）

10クライアント 標準価格   880,000円（税込）

15クライアント 標準価格 1,100,000円（税込）

20クライアント 標準価格 1,320,000円（税込）

LAN for SQL

  5クライアント 標準価格   825,000円（税込）

10クライアント 標準価格 1,155,000円（税込）

15クライアント 標準価格 1,485,000円（税込）

20クライアント 標準価格 1,815,000円（税込）

LAN with SQL※別途Microsoft SQL Serverが 
　必要となります。

※SQL Server 2019が同梱されています。

2ライセンスパック 標準価格   99,000円（税込）

3ライセンスパック 標準価格 132,000円（税込）

追加1ライセンス 標準価格   33,000円（税込）

ライセンスパック

※ VPN（Virtual Private 
　Network）：インターネットを
　経由して行う通信環境。
※ VPN 環境はターミナル
　サービスでの利用が必要です。

※ LANパックは「バリューサポート料金無償」の対象外となります。

仕入・支払はもちろん、発注にも対応した多機能な月報機能を搭載しています。
■ 月報機能（仕入月報）
複数の伝票（仕入・支払・発注）を組み合わせて仕入月報を作成することができます。集計単位は、月単位・日単位とあわせて、
仕入先別・商品別等２階層の集計が可能です。明細の表示項目は、各伝票の明細区分があります。設計次第で、「商品別仕入日報」
等、あらゆる集計表に対応します。

月単位・日単位 複数の組み合わせで集計可能 月次・仕入先別や日次・商品別などの 2 階層の集計が可能
仕入月報

仕入入力

銀行振込
依頼書

販売王 販売・仕入・在庫

Zoomオンライン相談 スマートフォンからも
オンライン相談がお申込み
できます当日のお申込も可能です

ソリマチ オンライン相談 検 索
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信頼性の高い管理が、かんたんにできます。
販売王 販売・仕入・在庫発注・仕入 多様な機能で精度の高い在庫管理を実現します。在庫

商品の発注残数管理がかんたんです。

仕入伝票や入荷予定表を使って効率的に仕入管理が行えます。

仕入締切日、銀行、仕入先等の条件指定で銀行振込依頼書の作成ができます。

仕入先別に支払管理が可能です。 支払伝票をワンタッチで
登録できます。

■ 発注
仕入先に対する商品の発注時には発注伝票
を入力、注文書の印刷も行えます。商品が
納入されたら発注伝票の内容を仕入伝票に
転送するだけで OK です。もちろん分納の
場合も仕入伝票に転送できるので発注残数
の管理もらくらくです。

■ 仕入
「仕入入力」でかんたん仕入管理
商品を仕入れたら仕入伝票に入力します。売上伝票同様の操作でかんたんに入力
が行えます。もちろん、発注伝票の内容を仕入伝票に転送することもできます。

■ 支払
全国銀行協会の「総合振込レコードフォーマット」の銀行振込依頼
データを作成することもできます。

■ 仕入先元帳
仕入先ごとに仕入金額と支払金額の履歴や、日々
の買掛残高の推移が確認できます。

■ ワンタッチ支払
お客さまよりご好評いただいている

「ワンタッチ入金」機能に加え、「ワン
タッチ支払」機能を搭載しています。
また、同時に「消込支援」などの機能向
上に対応することで、仕入管理の効率
化が図れます。

「入荷予定表」で受入準備も万全です
入荷予定表は、商品の入庫漏れ防止や受入準備に便利です。入荷予定日ごとの商
品一覧（入荷予定一覧表）と、商品ごとの入荷予定数の一覧（入荷商品一覧表）が印
刷できます。

振込金（兼振込手数料）受領書
（ファームバンキング対応）

振込依頼書
（センター用）

振込依頼書

入荷予定表

発注入力

発注伝票に入力

発注伝票の内容を仕入伝票に転送

仕入伝票に転送して不要な明細行を削除

商品の発注
商品納品

商品分納

■ 振込データ
全銀協フォーマットおよ
び全銀 EDI システムに対
応する振込データを作成
できますので、インター
ネットバンキングを利用
し効率的な振込業務が可
能です。また USB メモ
リ等にコピーして、銀行
にデータを渡すこともで
きます。

