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『簡単！顧客管理2』の起動 

『簡単！顧客管理2』の起動と終了

『簡単！顧客管理2』の終了

閉じるボタン

❶	ウィンドウズの［スタート］－［すべてのプログラム］

－［簡単！顧客管理2（一斉メール機能付き）］－［簡単！

顧客管理2（一斉メール機能付き）］をクリックします。

デスクトップにショートカットアイコンを登
録している場合、アイコンをダブルクリッ
クすることで簡単に起動することができま
す。
お使いのパソコンの設定により、デスクト
ップにアイコンが表示されていないことが
あります。その場合はデスクトップ上を右
クリックすると出てくるメニューから、[表
示 ]－ [デスクトップアイコンの表示 ]にチ
ェックを入れますと、デスクトップ上にア
イコンが表示されるようになります。

Point

入力した顧客データは、自動的に保存され
ます。

Point

❶	メイン画面の［終了］ボタン、または、ウィンドウの

右上にある［閉じる］ボタンをクリックします。

❷	『簡単！顧客管理2』が終了します。
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『簡単！顧客管理2』の画面

各ボタンをクリックすると、それぞ

れの機能を使用します。

顧客データのリストを操作します。

[ 追加 ] ボタンでデータの追加を行い

ます。下の４つのボタンをクリック

すると、表示するデータを切り替え

ることができます。

基本となる個人情報の入力を行いま

す。

住所や電話番号、メールアドレスな

ど詳細情報の入力を行います。[個人 ]

[ 会社 ] タブをクリックすると、入力

欄を切り替えることができます。

分類を入力します。[ 一覧 ] ボタンを

クリックすると分類リストを編集で

きます。備考欄には自由に情報を入

力できます。

①	 各種機能ボタン

②	 データ操作ボタン

③	 個人情報入力欄

④	 詳細情報入力欄

⑤	 分類・備考入力欄

『簡単！顧客管理 2』のメイン画面です。ここでは画面の概要を説明いたします。

[ 画像の読込 ] ボタンをクリックして

画像を読み込みます。

[ 画像の解除 ] ボタンで画像を解除し

ます。

顧客データを携帯電話で利用したい

時に便利な、QRコードが表示されま

す。

顧客の履歴データを操作します。[ 新

規 ] ボタンで履歴の追加を行います。

[ 編集 ] ボタンをクリックすると入力

済みの履歴を編集できます。[ 削除 ]

ボタンで履歴を削除します。

履歴の一覧です。選択すると内容が

下の欄に表示されます。

顧客データ一覧が表示されます。「印

刷」にチェックを入れたデータをま

とめて印刷することができます。

⑥	 イメージ欄

⑦	 QR コード欄

⑧	 履歴操作ボタン

⑨	 履歴一覧

⑩	 顧客一覧
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画面サイズの変更
❶	メイン画面の左右のフレームを広げると、顧客一覧

エリアが広がります。お使いのディスプレイ解像度

に合わせて調整すると、顧客一覧が見やすくなりま

す。

❷	顧客一覧のタイトル部分の境にマウスカーソルを合

わせると、マウスカーソルの形状が左右の矢印に変

化します。その状態で左右にドラッグすると、表示

項目の幅を変更することができます。

枠をドラッグ
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自社情報の登録

『簡単！顧客管理2』の設定

環境設定

❶	メイン画面の [自社情報 ]ボタンをクリックすると、

自社情報を入力するダイアログが表示されますので、

各項目を入力して [OK]ボタンをクリックすると、自

社情報が登録されます。

	 ここで入力した情報は、宛名印刷やFAX送付状印刷

などで利用されます。

❶	メイン画面の [設定 ]ボタンをクリックすると、設定

ダイアログが表示されます。

	 ［一斉メール］タブでは一斉メール送信に必要な送信

元情報の設定などが行えます。
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❷	「QR/WEB」タブの画面です。

