ガソリンスタンド仕⼊・販売・在庫管理システム

Windows 10･8.1･8･7sp1･Server2016

エストリオ

for Windows Ver.11
スタンドアロン版

ＬＡＮ対応版

全国の先進ＳＳの経営ノウハウを凝縮した石油販売業向けの定番パソコンソフト
使い易さ抜群の設計 ! !

１

課税軽油を売上時、軽油本体と軽油引取税を⾃動分離し軽油本体のみを課税対象とします。分離⽅法について
は、軽油引取税を優先するか、軽油本体を優先するか等が選択できます。また軽油引取税を請求時に⼀括して
計算する事も可能です。

２

ガソリン、軽油、灯油などの主要200商品については、得意先毎に契約単価およびランク単価(⽇付による単
価切替も可能。最⼤10世代の切替⽇付)を設定できます。

３

３６.00
レギュラー

⾞番別の請求書を発⾏できます。得意先毎に⾞番別請求書か⼀括請求書かを選択できます。⾞番別の場合、
さらに⾞番毎に改ページか連続かを選択可能です。また、得意先に親⼦関係を設定することにより現場別請求
書や本⽀店別請求書を発⾏することも可能です。
４ 油種グループ(最⼤10種類)毎の売上数量･⾦額を得意先別に集計できます。油種グル
ープの名称および対象商品は⾃由に設定可能です。油種別合計請求書も発⾏できます。

５

得意先(仕⼊先)や対象期間などを指定し、売上(仕⼊)データの単価を遡って修正できま
す。また契約単価の⼀括変更も可能です。

６

消費税の軽減税率にも対応しています。また、消費税の計算⽅式についても、請求
単位・伝票単位・明細単位の３つの⽅式より選択できます。

７

在庫管理における棚卸資産の評価を｢最終仕⼊原価法｣、｢総平均法｣、｢移動平均法｣、
「先⼊先出法」の4種類より選択できます。(在庫管理オプション)

８

得意先毎の締⽇とは無関係に任意の⽇に請求書を発⾏でき、不意の⽀払客やいわゆる
盆暮れ勘定にも対応できます。また毎⽉の締め処理などの煩わしい作業も不要です。

請求書⽤紙はレーザー･プリンタ⽤単票紙やドット・プリンタ⽤複写紙など１６種類、
納品書3種類、⼊⾦票領収書3種類、ＬＰＧ検針票4種類から選択可能。なお､貴社ご
指定の⽤紙へのソフトウェアのカスタマイズも承ります。(有料)
買上分析(数量･⾦額･ポイント)､来店分析(来店回数･最終来店⽇･未来店客)､お知らせ顧客(オイル交換予定⽇･⾞検⽇･保険満期⽇･タイヤ
交換予定⽇･累積ポイント)、買上履歴(任意の得意先･商品･期間)などの便利な顧客管理ツール。（顧客管理オプション）

９

10

11 売上明細や仕⼊明細を⻑期間(データ更新処理を実⾏するまで何年間でも可能)保存できます。また、蓄積されたデータの分析も⾃由
12
13
14

⾃在です。
軽油引取税･軽油免税証･代⾏･品転など⽯油業界特有の取引形態にも対応済みです。
⼀括売上処理や⼀括⼊⾦処理が標準装備されており、洗⾞会員に対する売上や⼤
⼝ユーザーの従業員に対する⼊⾦などに威⼒を発揮します。
商品体系を⾃由に設定できるので、貴社独⾃の体系に基づく商品グループ毎の集
計も簡単です。

15

ＰＯＳデータを、通信回線経由やファイル渡しでパソコンに取り込み、ＳＳＳ
for Windowsで請求書をはじめとする各種管理資料を⾃由に作成できます。⽯油
元売会社仕様、あるいはＰＯＳメーカー標準仕様を問わず、主要なＰＯＳフォー
マットにはほとんど対応済みです。また２種類のＰＯＳ種別にも対応可能です。
(ＰＯＳ対応版)
１枚の請求書で、ガソリン、軽油、灯油などの燃料油と⼀緒にＬＰＧの明細も出⼒
16
できるためＬＰＧ併売店には⾮常に便利です。(ＬＰＧ対応版)

17 オートガス･スタンドには⾞両別充填明細表や⽇付別合計請求書などが利⽤できま
す。(オートガス対応版)