仕入先元帳

ネットワーク
複数のパソコンで販売王を同時に利用できます

「販売王 販売・仕入・在庫」を追加購入することで、複数のパソコンからの同時入力やデータベースの一元管理
が可能です。※7 お得な「2 ライセンスパック」「3 ライセンスパック」、さらにクライアント・サーバー型 LAN
対応の「LAN パック」もございます。
簡易LAN対応 クライアント・サーバー型LAN対応

多彩な在庫管理で効率アップをサポートします。
■ 在庫管理

ギフトの詰め合わせ商品や、パソコンの組
立販売等複数の商品を組み合わせて１商品
とみなす組立処理機能を搭載しています。
組立伝票を入力すると、商品の在庫数が増
加し、部品となった商品の在庫数が減少し
ます。組み合わせた商品を分解し、もとの
商品に戻すこともできます。

不良在庫を一覧表示する「滞留在庫一覧」は、仕入の削減や在庫処分を検
討する資料として役立ちます。また、適正在庫を下回った商品を一覧表
示する「適正在庫切れ一覧」、在庫の月次推移が確認できる「在庫推移表」
等、集計表が充実しています。

在庫の評価方法は商品ごとに、「最終仕入原価」、「月別総平均」、「標準
原価」から選択できます。帳簿在庫数と実地在庫数に差異がある場合
も調整できますので、棚卸時の在庫評価もらくらくです。

在庫振替入力
棚卸表

〈イメージ図〉
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データベースデータベース

在庫振替入力 商品の廃棄時や委託販売、受託販売の場合は、在庫振替伝票を入
力することで管理が可能です。

組み立て管理

棚卸表

在庫一覧

複数の倉庫にある在庫を一元管理できます。
商品ごとの各倉庫の在庫数、および総数がしっかりと管理できま
す。倉庫区分・倉庫・商品等、最大 3 階層までの集計が可能です。

倉庫ごとの在庫管理の
選択可能

LAN パック サーバーマシン動作環境

●サーバーマシンの動作環境は、接続数やお使いの他のソフトの環境により変わる場合があります。上記のCPUやメモリのスペックは参考数値であることをご了承ください。 
●より快適にご利用いただくために、上記より高スペックのマシンの使用をおすすめします。 
●Excel出力機能を使用する場合はMicrosoft Excelが別途必要です。 
●本製品をインストールおよびアンインストールする際は、コンピューターの管理者権限を有するユーザーでログオンする必要があります。 
●本製品を運用する際は、コンピューターの管理者権限を有するユーザーでログオンする必要があります。

■ LAN with SQL ■ LAN for SQL
動作OS

CPU
メモリ
ディスプレイ
ディスクドライブ
ハードディスク 
マウス
プリンター

Windows Server 2022(64bit) Windows Server 2019(64bit) Windows Server 2016(64bit) 
Windows Server 2012 R2(64bit) Windows Server 2012(64bit) 
1.4GHz以上のx86/x64インテルプロセッサまたは互換プロセッサ(推奨2GHz以上) 
2GB以上(推奨4GB以上)
解像度1024×768以上必須(1280×800以上推奨) ※OSのDPI設定にて100％以外が指定されている場合は正常に表示されない場合があります。
CD-ROMドライブ必須
450MB以上(データ領域、及びMicrosoft SQL Serverをインストールする領域は別途必要)
動作OSに対応したマウス
動作OSに対応したプリンター 
※宅配便シール・統一伝票・連続用紙を印刷する場合は、トラクターフィーダーを装備したドットプリンターが必要です。 
※ドットプリンターの場合は15インチ連続用紙が使用できるプリンターが必要です。

動作OS
CPU
メモリ
ディスプレイ
ディスクドライブ
ハードディスク
マウス 
プリンター

Windows Server 2022(64bit) Windows Server 2019(64bit) Windows Server 2016(64bit)
1.4GHz以上のx86/x64インテルプロセッサまたは互換プロセッサ(推奨2GHz以上) 
2GB以上(推奨4GB以上)
解像度1024×768以上必須(1280×800以上推奨) ※OSのDPI設定にて100％以外が指定されている場合は正常に表示されない場合があります。
CD/DVD-ROMドライブ必須
9GB以上(データ領域は別途必要)
動作OSに対応したマウス
動作OSに対応したプリンター 
※宅配便シール・統一伝票・連続用紙を印刷する場合は、トラクターフィーダーを装備したドットプリンターが必要です。 
※ドットプリンターの場合は15インチ連続用紙が使用できるプリンターが必要です。