	 「QRコード表示キャリア」項目は、表示されるQRコー

ドの携帯電話の種別を選択します。

	 「WEB表示アドレス」項目は、管理画面の情報入力

欄にある[WEB表示 ]ボタンをクリックしたときに表

示される、WEBサイトのURLを設定します。例えば

ここに地図サイトのURLを入力しておくことで、簡

単に顧客管理で入力した住所付近の地図を表示させ

ることができます。

送信者情報
①　名前	 	 ：送信者の名前を入力します。

②　送信者メールアドレス：一斉メール送信に使うメールアドレスを入力します。

メールサーバー設定
③　SMTPサーバー	 ：送信時に使用する送信サーバーアドレスを入力します。

④　SMTPポート	 ：送信サーバーへの接続ポート番号を入力します（初期設定値は「25」です）。

⑤　ユーザー ID		 ：メール受信のためのユーザー IDを入力します。

⑥　パスワード		 ：メール受信サーバーのパスワードです。

⑦　pop	before	smtpを使用する：利用する場合にはチェックボックスをチェックして下さい。

⑧　POPサーバー	 ：受信時に使用する受信サーバーアドレスを入力します。

⑨　POPポート	 	 ：受信サーバーへの接続ポート番号を入力します（初期設定値は「110」です）。

⑩　SSL認証を有効にする	：メールサーバーがSSL認証に対応している場合にチェックします。

　［その他の設定］ボタンを押すと［メール送信間隔］

の設定が行えます。送信メールサーバーによって、

一度に送信メールの件数が制限されている場合があ

ります。送信メールサーバーの送信制限に合わせて、

件数と送信間隔を調整してください。

[WEB表示 ]ボタンクリックすると、住所１
の文字列がクリップボードにコピーされま
す。キーボードから住所を入力しなくても、
地図検索ソフトの住所入力エリアにカーソ
ルを移動させ、貼り込むだけでOKです。

Point
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顧客データの編集

顧客データの管理

最初へ 最後へ前へ 次へ

[追加 ] ボタンでデータを追加

❶	『簡単！顧客管理２』で顧客データを編集するには、

データ操作ボタンや画面右側の一覧を利用して、編

集したい顧客データを表示させます。[追加 ]ボタン

をクリックすると、新規顧客入力画面になり、一覧の

一番最後に追加されます。

❷	個人情報入力欄では、顧客の基本となるデータを入

力します。「登録・更新日」欄は標準で、本日の日付

が自動的に入力されます。直接日付を入力すること

はもちろん、横のアイコンをクリックするとカレン

ダーが表示されますので、そちらを利用することも

できます。「名前」の右側の欄では名前に付ける敬称

を選択できます。「生年月日」は、入力すると右側の

欄に年齢が自動表示されます。一斉メール欄右側の

「送信希望」にチェックを入れると、一斉メールの宛

先として登録されます。「登録区分」「送付先」では「個

人」または「会社」を選択できます。

	 [ 送信 ]ボタンをクリックすると、普段お使いのメー

ルソフトが起動してメールを送信できます。

カレンダーはOSによって表示が異なります。
［送信］ボタンで起動するのは、OSのインタ
ーネットオプションで設定されているメール
ソフトです。起動するソフトを変更したい場
合は、お使いのOSのヘルプをご覧になって
ください。

注意!
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❸	詳細情報入力欄では住所や電話番号、メールアドレ