灯油の販売量が多いお客様には､｢灯油配送予測⼀覧表｣

20 検針や配送など屋外でのデータ⼊⼒や納品書発⾏にはハンディターミナル

売掛債権の回収に⾦融機関を利⽤している場合｢⼝座振

21 他社会計ソフトにデータを引渡すことにより、会計のデータ⼊⼒の省⼒化
が計れます。また軽油引取税等業界特有の仕訳にも対応しています。(会

18 が便利です｡(灯油配送システム)

19 替依頼書｣を作成できます。(⼝座振替システム)
ＰＯＳ対応
会計ソフト接続ｼｽﾃﾑ
口座振替ｼｽﾃﾑ

ＬＰＧ対応

SSS

（販売管理）

在庫管理

顧客管理

ハンディターミナル対応
仕入管理
仕入

計ソフト接続システム)
22 印刷プレビュー機能により、印刷前に印刷内容を確認できたり必要なペー
ジのみ印刷する事ができますので、無駄な印刷を防ぐ事ができます。
販売管理システムを基幹として、その他システム（仕⼊/在庫/顧客

等）

23 はオプションですので、最⼩構成（販売管理のみ）であれば、低コストで
の導⼊が可能です。

オートガス対応

標準版

灯油配送ｼｽﾃﾑ

対応版が便利です。（ハンディターミナル対応版）

インターネット接続環境があれば、得意先台帳から地図を表⽰する事が可

24 能ですので、灯油配達等の注⽂があった場合や集⾦業務を⾏う場合に便利
25

です。
1週間分のデータをハードディスクに⾃動バックアップする事が出来ます
ので、誤って⼤量のデータを削除してしまった場合等に⽐較的容易に復旧
が⾏えます。(パソコンが故障した場合に備えて、別途外部メディアにバ
ックアップする必要があります。)

LAN対応版では、同⼀業務を複数の⼈で分散処理したり、同時
に複数の業務を並⾏処理することが可能です。
例えば、ネットワークで構成された⼀台のパソコンで売上デー
タを⼊⼒しながら、もう⼀台のパソコンでも売上データ⼊⼒を 売上処理
（パソコン１）
同⼀のデータベースに対して⾏えます。

ＬＡＮ

業種別パッケージ・ソフトウェア開発
売上処理

（パソコン２）

仕⼊処理

（パソコン３）

株式会社ユーキソフト

導

⼊

事

事例3:LPG併売ｽﾀﾝﾄﾞ

事例2:標準構成

事例1:最⼩構成
販売管理（標準システム）

例

販売管理+仕⼊管理+在庫管理+
顧客管理

事例4:POSﾃﾞｰﾀ処理＆会計接続

販売管理+仕⼊管理+在庫管理+
顧客管理+LPG

販売管理+仕⼊管理+在庫管理+
顧客管理+会計接続+POS/ﾌｧｲﾙ渡し

36.50
ハイオク

データ変換

36.50

36.50

ハイオク

100

Ａ商店は、１店舗のみの⼩規模なガソリ
ンスタンドです。まず、請求書発⾏を中
⼼とする売掛管理業務のコンピュータ化
をはかりたいために、 ガソリンスタンド
仕⼊・販売・在庫管理システム SSS for
Windowsの 最⼩構成単位である「販売
管理」を導⼊しました。販売管理の運⽤
が軌道に乗れば、「仕⼊管理」･「在庫
管理」･「顧客管理」も追加導⼊予定で
す。

事例5:通信⽅式POSﾃﾞｰﾀ処理
販売管理+POS／通信
データ
センター

(株)Ｃ商店は、⽯油販売業と⼀緒に家庭
⽤プロパンガス(ＬＰＧ)の販売も⾏って
います。掛け客も多く、しかも同⼀顧客
で燃料油(ガソリン･軽油･灯油)とＬＰＧ
の両⽅の掛売が存在する場合も少なくあ
りません。 そのような顧客に対しても、
⼀枚の請求書でガソリンなどの燃料油と
ＬＰＧの両⽅の請求明細が出⼒可能なガ
ソリンスタンド仕⼊・販売・在庫管理シ
ステム SSS for Windowsを導⼊するこ
とに決定しました。

Ｄ⽯油販売(株)は、最近まで元売り⽯油
会社指定の計算センターを利⽤した 外部
委託型の事務処理をしていましたが、今
後は毎⽉の事務処理費⽤のコストダウン
が可能で、請求業務の迅速化や締⽇以外
の随時請求書発⾏など⾃由度が⾼い⾃社
処理にすることに決定しました。
また、既に使⽤中のＷ社製の会計ソフト
にガソリンスタンド仕⼊・販売・在庫管
理システム SSS for Windowsのデータ
を⾃動変換するために「会計接続システ
ム」も導⼊します。