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1、Microsoft .NET Framework 4.6.2以降が必要です。 インストール済みでない場合は本製品のインストール時に同時にインストールされます。 ※インターネットへの接続が必要となります。

データベース Microsoft SQL Server 2019/2017/2016/2014
  ※with SQL Server には Microsoft SQL Server 2019 が同梱されています。 

※Microsoft SQL Serverを使用する際の留意点
・SQL Server 2019を使用する場合は、Windows Server 2016以降が必要となるなど、

利用するSQL Serverのバージョンに応じたOSが必要となります。
・本製品はMicrosoft SQL Serverに対して１クライアントライセンスとしてカウントされます。
・インストールする際のオプションは以下の通り設定する必要があります。

動作に必要な
ソフトウェア

大文字小文字を区別する オフ
アクセントを区別する オン
文字幅を区別する オフ

SQL照合順序 オフ

並び替え順 オフバイナリ
オフカタカナを区別する

照合順序指定子 Japanese 認証モード 混合モード 

  5クライアント 標準価格   660,000円（税込）

10クライアント 標準価格   880,000円（税込）

15クライアント 標準価格 1,100,000円（税込）

20クライアント 標準価格 1,320,000円（税込）

LAN for SQL

  5クライアント 標準価格   825,000円（税込）

10クライアント 標準価格 1,155,000円（税込）

15クライアント 標準価格 1,485,000円（税込）

20クライアント 標準価格 1,815,000円（税込）

LAN with SQL※別途Microsoft SQL Serverが 
　必要となります。

※SQL Server 2019が同梱されています。

2ライセンスパック 標準価格   99,000円（税込）

3ライセンスパック 標準価格 132,000円（税込）

追加1ライセンス 標準価格   33,000円（税込）

ライセンスパック

※ VPN（Virtual Private 
　Network）：インターネットを
　経由して行う通信環境。
※ VPN 環境はターミナル
　サービスでの利用が必要です。

※ LANパックは「バリューサポート料金無償」の対象外となります。

仕入・支払はもちろん、発注にも対応した多機能な月報機能を搭載しています。
■ 月報機能（仕入月報）
複数の伝票（仕入・支払・発注）を組み合わせて仕入月報を作成することができます。集計単位は、月単位・日単位とあわせて、
仕入先別・商品別等２階層の集計が可能です。明細の表示項目は、各伝票の明細区分があります。設計次第で、「商品別仕入日報」
等、あらゆる集計表に対応します。

月単位・日単位 複数の組み合わせで集計可能 月次・仕入先別や日次・商品別などの 2 階層の集計が可能
仕入月報

仕入入力

銀行振込
依頼書

販売王 販売・仕入・在庫

Zoomオンライン相談 スマートフォンからも
オンライン相談がお申込み
できます当日のお申込も可能です

ソリマチ オンライン相談 検 索



［※1］2021年8月株式会社プラグ調べ「業務ソフトに関する調査」　
［※2］弊社サポートセンター宛にご購入日から30日以内にお申し込みください（販売店発行の領収書が必要です）。
［※3］15 ヶ月最新版無償提供（バリューサポート）を受けるには購入日から１年以内にユーザー登録が必要となります。
［※4］電話サポート（バリューサポート）を受けるには購入日から１年以内にユーザー登録が必要となります。バリューサポートは、ユーザー登録完了日から最大
 15 ヶ月間となります。期間終了後は別途有料となります。

［※5］安心データバンクはお申込み完了日の翌月から1年間無償でご利用頂けます。無償期間終了後は月額￥550（税込価格）にてご利用頂けます。
［※6］PDFファイル・帳票フリーレイアウタの使い方・単価一括変更ツールの使い方をご覧になるには、アドビシステムズ社のソフトウェアAdobe Readerが必要 
 です。

［※7］別途、ライセンスの追加購入が必要となります。販売王 販売・仕入・在庫のみ対応しております。
「Zoom」は、Zoom Video Communications, Inc.の商標または登録商標です。

●Excel出力機能を使用する場合はMicrosoft Excelが別途必要です。 
●本製品をインストールおよびアンインストールする際は、コンピューターの管理者権限を有するユーザーでログオンする必要があります。 
●本製品を運用する際は、コンピューターの管理者権限を有するユーザーでログオンする必要があります。 
●2023年1月10日(日本時間)をもってMicrosoft社の Windows8.1 へのサポートとセキュリティ更新プログラム等の提供が終了します。2023年1月