スなどを入力していきます。画面は「個人」タブを

選択したときのものです。連名欄右側の「印刷」に

チェックを入れると、宛名等の印刷時に印刷される

ようになります。

	 「郵便番号」を入力して、[住所検索 ]ボタンをクリッ

クすると、検索結果が住所１の欄に入力されます。※

有効な7桁の番号に限ります。

	 [WEB表示 ]ボタンをクリックすると、[設定 ]画面に

て設定済みのWEBページを表示します。

	 [ 送信 ]ボタンをクリックすると、②と同様にメール

ソフトが起動します。

	 [ 接続 ]ボタンをクリックすると、URL 欄に入力され

たアドレスのWEBページを表示します。

❹	こちらは「会社」タブを選択したときのものです。「個

人」タブと同様に、[住所検索 ]ボタンでの住所入力、

[送信 ]ボタンでのメール送信、[接続 ]ボタンでの

WEBページの表示が行えます。

❻	「分類１」「分類２」および「備考」の入力欄です。[一

覧 ]ボタンをクリックすると、それぞれリストを編

集することができます。

❺	「所属部署」「役職」欄にある[一覧 ]ボタンをクリッ

クすると、それぞれ部署名や役職名のリストを編

集することができます。

[WEB表示 ][接続 ]で起動するブラウザーは、
OSで既定のブラウザに設定されているもの
になります。起動するブラウザを変更したい
場合は、お使いのOSのヘルプをご覧にな
ってください。
また、[WEB 表示 ]ボタンクリックすると、
住所１の文字列がクリップボードにコピーさ
れます。地図検索サイトの住所入力エリア
に貼り付けるだけで、住所入力が行えます。

Point
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データの検索
❶	 [ 検索 ]ボタンをクリックすると、検索ウィンドウが

表示されます。

❷	抽出条件1の「検索項目」のリストボックスから、検

索する項目を選択します。「検索項目」によっては、「検

索タイプ」エリアが非表示になります。

	 「検索タイプ」エリアが表示されている場合には、リ

ストボックスから項目を選択します。

←検索項目

←検索タイプ

←検索語句

←検索条件

選択した［検索項目］より［検索タイプ］

以下の内容が変化します。

注意!

	 「検索語句」欄が表示されている場合には、検索する

文字列を入力します。

	 「抽出条件」が表示されている場合には、リストボッ

クスから条件を選択します。

❸	抽出条件２の [かつ ]ボタンをクリックすると、条件

１および条件２の両方に当てはまるものを抽出するこ

とができます。（AND条件）

	 [または ]ボタンをクリックすると、条件１もしくは条

件２のどちらかに当てはまるものを抽出します。（OR

条件）
� ※これらのボタンは、どちらか一方のみ選択可能です。

	 [ 条件 2なし ]ボタンをクリックすると、追加条件を

解除します。

❹	 [ 検索↑]ボタンで前方に、[検索↓]ボタンで後方に

検索を行い、最初に該当した顧客データが表示され

ます。

	 [ キャンセル ]ボタンをクリックすると、検索を終了

します。
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顧客データの抽出
❶	 [ 抽出 ]ボタンをクリックすると、抽出ウィンドウが

表示されます。

❷	検索と同様に、抽出条件1の「検索項目」のリストボッ

クスから検索方法を選択すると、続く項目が対応す

るものに変わりますので、適宜選択、または文字の

入力をしてください。

	 抽出条件２に関しましても、検索と同様ですので、

詳しくは前述の「顧客データの検索」ページをご覧

ください。

❹	［印刷］を選択します。

	 これを選択することで、管理画面の顧客一覧にある

［印刷］のチェックボックスにチェックを付けたり外

したりすることができます。

	 ［変更なし］は、特に何も行いません。

	 ［抽出したデータの「印刷」にチェックを付ける］を

選択すると、抽出したデータ全ての「印刷」チェック

ボックスにチェックを付けます。

	 ［抽出した顧客データの「印刷」のチェックを外す］

を選択すると、抽出したデータ全ての「印刷」チェッ

クボックスのチェックを外します。

❸	［送信希望］を選択します。

	 これを選択することで、管理画面の［送信希望］の

チェックボックスにチェックを付けたり外したりする

ことができます。

	 ［変更なし］は、特に何も行いません。

	 ［抽出したデータの「送信希望」にチェックを付ける］

を選択すると、抽出したデータ全ての「送信希望」

チェックボックスにチェックを付けます。

	 ［抽出した顧客データの「送信希望」のチェックを外

す］を選択すると、抽出したデータ全ての「送信希望」

チェックボックスのチェックを外します。
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顧客データの複製
❶	データ操作ボタンや顧客一覧、検索・抽出機能を利

用して、複製したいデータを選択します。

❷	メイン画面の [複製 ]ボタンをクリックすると、選択

しているデータが複製され、顧客一覧の一番最後に

追加されます。

画像および履歴は複製されませんので、
ご注意ください。

注意!