事例6:複数SSの通信⽅式
POSﾃﾞｰﾀ処理

事例7:ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙによる
LPG検針・灯油配送

事例8:ｲﾝﾀｰﾈｯﾄVPNによる
LAN構成

販売管理+仕⼊管理+在庫管理+
顧客管理+⼝座振替+POS／通信

POS

通信
(株)Ｅ⽯油は、元売り指定のＰＯＳを使
⽤しています。ＰＯＳデータをデータセ
ンターに送信し、アウトソーシングで請
求処理を⾏っていましたが、請求処理の
⾃由度と迅速化およびコストダウンを⾏
うために、掛客の請求処理のみ⾃社処理
(SSS for Windows)で⾏う事に決定しま
した。データはセンターから受信して、
SSS for Windowsに取り込み請求処理を
⾏います。 クレジット決済は従来通りデ
ータセンター側で処理する⽅法を採⽤し
ています。

100

LPG
LPG

販売管理+仕⼊管理+在庫管理+
顧客管理+⼝座振替+POS／通信

POS

販売管理(LAN対応版)+仕⼊管理(LAN対応版)+
在庫管理(LAN対応版)+顧客管理(LAN対応版)

インターネット

36.50
ハイオク

36.50

ハイオク

ハイオク

(有)Ｂ⽯油店は、ガソリンスタンドに併
設して⽇⽤雑貨商も営んでおります。
オーナー店⻑は⽯油関連商品の仕⼊・販
売・在庫・顧客管理はもちろん、雑貨商
品の販売管理についても⼀つのソフトウ
ェアで同時処理を希望していました。
そこで⽯油販売業に特化しながら、商品
体系を⾃由に構成し商品グループ別の売
上管理を ⾏えるガソリンスタンド仕⼊・
販売・在庫管理システムSSS for Windo
wsを導⼊しました。

POS

36.50

36.50

POS

100

ハイオク

LPG
LPG

ハイオク

36.50
ハイオク

36.50

36.50

36.50

ハイオク

ハイオク

ハイオク

(株)Ｆ商会は、本社管理部⾨と遠隔地に
存在する複数の給油所を持っています。
これらの複数の給油所のＰＯＳデータを
、電話回線を利⽤した通信⽅式で本社の
パソコンに取り込み、仕⼊・販売・在庫
・顧客管理を⾏うためにガソリンスタン
ド仕⼊・販売・在庫管理システム SSS
for Windowsの「ＰＯＳ/通信」対応版
を導⼊しました。 また「⼝座振替」オ
プションを追加し、売掛代⾦回収業務の
省⼒化を図っています。

Ｇ産業(株)は、ガソリン・軽油などの燃
料油のほか、ＬＰＧや灯油の販売量が多
い⽯油販売業です。ＬＰＧなどは検針作
業や顧客先での伝票発⾏も伴なうので、
ハンディターミナルを導⼊して 効率的な
事務処理を⾏うために、ガソリンスタン
ド仕⼊・販売・在庫管理システム SSS
for Windowsの仕⼊・販売・在庫・顧客
管理に加え「ＬＰＧ」と「灯油配送」
および「ハンディターミナル」のオプシ
ョン・ソフトを追加して導⼊することに
決定しました。

標 準 シ ス テ ム

販売管理
台帳管理

営業所台帳／部⾨台帳／地区台帳／担当者台帳／荷姿台帳／商品台帳／商品体系／
ﾗﾝｸ単価／銀⾏台帳／仕⼊先台帳／得意先台帳／繰越残⾼⼀括⼊⼒

初期設定

基本項⽬／仕⼊管理／販売管理／在庫管理／⾃社情報／ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ設定

ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ

宛名書き／ﾃﾞｰﾀ更新／遡り単価修正／ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ／ﾃﾞｰﾀｲﾝﾎﾟｰﾄ／ﾃﾞｰﾀｴｸｽﾎﾟｰﾄ／
ｺｰﾄﾞ変更／消費税再計算／消費税計算⽅法変更／総額表⽰内税変更／ﾃﾞｰﾀ復元／
ﾃﾞｰﾀ最適化