10日以降も継続してWindows8.1コンピューターを利用し続けることは、コンピューターの脆弱性を解決しないままで使用し続けることになり、セキュ
リティ上、危険な状態になります。最新環境への移行をご検討ください。

動作OS ̶̶ ̶ Windows 11(64bit) Windows 10(64bit/32bit) Windows 8.1(64bit/32bit)  
 Windows 11の表記は、Windows11 Pro/Homeの略称。  
 Windows 10の表記は、Windows10 Enterprise/Pro/Homeの略称。  
 Windows 8.1の表記は、Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8.1 Enterpriseの略称。(Windows RTは含みません)
対応機種  動作OSが稼動するパソコン ※自作機での動作は保証しません。
CPU  1GHz以上のx86/x64インテルプロセッサまたは互換プロセッサ(推奨2GHz以上)
メモリ  [Windows 11] 4GB以上(64bit) [Windows 10/8.1] 2GB以上(64bit)/1GB以上(32bit)
ディスプレイ  解像度1024×768以上必須(1280×800以上推奨) ※OSのDPI設定にて100％以外が指定されている場合は正常に表示されない場合があります。
ディスクドライブ CD-ROMドライブ ※製品をCD-ROMからインストールする場合に必要です。
ハードディスク  450MB以上(データ領域は別途必要) ※Microsoft SQL Server 2017 Express Edition をインストールする場合、6GB以上の空き容量が必要です。
マウス  動作OSに対応したマウス
プリンター  動作OSに対応したプリンター ※宅配便シール・統一伝票・連続用紙を印刷する場合は、トラクターフィーダーを装備したドットプリンターが必要です。
データベース   Microsoft SQL Server 2019/2017/2016/2014 Microsoft SQL Server 2019/2017※/2016/2014 Express Edition 
 ※Microsoft SQL Server 2017 Express Editionを本製品のセットアップ時にインストールすることができます。 
 ※Microsoft SQL Server 2017 Express Editionは32bitOSにはインストールできません。
動作に必要なソフトウェア Microsoft .NET Framework 3.5 SP1、Microsoft .NET Framework 4.6.0以降が必要です。 
 インストール済みでない場合は本製品およびSQL Serverのインストール時に同時にインストールされます。
 ※インターネットへの接続が必要となります。

動作環境

販売王／販売王 販売・仕入・在庫

管理可能データ̶ 99社（ログイン時に切り替え可能）
得意先マスタ̶̶̶ 無制限（HDD空き容量による）
 コード：1～13桁（英数記号仮名）
 名称：全角30文字
商品マスタ̶̶ ̶̶  無制限（HDD空き容量による）
 コード：1～33桁（英数記号仮名）
 名称：全角20文字
発送先マスタ̶̶̶ 無制限（HDD空き容量による）
 コード：1～13桁（英数記号仮名）
 名称：全角30文字
仕入先マスタ̶̶̶ 無制限（HDD空き容量による）
 コード：1～13桁（英数記号仮名）
 名称：全角30文字

担当者マスタ̶̶̶ 無制限（HDD空き容量による）
 コード：4桁（英数記号仮名）
 名称：全角7文字
得意先区分̶̶ ̶̶  3区分　
 件数：無制限（HDD空き容量による）
 コード：4桁（英数字）
 名称：全角25文字
商品区分 ̶̶̶̶ 3区分　
 件数：無制限（HDD空き容量による）
 コード：4桁（英数字）
 名称：全角25文字
仕入先区分 ̶̶̶ 3区分　
 件数：無制限（HDD空き容量による）
 コード：4桁（英数字）
 名称：全角25文字

摘要 ̶̶̶̶̶̶̶̶ 45種類　各99件
管理倉庫数 ̶̶̶̶̶ 無制限（HDD空き容量による）
伝票枚数 ̶̶̶̶̶̶ 無制限（HDD空き容量による）
伝票明細行数 ̶̶̶̶ 99行
部門 ̶̶̶̶̶̶̶̶ 無制限（2階層）（HDD空き容量による）
入数 ̶̶̶̶̶̶̶̶ 整数4桁（商品ごとに使用有無選択可能）
箱数 ̶̶̶̶̶̶̶̶ 整数4桁（入数管理する商品のみ）
数量 ̶̶̶̶̶̶̶̶ 整数8桁（小数なしor2桁）
単価 ̶̶̶̶̶̶̶̶ 整数9桁（小数なしor2桁）
伝票1枚の合計金額 ̶ 整数11桁
最大データサイズ ̶̶ 1事業所あたり4GBまで