❻	 [ 抽出の解除 ]ボタンをクリックすると、顧客一覧の

表示が通常に戻ります。

❺	抽出条件を設定し、[実行 ]ボタンをクリックすると、

メイン画面の顧客一覧が抽出されたものに表示が変

わります。

抽出中のデータは、更に抽出して絞り込むこ
とができます。

Point

抽出の時に指定した［送信希望］と［印刷］

のチェックボックスの状態は、抽出解除し

てもそのままになります。抽出前の状態に

に戻すことはできません。

抽出中であっても一覧印刷を行った場合

には、全件のデータが印刷されます。。

注意!

注意!
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顧客データの削除

顧客データの初期化

❶	データ操作ボタンや顧客一覧、検索・抽出機能を利

用して、削除したいデータを選択します。

❶	全ての顧客データを削除して、初期状態に戻したい

場合には、メイン画面の [初期化 ]ボタンをクリック

します。初期化確認メッセージが表示されますので、

初期化する場合には [OK]ボタン、操作を取りやめる

場合には [キャンセル ]ボタンをクリックしてくださ

い。

❷	メイン画面の [削除 ]ボタンをクリックすると、選択

しているデータが削除されます。削除確認メッセー

ジが表示されますので、削除する場合には [OK]ボタ

ン、操作を取りやめる場合には [キャンセル ]ボタン

をクリックしてください。

件数が多いほど時間がかかりますのでご
了承ください。
初期化するともとには戻せませんので、現
在のデータが必要なときには「バックアッ
プ」を作成してください。

注意!
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QRコードの表示

画像の読込と解除

読み込んだ画像が

ここに表示される

❶	 [ 画像の読込 ]ボタンをクリックすると、ファイル読

込のダイアログが開きますので、画像ファイルを選

んで [開く]ボタンをクリックすると、画像がボタン

下の枠の中に表示されます。

❶	QRコードは、顧客データの名前欄が入力されると、

自動的に表示されます。携帯電話で画面のQRコー

ドを撮影すれば、顧客情報を簡単に携帯電話の住所

録に登録することができます。表示されるQRコード

の対応端末を変更するには、設定画面から行ってく

ださい。

❷	 [ 画像の解除 ]ボタンをクリックすると、読み込んだ

画像が解除されます。

画像は縦横比を保ったまま、表示枠の中に
収まるサイズに拡大・縮小されます。
また、読み込める画像は次の形式です。
・BMP形式
・JPEG形式
・GIF形式
・PNG形式

Point
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履歴の作成
❶	 [ 新規 ]ボタンをクリックすると、履歴の入力画面が

表示されます。「タイトル」と「内容」をそれぞれ入

力して [保存 ]ボタンをクリックすると、履歴が保存

され、顧客管理画面に戻ります。[キャンセル ]ボタ

ンをクリックすると、履歴の入力を取りやめて、管理

画面に戻ります。

❷	 [ 項目名編集 ]ボタンをクリックすると、項目名を変

更することができます。目的や内容に合わせてお使

いください。

❸	 [ 区分名編集 ]ボタンをクリックすると、区分１～３

それぞれの一覧を編集することができます。この画

面で編集したものは、リストボックスから選択できる

ようになります。
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履歴の編集
❶	履歴一覧から更新したい履歴を選んで、[編集 ]ボタ