仕⼊管理

仕⼊処理／⽀払処理／仕⼊明細表／⽀払⼀覧表／仕⼊先管理表

オ

買上分析／買上履歴／来店分析／お知らせ顧客

在庫管理

期⾸在庫／棚卸⼀括調整／商品在庫⼀覧表／商品受払簿

ＰＯＳ

POS初期設定／POS･PCｺｰﾄﾞ対応表／POSﾃﾞｰﾀ変換(ﾌｧｲﾙ渡し)／POSﾃﾞｰﾀ受信処理
／POSﾃﾞｰﾀ変換(通信)／POSﾃﾞｰﾀﾁｪｯｸﾘｽﾄ再発⾏

ＬＰＧ

LPG初期設定／LPG台帳／LPG売上処理／LPG検針･配送伝票／LPG配送予測⼀覧表
／LPG容器台帳／LPG容器明細表／LPG容器所在⼀覧表

ｵｰﾄｶﾞｽ

ｵｰﾄｶﾞｽ初期設定／ｵｰﾄｶﾞｽ請求書／⾞両別充填明細書

プ

顧客管理

シ
ョ

ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ ﾃﾞｰﾀ･ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ／ﾃﾞｰﾀ･ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ／ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ初期設定

ン

灯油配送

灯油配送初期設定／灯油得意先台帳／灯油配送予測⼀覧表

⼝座振替

⼝座振替初期設定／⾃社⼝座台帳／⼝座振替依頼書／⼝座振替FD作成処理／
⼝座振替⼀括⼊⾦処理／⼝座振替⾦額設定

会計ｿﾌﾄ接続 会計接続初期設定／部⾨コード対応表／勘定科⽬設定／仕訳データ作成

※Windowsは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。
※その他のカタログ記載の製品名および規格名は、各社の商標または登録商標です。
※製品の仕様およびこのカタログに記載された内容は、改良のため事前の予告なしに変更
することがあります。

注１）VPN(Virtual Private Network)とは、インターネ
ットを利⽤して企業の拠点間を相互接続する技術の⼀つ
で、 あたかも専⽤線のようなセキュリティの⾼い通信を
可能にします。

動作環境

プログラム構成
売上処理／⼊⾦処理／⼀括処理／売上明細表／売上⽇報／⼊⾦⼀覧表／
商品別売上報告書／売上･⼊⾦内訳報告書／請求書／請求⼀覧表／⼊⾦票･領収証／
得意先管理表／集⾦予定表

複数の給油所を持つＨ⽯油(株)は、遠隔
地にある各給油所でデータ⼊出⼒を⾏い
、 サーバー⽤PCを設置した本社部⾨に
て総括業務を⾏うシステム構成を希望し
ています。 そこでインターネットVPN
の利⽤とガソリンスタンド仕⼊・販売・
在庫管理システム SSS for Windowsの
ＬＡＮ対応版の導⼊により実現すること
にしました。

■動作OS:Windows 10･8.1･8･7sp1,Server2016

または100％互換の上位ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
■ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ:SQLServer 2014 Express Edition sp3
■CPU動作周波数:1GHz以上
■ﾒﾓﾘ:1GB以上
■ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ:解像度1280×1024ﾄﾞｯﾄ以上
■ﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ:6GB以上の空きﾃﾞｨｽｸ容量のﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸとCD-ROM
ﾄﾞﾗｲﾌﾞ。またﾃﾞｰﾀ変換等をﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸで⾏う場合は3.5”FDDも必要
■USBﾎﾟｰﾄ:USBﾌﾟﾛﾃｸﾄｷｰ(HASP)のためにUSBポートを1個使⽤
■ﾌﾟﾘﾝﾀ:動作OSに対応したﾌﾟﾘﾝﾀ。ただし、複写式連続⽤紙の場合は
ﾄﾞｯﾄ･ｲﾝﾊﾟｸﾄ･ﾌﾟﾘﾝﾀが必要
※複写式の⽤紙(請求書及び検針･配送伝票)はﾌﾟﾘﾝﾀ仕様により印刷が
制限される場合があります。ご使⽤になる⽤紙に印刷可能かどうかは
ﾌﾟﾘﾝﾀ･ﾒｰｶｰにご確認下さい。

【販売店】
【開発・総販売元】

株式会社ユーキソフト

〒789-1301⾼知県⾼岡郡中⼟佐町久礼2550-11
ＴＥＬ.0889-52-2717 E-mail:support@yukisoft.co.jp
ＦＡＸ.0889-52-3551 URL https://www.yukisoft.co.jp/
●お客様のご要望にそったプログラム変更も承っております。
詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