 ファイル
新規作成
バックアップ・復元
利用者設定
郵便番号辞書修正
データ更新
 初期設定
自社情報設定
部門・担当者設定
摘要登録
区分登録
得意先締めグループ登録
仕入先締めグループ登録
ピア・ツー・ピア環境設定
他社製品データ取り込み
 台帳登録
商品登録
得意先登録
仕入先登録
得意先別商品単価表
仕入先別商品単価表
発送先登録
銀行登録
倉庫登録

倉庫別商品在庫登録
 販売業務
見積入力
受注入力
売上入力
納品請求処理
DM・宅配便印刷
請求締切
入金入力
まとめて印刷
MoneyLink入金明細取込　
 仕入業務
発注入力
仕入入力
支払締切
銀行振込依頼書
支払入力
MoneyLink入出金明細取込
 在庫業務
在庫振替入力
組立入力
棚卸表
倉庫間移動入力

 売上管理
見積明細表
見積一覧
受注日報
売上日報
発送予定実績表
売上日計総括表
月別売上推移表
売上集計表
販売月報
 売掛管理
得意先元帳
売掛一覧
請求一覧
回収予定実績表
入金日報
受取手形一覧
ブラックリスト
督促履歴管理
 仕入管理
発注日報
仕入日報
入荷予定表

仕入日計総括表
仕入集計表
仕入月報
 買掛管理
仕入先元帳
買掛一覧
支払一覧
支払予定実績表
支払日報
支払手形一覧
 在庫管理
組立商品明細表
滞留在庫一覧
適正在庫切れ一覧
在庫明細表
在庫一覧表
在庫推移表
 ツール
データコンバート
帳票フリーレイアウタ
帳票フリーレイアウタの使い方
会計王仕訳データ作成
テキストデータ入力・出力

利用状況
操作ログ表示
 ヘルプ
スーパーらくらく検索
ヘルプ機能
サポート問い合わせ
ソリマチホームページ
製品Q&A
サプライ注文
オンラインユーザー登録
オンラインアップデート
操作ナビ
サポートアシスト

処理スペック

機能一覧

Y22H0900

販売王 販売・仕入・在庫 メーカー希望小売価格 ￥66,000（税込価格）
販売王　　　　　　　  メーカー希望小売価格 ￥44,000（税込価格）

＊赤文字は「販売王 販売・仕入・在庫」のみの機能です。

windows
11
対応

購入前のお問い合わせ ― 購入前のご質問はオンライン相談またはホームページまで

TEL.03－5475－5301（代）／  FAX.03－3446－0252
東京本社 ／ 〒141－0022 東京都品川区東五反田3－18－6 ソリマチ第8ビル

ソリマチホームページ

Zoomオンライン相談
当日のお申込も可能です

製品ご購入前のご不明点について、経験豊富なソリマチのプロアドバイザーとZoomで直接ご相談いただけます。

検 索ソリマチ オンライン相談
スマートフォンからも
オンライン相談がお申込み
できます

30日間お試しいただける体験版もご用意しています。 
詳しくはホームページまで。

www.sorimachi.co.jp

ソリマチならあんしんしてご利用いただけます

期待以上のサクサク感！帳票に強い販売管理ソフト

初心者にも使いやすい

サポート体制充実

画面が見やすい

インボイス制度
電子帳簿保存法対応
これから始まる制度改正もあんしん

ソリマチ
イメージキャラクター

松岡 修造

販売王 おすすめ3ポイント

個人事業者・法人 両対応

※1

はがき・封筒
宛名タックシール（ソリマチ専用用紙）
はがき／はがき（縦書き）／年賀
状／かもめーる
封筒（「帳票フリーレイアウタ」
機能により A3 判まで対応可能）
宅配便送り状

ヤマト運輸／佐川急便／ゆう
パック／福山通運／西濃運輸／
トールエクスプレス／日本通運
／フットワーク／その他（「帳票
フリーレイアウタ」機能により
対応可能）
台　帳