ンをクリックすると、履歴の編集画面が表示されま

す。履歴が複数ある場合は、データ操作ボタンで更

新する履歴を切り替えることもできます。

❷	履歴の新規作成時と同様に、[項目名編集]ボタン、[区

分名編集 ]ボタンをクリックすると、それぞれ編集が

行えます。

❸	編集後、履歴画面の [更新 ]ボタンをクリックすると、

入力した内容が保存され、メイン画面に戻ります。

	 [ キャンセル ]ボタンまたは、ウィンドウの閉じるボ

タンをクリックすると、変更を取りやめてメイン画面

に戻ります。
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宛名の印刷

顧客データの印刷

❶	メイン画面の [印刷 ]ボタンをクリックすると、印刷

対象を選択するメニューボタンが表示されます。

	 はがきやタックシールなどに顧客データの宛名を印

刷させる場合には、[宛名 ]ボタンをクリックします。

❷	宛名印刷用のレイアウト画面が表示されますので、

印刷する項目などを設定していきます。宛名レイア

ウト画面の青い枠をマウスでクリックすると四隅に四

角いハンドルが表示され、枠の大きさを変更したり、

位置を移動させたりすることができます。変更した

枠の位置や大きさは自動的に保存されます。

❸	 [ 宛名レイアウトの変更 ]ボタンをクリックすると、

宛名レイアウトの選択ウィンドウが表示されます。宛

名レイアウトには、はがきや封筒、タックシールが用

意されています。

	 住所や会社名、お名前などの項目配置は自動的にレ

イアウトされます。

	 お使いになる用紙種類や用紙方向などを選択して、

[OK]ボタンをクリックしてください。

住所の番地の数字をアラビヤ数字で入力
している場合、縦書きでは3桁までの組
み文字になります。漢数字で印刷したい場
合には、住所の番地は漢数字で入力して
ください。

注意!
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❹	宛名欄詳細設定の[〒番号 ]ボタンをクリックすると、

郵便番号詳細設定ウィンドウが表示されます。印刷

する郵便番号のフォントや位置、サイズを設定する

ことができます。

❺	 [ 住所 ]ボタンをクリックすると、住所の詳細設定

ウィンドウが表示されます。印刷する住所のフォ

ントやサイズ、文字間などを設定することができ

ます。

	 印刷される文字のサイズは、入力されている文字

数によって自動的に調整されます。「最大フォント

サイズ」は、ここで指定されたフォントサイズより

も大きくならないように指定できます。

	 「住所 2の位置」では、住所 2が入力されている

場合の配置を指定することができます。

❻	 [ 氏名 ]ボタンをクリックすると、氏名の詳細設定ウィ

ンドウが表示されます。印刷する氏名のフォントやサ

イズを設定することができます。

❼	[ デフォルトに戻す ]ボタンをクリックすると、宛名

欄の詳細設定が初期状態に戻ります。

郵便番号枠のサイズや位置は郵便事業株式
会社にて定められていますので、特別な場
合を除き変更する必要はありません。

Point
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❽	［差出人を印刷する］のチェックボックスにチェック

を入れると、差出人欄詳細設定のボタンが押せるよ

うになります。

	 差出人欄詳細設定も、宛名欄詳細設定と同様に[〒番

号 ][ 住所 ][ 氏名 ]の、各設定を行うことができます。

❾	[ 差出人項目設定 ]ボタンをクリックすると、差出人

欄に印刷する項目を指定することができます。指定

された項目は上揃え（左揃え）のレイアウトになりま

す。

⓫	[ イメージの貼り込み ]ボタンをクリックすると、画

像の読込ダイアログが表示されますので、印刷に使

用したい画像を選択して、[開く]ボタンをクリック

すると、画像を読み込みます。読み込んだ画像は、

宛名面に貼り込むことができます。

❿	[ デフォルトに戻す ]ボタンをクリックすると、差出

人欄の詳細設定が初期状態に戻ります。
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一覧の印刷
❶	メイン画面の [印刷 ]ボタンをクリックすると、印刷

