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画面・帳票見本 

開発・発売元 

http://www.softplanner.co.jp/
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車両注文書 
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買取・販売商談日報 
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車両仕入日報 
車両粗利集計表 
仕入担当者販売実績表 
車両項目別粗利集計表 
車両売掛残高管理表 
車両買掛残高管理表 
入金日報 
支払日報 
車両棚卸表 
古物台帳 
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預かり書類期限切れ一覧表 
予算対比実績表 
見積・注文一覧表 
中古車カタログ 
商談アプローチ印刷 
顧客・車両条件検索一覧表 
（DM・はがき） 
代車管理一覧表 
整備見積書 
整備請求書 
整備合計請求書 
整備入庫実績表 
整備売掛残高管理表 
整備入金日報 
整備売上粗利実績表 
整備履歴一覧表 
車検案内一覧表（DM・はがき） 
 

 

 

 

 



 

大分類 中分類 小分類 概 要 

1.商談入力 1.見積書・注文書作成入力 
 

●新規見積書作成 在庫車から選択して見積書を作成します。見積顧客は自動的
に商談顧客に反映されます。 

ローン計算や残価設定も可能です。 
（各本支店間在庫車見積も可能） 

●注文書作成 見積書で作成されたデータが注文書へ、売上計上で売上デー
タや販売プロセスに反映されます。 

2.車両買取・販売商談入力 
 

●来店顧客入力 買取・販売車両の顧客来店アンケート入力 

●買取・販売車両情報入力 買取・販売車両の情報等の詳細入力 

新車カタログ検索及び中古車市場価格表示（API） 

●買取・販売商談内容入力 買取・販売価格及び内容の詳細入力 

●買取・販売成約入力 買取・販売成約内容の入力 

3スケジュール日報入力  各担当者のスケジュールの入力、アタックリストから過去の

商談・日報履歴を見ながらスケジュールを作成可能です。 

4車両在庫一覧  在庫車の一覧印刷が可能です。（テキスト・画像形式選択） 

5.商談・販売プロセス管理  担当者別に新規来店の商談プロセスや契約車両の販売プロ
セスが表示されます。顧客の状況が一目で把握が可能です。 

6.顧客車両検索一覧（車検はがき・メール）  検索条件による一覧表およびDM・はがき・地図情報表示 

7.顧客車両照会  顧客・車両の販売内容・入金・整備等の履歴状況照会が可能

です。 

8.顧客・車両マスター登録  顧客車両の新規登録及び顧客の詳細情報が入力可能です。 

9.車検一括更新  顧客車両の車検日の一括更新が可能です。 

10.商談来店者MAP  Google･Microsoft地図を利用（API） 

11.顧客MAP  Google･Microsoft地図を利用（API） 

2.業販 1.業販売上入力  小売以外のオークション等への販売入力（複数台選択可能） 

2.AA出品一覧表  在庫車のAA出品の一覧が日付ごとに表示されます。 

3.車両仕入 1.車両仕入入力 ●仕入車両詳細入力 仕入先はもとより買取データから車両の仕入が容易に可能

です。 

 ●車検証入力 入庫時の車検証の詳細入力 

 ●経費（加修）入力 加修経費等の原価金額の入力(整備加修からも自動反映) 