担当者一覧
商品一覧
得意先台帳
得意先一覧
仕入先台帳
仕入先一覧
得意先別商品単価表（得意先の
商品単価、商品の得意先別単価）
仕入先別商品単価表（仕入先の
商品単価、商品の仕入先別単価）
発送先一覧
得意先・発送先対応表

（一覧形式、注文書形式）
銀行一覧
倉庫一覧
倉庫別商品在庫一覧
商品別倉庫在庫一覧
見積書

見積書
受注伝票

ご注文承り書
納品書

売上伝票・請求書・納品書
売上伝票・領収証控・領収証
納品書・請求書・納品書控
請求書・納品書・物品受領書
納品書・物品受領書
請求書・納品書
納品書控・請求書・納品書・
物品受領書（連続用紙）※1

出力帳票一覧
納品書・払込取扱票
加入者負担 ※1
納品書・払込取扱票
払込人負担 ※1
チェーンストア統一伝票（Ｂ様式
ターンアラウンド用1型、2型、3型）
チェーンストア統一伝票

（Ｂ様式タイプ用）
百貨店統一伝票（Ａ様式）
家電統一伝票（Ｅ様式）
統一伝票（Ｃ様式）
業際統一伝票
請求書

払込取扱票 加入者負担 ※1
払込取扱票 払込人負担 ※1
明細請求書
合計請求書
明細請求書（連続用紙）※1
合計請求書（連続用紙）※1
入金伝票

入金伝票
領収証控・領収証
発注伝票

注文書
仕入伝票

仕入伝票
振込依頼書

総合振込依頼書
支払伝票

支払伝票
組立伝票

組立伝票
棚卸

棚卸表
在庫振替伝票

在庫振替伝票
販売管理

日付別見積明細表
得意先別見積明細表
担当者別見積明細表
日付別見積一覧
得意先別見積一覧
担当者別見積一覧

日付別受注日報
得意先別受注日報
担当者別受注日報
広告企画別受注日報
発送先別受注日報
日付別売上日報
得意先別売上日報
担当者別売上日報
広告企画別売上日報
発送先別売上日報
発送予定実績表
商品別発送予定実績表
売上日計総括表 掛売売上
売上日計総括表 小売売上
売上日計総括表 入金
売上日計総括表 消費税
得意先別月別売上推移表
担当者別月別売上推移表
商品別月別売上推移表
発送先別月別売上推移表
倉庫別月別売上推移表
倉庫区分別月別売上推移表
部門別月別売上推移表
売上集計表
販売月報
売掛管理

得意先元帳
売掛一覧表
請求一覧表
回収予定実績表

（単位：5 日、単位：1 日）
日付別入金日報
得意先別入金日報
担当者別入金日報
受取手形一覧表
ブラックリスト
ブラックリスト総括表
督促状（明細請求書、払込取扱票）
督促履歴元帳
仕入管理

日付別発注日報
仕入先別発注日報
担当者別発注日報

日付別仕入日報
仕入先別仕入日報
担当者別仕入日報
入荷予定一覧表
入荷商品一覧表
仕入日計総括表 掛仕入
仕入日計総括表 現金仕入
仕入日計総括表 支払
仕入日計総括表 消費税
仕入集計表
仕入月報
買掛管理

仕入先元帳
買掛一覧表
支払一覧表
支払予定実績表

（単位：5 日、単位：1 日）
日付別支払日報
仕入先別支払日報
担当者別支払日報
支払手形一覧表
在庫管理

組立商品別組立明細表
構成商品別組立明細表
滞留在庫一覧表
適正在庫切れ一覧表
在庫明細表
商品別在庫一覧表
構成商品別在庫一覧表
委託先別・商品別在庫一覧表
在庫推移表
倉庫間移動入力

倉庫間移動伝票

＊赤文字は「販売王 販売・仕入・在庫」のみ対応しています。
※1 ソリマチ専用帳票のみ。

販
売
王

15ヶ月最新版を無償提供※3

機能アップや法令改正によるバージョンアップを15ヶ
月間無償で提供いたします。

販
売
王

サポートセンターでは製品の専門サポートチームが操作方
法や疑問を迅速に解決します。今なら15ヶ月間、電話サ
ポートが無償です。

電話サポートが15ヶ月無償※4

販
売
王

ソフトをお使いになり、その上でご満足い
ただけない場合には、返品を受け付けてお
ります。ぜひお気軽にスタートしてみてくだ
さい！

購入後の返品もＯＫ※2

サポートの対応No.1