対象を選択するメニューボタンが表示されますので、

[一覧 ]ボタンをクリックします。

❷	一覧印刷ダイアログが表示されますので、印刷内容

を指定します。印刷内容は予め用途別にプリセットさ

れた6種類と、任意で印刷項目を指定する［印刷内

容を指定する］があります。

	 「印刷内容を指定する］を選択すると、「印刷内容の

設定」を行うことができ、チェックを入れた印刷項目

が一覧印刷されます。

	 ［ヘッダーを印刷する］、［フッターを印刷する］に

チェックを入れると、それぞれの入力エリアのテキ

ストがヘッダー、フッターに印刷されます。また、［左

寄せ］ボタン、［中央］ボタン、［右寄せ］ボタンを押

すことで、印刷位置を指定できます。

	 ［網掛けをする］にチェックを入れると、一覧印刷で

一行おきに網掛けをすることができます。

❸	コンピュータに接続されているプリンタの印刷設定

画面が表示されますので、用紙サイズ、印刷部数な

どを確認の上、[OK]ボタンをクリックすると、印刷

が開始されます。

印刷項目が多かったり、文字サイズが大き
くて一枚の用紙に収まらない場合、収まら
ない部分は2枚目、3枚目・・・に印刷さ
れます。また一行目には項目名が印刷され
ます。
また一覧の印刷は、抽出状態や印刷チェッ
クの有無にかかわらず、常に顧客データ全
件が印刷されます。

注意!



19

ファックス送付状の印刷
❶	メイン画面の [印刷 ]ボタンをクリックすると、印刷

対象を選択するメニューボタンが表示されますので、

[ファックス ]ボタンをクリックします。

❷	ファックス送付状印刷の設定画面が表示されますの

で、印刷内容を選んで、[OK]ボタンをクリックします。

❸	ファックス送付状の編集画面が表示されますので、

「件名」「送信日付」「送信部数」「備考」欄を入力し

てください。

	 [ 更新 ]ボタンをクリックすると、右側のレイアウト

に入力情報が反映されますので、入力内容等に間違

いがなければ、[印刷]ボタンをクリックしてください。

❹	コンピュータに接続されているプリンタの印刷設定

画面が表示されますので、用紙サイズ、印刷部数な

どを確認の上、[OK]ボタンをクリックすると、印刷

が開始されます。
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インポート

インポート・エクスポート

❶	メイン画面の [インポート・エクスポート ]ボタンを

クリックすると、選択メニューボタンが表示されます

ので、[インポート ]ボタンをクリックします。[キャ

ンセル ]ボタンまたは、ウィンドウの閉じるボタンを

クリックすると、管理画面に戻ります。

❷	「開く」ダイアログが表示されますので、取り込みた

いCSV 形式のファイルを選んで、「開く」ボタンをク

リックします。

CSV 形式のファイルのみ、読み込みが可
能です。それ以外の形式には対応してお
りません。

注意!