 ●書類期限入力 預かり書類有効期限の入力 

 ●名義変更入力 仕入車両の名義変更日付の入力 



 ●車両状態 販売時の車両状態を車両の部位ごとに入力可能。（カラログ

情報に反映） 

 ●画像・装備品入力 仕入車両の装備品や画像情報の設定（10画像保存） 

 ●販売顧客設定 仕入事後処理の販売顧客と結び着けます 

2.経費（加修）一覧  仕入後の車両の経費（加修）等の原価一覧表 

3.預り書類期限切れ一覧表  仕入車両の預かり書類の管理一覧 

4.在庫車販売金額変更一括入力  在庫車の販売価格変更に伴う表形式の変更入力 

5.新車マスター登録  通常新車販売を主として行う場合にあらかじめ登録可能です。 

6.仕入先マスター登録  既にオークション会場等は登録済みですが、その他取引業者をあら

かじめ登録します。また、買取車両の場合のお客様は商談データか

らの仕入する場合のみ、仕入先として自動登録されます。 

4.会計 1.車両入金入力  販売した車両の入金入力 

2.車両支払入力  車両買取・仕入の支払入力 

3.車両売掛残高管理表   顧客別の売掛残高一覧（入金残） 

4.車両買掛残高管理表  支払先への買掛残高一覧（支払残） 

5.車両入金日報   顧客からの入金一覧 

6.車両支払日報  支払い済み一覧 

6.共通 1.代車入力・一覧  代車車両設定及び貸出契約書・貸出履歴一覧 

2.買取・販売商談日報  買取・販売商談状況の日報（成約・不成約） 

3.見積書・注文書一覧表  見積書・注文書の発行ユーザ一覧 

4.納車後点検案内一覧表  点検月基準で販売後 3 ヶ月、6 ケ月、12 ケ月点検の案内一

覧（DM・はがき） 

7.管理帳票 1.売上月報  当月の売上明細を日付順に表示 

2.仕入月報  当月の仕入明細を日付順に表示 

3.担当者別粗利実績表  担当者ごとの売上・仕入・粗利対比実績表 

4.車両項目別一覧  販売顧客及び販売累計の集計表（項目別売上仕入対比） 

5.車両棚卸一覧  現在・過去時点の在庫車両の一覧（原価金額） 

6.仕入担当者別販売実績表  仕入担当別の販売実績（粗利）等の管理表 

7.来店動機件数管理表  アンケート入力内容の集計（任意日付範囲指定） 

8.来店理由・乗換理由構成表  アンケート入力内容の集計（任意日付範囲指定） 



9.来店理由集計表  アンケート入力内容の集計（任意日付範囲指定） 

10.古物台帳  払出・受入の実績管理表 

7.管理者設定 1.担当者別予算設定  担当者別の予算設定 

2.担当者別予実算対比表  担当者別の予算と実績との対比表 

3.営業担当者移動  営業担当者が転属移動した場合に顧客担当者の変更が可能
です。 

4.担当者日報SV支援入力  担当者日報の管理者チェック入力です。 

5.担当者日報印刷  担当者日報の印刷です。 

8.整備 1.整備入力  顧客車両の車検・点検の見積書・請求書作成入力です。 

 2.一般販売入力  車両以外の一般商品の販売入力です。 

 3.在庫車加修入力  在庫車の加修入力です。入力データは在庫車の原価経費に反
映されます。 

 4.共通部品マスター  既に通常使用する部品データ名は搭載済みです。新規に登録

可能です。 

 5.整備セットマスター  車検時や点検時の自社用に作業名・部品名をセットできま
す。 

 6.整備入金入力  整備売上の入金入力です。 

 7.整備入庫予約  車検などの入庫予約する管理カレンダーです。 

 8.整備入金日報  入金データの日報一覧です。 

 9.整備入庫実績表  車検・一般整備・一般売上・在庫車加修の入庫一覧です。 

 10.車両別入庫粗利一覧表  整備入庫車両の粗利一覧です。 

 11.整備売掛残高管理表  整備売上の売掛残高の管理一覧です。 

8.掲示板 1.掲示板情報表示  本支店間の社内情報が表示されます。 

2.掲示板入力  社内報・営業マン同士の車両情報などの交換です。（添付フ

ァイル可能） 

9.メニュー 
 

1.ＴＯＤＯ情報（送信、受信）  各担当間の連絡網 

2.最新販売情報表示  最新の販売情報を表示します。 

3.最新仕入情報表示  最新の仕入情報を表示します。 

10.マスタ登録 1.顧客・車両マスター登録  全店舗よりWEB上で入力可能 

2.その他マスター登録（20マスタ登録）  全店舗よりWEB上で入力可能 

3.その他整備マスター  全店舗よりWEB上で入力可能 

11.搭載データ 1.車両車検証諸元データ （日本車50万車両） 車名・グレード・ドア枚数・新車時装備品等も含まれます。 

2.日整連作業点数データ （1989年～2010年） （社）日本自動車整備振興会連合会許諾 

3.全国住所コードデータ・郵便番号データ   

12.在庫車リンク オプション  当社業務提携会社 

13.共有在庫 オプション 各グループ会社間共有在庫  



ログイン画面 

メニュー画面 

自社在庫ページ画面からログイン 



担当者業務 運用プログラムメニュー構成 
 



お客様用在庫車検索 

車両詳細 

在庫車カタログ印刷プレビュー 



●ログインすることで掲示板画面が表示され、社内共通情報が

共有できます。 

●社内掲示板から営業マン同士の情報交換の場としてお役に

立ちます。もちろん過去の履歴までしっかり管理できます。 

●画像添付やExcelファイルの添付まで可能です。 

 

掲示板入力 



成約新着情報 

在庫車新着情報 

TODO情報・社内間担

当者連絡網 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各担当者スケジュールの参照が可能なため管理も容易です。 

また、日表示、週表示、月表示まで可能なため、自分以外の各担当者まで閲

覧可能です。 

 

●当日のスケジュールの

結果の入力 

●スケジュール画面表示 ●スケジュールの日報入力画面表示 

●担当者ごとの当月の契約ユーザ

の契約・書類・登録・納車整備や納

車プロセスまで入力可能です。 



アタックリストからの当月対

応しなければならないユーザ

にコミュニケーションデータ

を参照しながら検出。 

販売車両の詳細はもとより過

去の商談履歴や、日報履歴、整

備履歴まで参照できますので

ユーザとのコミュニケーショ

ンをスムーズに行う事ができ

ます。 

 

 

 

  

過去のユーザコミュニケ

ーションデータを表示 

新規スケジュールへ取込 



 