❸	CSV の取り込みウィンドウが表示されますので、「取

り込みデータ」の項目と「割り当て先」の項目をマウ

スでクリックし割り当てていきます。

	 [ 割り当て→ ]ボタンをクリックすると、選択された

項目同士を割り当てた状態にします。

	 [ ←解除 ]ボタンをクリックすると、項目の割り当て

状態を解除します。

	 [ ←前 ][ 次→ ]ボタンで、表示するデータを１件ずつ

戻したり進めたりすることができます。

	 [ 前回の割り当てを実行 ]ボタンをクリックすると、

前回インポート作業を行った際の割り当て順で、デー

タを取り込みます。

	 [ 全解除 ]ボタンをクリックすると、全ての割り当て

を解除した状態に戻ります。
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エクスポート

❹	取り込みたい項目の割り当てが終わったら、[OK]ボ

タンをクリックすると、データがインポートされます。

❷	「見出し行を付ける」にチェックを入れると、ファイ

ルの先頭に「名前」や「フリガナ」などの顧客デー

タの項目名が書き出されます。チェックを入れない

場合には、データのみが書き出されます。

❸	 [ エクスポート ]ボタンをクリックすると、「名前を付

けて保存」ダイアログが表示されますので、「ファイ

ル名」の欄に保存したい名前を入力して「保存」ボ

タンをクリックすると、データのエクスポートが完了

します。

❶	メイン画面の [インポート・エクスポート ]ボタンを

クリックすると、選択メニューボタンが表示されます

ので、[エクスポート]ボタンをクリックします。[キャ

ンセル ]ボタンまたは、ウィンドウの閉じるボタンを

クリックすると、管理画面に戻ります。

読み込み元のデータによっては、不要な
項目が読み込まれることもございますの
で、インポート作業後は適宜内容の修正
を行ってください。

注意!

エクスポートされたデータは、CSV 形式で
保存されます。この形式のファイルは本ア
プリケーションはもとより、代表的な表計
算ソフトなどで読み込むことができます。

Point



22

顧客データのバックアップ
バックアップの作成
❶	顧客データのバックアップを作成するには、メイン

画面の [バックアップ ]ボタンをクリックします。

❸	バックアップファイル名を入力するウィンドウが表示

されます。保存したいファイル名を入力して [OK]ボ

タンをクリックすると、バックアップファイルが作成

されます。

❷	バックアップの選択メニューウィンドウが表示されま

すので、[データをバックアップ ]ボタンをクリック

します。

不意の事故により大切なデータを失わない
ためにも、定期的なバックアップをお勧め
いたします。

Point
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バックアップの削除

バックアップの復元
❶	復元したいファイル名を選択して、[データを復元 ]

ボタンをクリックしてください。確認のダイアログが

表示されますので、［OK］をクリックするとバックアッ

プファイルが復元されます。

❶	削除したいファイル名を選択して、[データを削除 ]

ボタンをクリックすると、バックアップファイルが削

除されます。

一旦削除したファイルは復旧できませんの
で、十分ご確認の上実行してください。

注意!

復元したデータは、現在のデータに上書き
されますのでご注意ください。

注意!
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一斉メール機能
メールの作成画面

件名入力欄

本文入力欄

一括メール
宛先一覧

❶	メイン画面の [メール ]ボタンをクリックすると、一

斉メール作成画面が表示されます。

	 [ 開く]ボタンをクリックすると、保存済みの下書き

ファイルを読み込みます。読み込んだファイルは編

集することができます。

	 [ 下書き保存 ]ボタンをクリックすると、作成中のメー

ルを下書きとして保存します。

	 [ 送信 ]ボタンをクリックすると、一括メール宛先一

覧のアドレス宛にメールを送信します。

	 [ 顧客管理へ ]ボタン、またはウィンドウの閉じるボ

タン（右上の [× ]ボタン）をクリックすると、メール

作成を終了して顧客管理画面へ戻ります。

下書き保存しない作成中のメールは破棄
されますので、管理画面へ戻る際は、保
存のし忘れ等にご注意ください。
作成できるメールは、テキストメールのみ
です。

注意!

一括メール宛先一覧には、顧客データ入力
の際、一括メール欄横の「送信希望」にチ
ェックを入れたものが表示されます。

Point
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メールの事前チェック

メールの作成
❶	件名入力欄と本文入力欄を入力していきます。

	 [ 差し込みリスト ]ボタンをクリックすると、本文中

に「簡単！顧客管理2」に登録されている、名前や住

所などの項目を差し込むことができます。

	 [ 折り返し改行挿入 ]ボタンをクリックすると、半角

73文字に折り返しの改行コードを強制挿入します。

❶	 [ プレビュー ]ボタンをクリックすると、プレビュー

画面が表示されます。

	 ウィンドウ右下の［プレビューを閉じる］ボタンをク

リックすると、メール作成画面に戻ります。

	 ウィンドウ右上の [× ]ボタンをクリックすると、メー

ルの作成自体を取りやめて、顧客管理画面に戻りま

す。

❷	 [ 送信チェック ]ボタンをクリックすると、作成した

メール内に機種依存文字などが無いかをチェックし

ます。問題が見つかった場合には、結果を表示する

ウィンドウが表示されます。問題がない場合には［問

題ありません］と表示されます。
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メールの送信

❶	一斉メール作成画面の送信ボタンをクリックすると、

メール送信の確認画面が表示されます。送信しても

良い場合は［OK］ボタンをクリックしてください。

❷	送信ログを保存するかの確認画面になります。送信

ログには一斉メール送信の送信情報が記録されます。

あとから未送信者情報を確認するためにも、保存す

ることをお勧めいたします。なお、送信ログはCSV

形式で保存されます。

送信ログには「送信開始日時」、「送信数」、「一
件ごとの送信履歴」、「送信完了日時」が記
録されています。

Point

抽出状態でも一括メール宛先一覧には、
顧客管理メイン画面の「一斉メール　送
信希望」にチェックが入っている全ての顧
客が表示され、表示されている全ての顧
客宛にメール送信されます。

注意!
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情報の送信

情報送信機能

クリック後、メールソフトが起動したところ

❶	メイン画面の [情報送信 ]ボタンをクリックすると、

現在表示している顧客データをテキスト形式に変換

して、送信することができます。普段お使いのメー

ルソフトが起動しますので、送信前に送信先および

内容をよくご確認の上、ご利用ください。
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『簡単！見積・納品・請求書＆顧客管理２』をお使いのお客様へ

❶	『見積・納品・請求書＆顧客管理２（以降セット版と

記載）』では、「簡単！顧客管理２」の顧客情報と、「簡

単！見積・納品・請求書２」のお取引先情報が共有

されます。

	 共有される情報は次の項目になります。

❷	『セット版』の「顧客管理２」の管理画面には、「見積・

納品・請求書」ボタンが追加されています。このボ

タンをおすことで、セット版の「見積・納品・請求書

２」を起動させることができます。

「顧客管理２」  .  .  .  .  .  .  .  .「見積・納品・請求書２」

・名前	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 担当者名

・会社コード	 .  .  .  .  .  .  .  .  . 会社コード

・会社名	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 会社名

・郵便番号	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 郵便番号

・（会社）住所１	 .  .  .  .  .  . 住所１

・（会社）住所２	 .  .  .  .  .  . 住所２

・所属部署	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 部署名

・（会社）電話１	 .  .  .  .  .  . TEL

・（会社）FAX	 .  .  .  .  .  .  .  .  . FAX

セット版は二つのソフトのデータベースが
共通なので、片方のソフトでデータを書き
換えると、もう片方のソフトも書き換わっ
てしまいます。また、片方のソフトでデー
タを削除した場合、もう片方のソフトから
も削除されてしまいます。

データが共有されるのはセット版のみで
す。「簡単！顧客管理２」と「簡単！見積・
納品・請求書２」を個別にお求めになられ
た場合には、データの共有はされず、そ
れぞれ個別のデータベースになります。

注意!

注意!

	 ※上記以外の項目は共有されません。
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●このソフトウェアの著作権は、株式会社コーパスにあります。

●このソフトウェアおよびマニュアルの一部または全部を無断で使用、複製、複写、転載、改変することはできません。

●このソフトウェアは、コンピュータ 1台につき 1セット購入が原則となっています。

●このソフトウェアおよびマニュアルの内容は、改良のため予告無しに変更する場合があります。

●Microsoft、MS は米国マイクロソフト社の登録商標です。

●Windows は米国マイクロソフト社の商標です。

●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

●その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

● This�software�is�based�in�part�on�the�work�of�the�Independent�JPEG�Group�
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