 

商談入力画面 

一顧客に対して買取・販売商談が同じ構成内で行えま

す。販売顧客に対しては在庫見積及び求車情報が入力可

能です。 

 

商談入力画面（買取） 

買取商談車両情報

が表示 

求車商談車両情報

が表示 



買取・販売商談での中古車市場価格の検索 

買取お客の市場価格 

●買取車（下取）の仕入価格の参考や求車希望者の要望金額の目

安に威力を発揮します。 



来店・乗換集計表(販売・買取) 

●買取・販売商談入力による集計結果が随時表示

されます。 

来店して頂いたお客様の状況は、統計で把握！ 

先手必勝。次の一手を確実に打つ。 

 



車両仕入入力 

●オークション仕入はもちろん買取車

両データからの仕入入力も可能になる

ため、入力がしやすくなっております。 

 

●車両仕入れは諸元データを元にして

おりますので簡単入力が可能です。 

●年式を入れることにより販売時の取

得税が自動計算されます。 

●車両諸元は車検証内容のみならず、車

検証に無い新車時の装備品やドア枚数、

シフトなどのデータを搭載。 

（メーカー、車名、グレード、車両型式、

原動機型式、排気量、燃料、幅、高さ、

長さ、車両重量、積載量等々のデータを

50万車両搭載） 

 



●在庫車の経費（加修）入力のも対応。 

細かな経費原価も見逃しません。 

●画像アップは10画像、画像の加工や1画像ご

とのコメントも入力可能です。 

 

車両仕入入力 



見積書・注文書入力 

●在庫車の見積・注文書作成時には諸費用

の自動計算、税込逆引計算、自動車税、重

量税、自賠責金額、取得税等が自動計算さ

れます。 

●車両在庫車からの見積りを作成します。ま

た、新車見積り、手入力見積りにも対応。 



見積書・注文書入力 

● ローン計算は見積書の場合は残金を 3 パターンにて月

額支払額及び金利を自動計算します。 

● 残価設定金額も入力可能。（残価設定した場合の残価金

額及び金利計算は致しません） ●購入者登録、売上計上の流れからプ

ロセス設定なども登録可能です。 



●ネットでも豊富な帳票を実現。 見積書・

注文書・請求書・在庫車カタログ・裏面特約

条項等が印刷可能です。 



売掛残高・買掛残高・入金・支払入力・日報 

●残高管理に重要な入金・支払まで対応。 



実績関係出力 

●仕入・販売担当者別の売上・仕入の対比で台当たりの粗利も一目瞭然。 



実績関係出力 

●売上・仕入月報・古物台帳・仕入販売実績（第一・第2粗利）も一目で把握、実績も楽々集計。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商談・販売プロセス管理 

●契約後の車両の状態を表示することにより、納

車、入金までの進捗を一目で把握。 
●商談発生から見積内容・商談内容まで手に取る

ように解ります。 



担当者目標設定 

●月別に担当者の販売・仕入などの目標を設定で

きます。同様に実績との対比一覧を出力 



SV支援入力 

●商談データを SV が見ながら的確な支援コメ

ントを入力することで営業に反映されます。 

●営業は SV からの支援コメントが送信されて

いることをスケジュール・日報で確認可能 



販売分析 

● メーカー・車名・販売金額・割賦・年齢 

粗利対比等がグラフで表示・印刷 



整備入力 

●整備明細入力では日整連標準作業点数が搭載

されておりますので工賃が自動計算可能です。 

● 車検点検・一般整備表題入力 

（車検時の重量税・自賠責・印紙代が自動計算） 

●一般販売表題入力 

●在庫車加修表題入力 



整備印刷 

● 整備の作業指示書・見積書・請求書・納品書・

売上台帳等が印字可能です。 



整備予約入力 

●カレンダーに予約スケジュールを表示 

● 予約前に見積書の作成が作成可能。 

● 予約は車検切れ車両を自動表示。 

● 予約時の整備内容や代車が入力可能。 

●  



整備実績 

入金実績 

●整備履歴や整備粗利管理にも対応して

おります。 



顧客・車両登録画面（検索画面） 

●検索は複合、単一合わせて数十帳票まで印

刷可能です。 

営業所別、担当者別、地区別、年齢、誕生日、

性別、車検月、年式、車種区分、メーカー、

車名、車両タイプ、走行km、ドア枚数、販

売日、クレジット満期、販売金額等を複合的

に検索が可能です。 

（販売顧客及び買取商談顧客まで対応） 



顧客管理（はがき・帳票） 

●上記で検索した顧客の一覧

表を案内はがきや車検はがき

に印刷可能です。 

（はがきは一文字づつ微調整

が可能なので自社のはがきに

も印刷できます） 



● 上記検索データから即地図表示や

集計表示が可能です。 

（自社ユーザの分布を管理することで

販売促進や顧客メンテナンスにお役に

立ちます） 

顧客管理（地図表示） 



 

手書用フリー印刷 


