
 

 

自動車販売支援ソフト『見積君（整備君）』インストール説明書 

インストール中、ＰＣの再起動が必要になる場合があります。インストールする前にはなるべく他のア

プリケーションを終了してください。また、インストール時には、『ユーザーアカウント制御』の確認画

面が複数回（２～３回）表示されますので、すべて『許可』または『はい』を選択してください。 

 ユーザーアカウント制御画面がデスクトップ画面上に出ていない場合には、タスクバー上にて

「チ カチカ」しているアイコン（盾の形）をクリックします。 

インストール方法は「初回インストール」か「２回目以降のインストール」かによって違ってきます。 

すでに、お使いのパソコンに当社、見積君ソフトまたは試用版の見積君がインストールされている場

合には、そのプログラムを削除（アンインストール）してからインストール作業をしてください。 

プログラムの削除（アンインストール）：11～12頁を参照してください。 

バージョンアップ版のインストールは、プログラムを削除する前に必ずデータのバックアップを取っ

てください。 

 データのバックアップ方法：9頁を参照してください。 

ご不明な点がありましたらお気軽に電話でお問合せください。 

ティーケーシステム 

担当者を除く御社店舗情報欄はユーザー様では変更できませんのでご了承ください。 

住所・電話番号等の変更が生じた場合には弊社にて対応いたします。 

※ 変更費用及び基本手数料が必要になります。 

メインメニュー右上にある、御社店舗名をダブルクリックすることで、見積君（整備君）の起動時パ

スワードの設定ができます（正規版のみ）。管理者以外の方に見積君（整備君）を起動させたくない

場合や、売上データ・顧客情報の流失防止にご利用ください。 

■ インストール前の確認事項 

■ その他 

■ 遠隔対応 

インストールが上手くできない、操作方法が分からない場合には、電話をしながら遠隔ソフト

Windows10標準搭載のクイックアシストを使って遠隔でインストール及び操作方法の説明ができま

す。 

遠隔対応をご希望の方は遠慮なくお問い合わせください。（対応OSはWindows 10 のみ） 

 ※ 遠隔対応時間：9：30～17：00までとなります。（土日祝はお休み） 



 

 

このインストール説明書は「見積君スーパー」「整備君」「バイク見積君」と共用していま

す。インストール時に名称の違いがありますが、同じ要領にてインストールをしてくださ

い。 

■ 目次 

当ソフトはMicrosoft Accessでプログラムしています。お使いのパソコンに Microsoft 

Access （２０１６～2019）が入っていない場合には Access Runtime（無料配布版）で動作

できるようになっています。 

※ Access はMicrosoft Office Professional 2016/2019/365 solo に入っています。 

Office Softが32bit版か64bit版か確認する方法（１）……………… 14 

見積君のインストール（１）……………………………………………… 5 

初回起動時の設定 …………………………………………………………… 7 

データ領域の作成 …………………………………………………………… 8 

Access Runtime のインストール（１）…………………………………… 3 

データのバックアップ ……………………………………………………… 9 

プログラムのアンインストール（１）…………………………………… 11 

初めて使用するときの簡単な手順（１）………………………………… 16 

初めて使用するときの簡単な手順（２）………………………………… 17  

価格表（オプション追加・バージョンアップ等）……………………… 25 

ライセンスと著作権について …………………………………………… 24  

※ インストールは赤丸数字の若番順に作業をしてください。 
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■ インストール前の確認事項 

1. 見積君の構成 

Access Runtime のインストール時にビット数の間違いをした時のエラー表示 

Access Runtime のバージョン違いをイン

ストールした場合には右図のようなエ

ラーメッセージが出ます。 

32ビット版のOfficeがインストールされて

いるパソコンに 64ビッ ト版の Access 

Runtimeをインストールしようとしたときに

右図のエラーが出ます。（逆のパターンも

同じ） 

※右図、赤枠の「32ビット版をインストー

ル」をクリックすると、32ビット版のアクセ

スランタイムをインストールできます。 

当社の見積書作成ソフト『見積君』はMicroｓoft Access でプログラムしています。元となる

データベースソフトは「Access Runtime」（無料）を利用しています。 

「見積君」プログラム（setup.exe）をインストールする前に、Access Runtimeをマイクロソフト

社のサイトからダウンロードしてインストールしてください。 

※CD-ROMの中に「accessruntime.exe」のファイルが入っていますので、それをダブルクリック

することでダウンロードとインストールが始まります。 

お使いのパソコンにMicrosoft Access （2016～2019）がインストールされている場合には、 

Access Runtime をインストールする必要はありません。 

Access Runtime が必要か確認する方法は13ページで確認できます。 

Access Runtimeは32ビット版と64ビット版があります。 

お使いのパソコンにMicrosoft Officeがインストールされている場合には、そのOfficeのビット

数と同じビット数のAccess Runtimeをインストールしてください。 

※32ビット版のOfficeを使っている時は32ビット版のAccess Runtimeをインストールします。 

※64ビット版のOfficeを使っている時は64ビット版のAccess Runtimeをインストールします。 

※ Microsoft Officeソフトを使っていないパソコンには32ビット版の「Access Runtime」をイ

ンストールしてください。 

※ Microsoft Officeのビット数の確認方法は14～15ページを参照してください。 

32ビットと64ビット 2. 

3. 
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2． 右図は32bitフォルダの中を開いた状態で

す。「accessruntime.exe」 をダブルクリック

でランタイムのインストールが始まります。

右図、赤枠のアイコンになります。 

※右図はアイコンの種類が分かりやすくす

るために表示形式を「中アイコン」で表示し

ています。 

■ Access Runtime のインストール方法（１） 

１． 

3． 

CD-ROMまたは圧縮ファイルを展開した状態 

32bitと64bitのフォルダがあります。 

インストールされているOfficeのビット数に

合わせたフォルダをダブルクリックで開きま

す。 

Officeソフトを使っていない場合には32bit

を選んでください。 

accessruntime.exe 

ユーザーアカウント制御の画面では「はい」

ボタンをクリックしてください。 

4． Access Runtime のインストール準備をして

います。 

※エラー表示が出たとき 

Access Runtimeのインストールにはインター

ネットに接続する必要があります。 

インターネットに接続してから再度、やり直し

てください。 
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5． 

6． 

■ Access Runtime のインストール方法 （２） 

「Office をダウンロードする間、オンライン

のままお待ちください」の表示が出ます。 

※ 「すぐに終了します。」の表示が出ていま

すが、すぐに終わりません！！（右図矢印） 

５分～3０分くらいかかります。 

※ お使いのパソコンとインターネットの環

境によりダウンロードおよびインストールの

時間が違ってきます。 

右図、「すべて完了です。Office はインス

ト ー ル さ れ ま し た。」が 出 れ ば Access 

Runtime のインストールが完了です。「閉じ

る」ボタンをクリックします。 

 

「Access Runtime」のインストール完了後、次ページの「見積君」のインストールに進みます。 

Access Runtime のバージョン違いをインス

トールした場合には右図のようなエラーメッ

セージが出ます。 

32ビット版のOfficeがインストールされてい

るパソコンに64ビット版のAccess Runtimeを

インストールしようとしたときに右図のエ

ラーが出ます。（逆のパターンも同じ） 

※右図、赤枠の「32ビット版をインストール」

をクリックすると、32ビット版のアクセスランタ

イムをインストールできます。 

Access Runtime のインストール時にビット数の間違いをした時のエラー表示 



 

 

2. ユーザーアカウント制御の確認画面が表示

します。 

「はい（Ｙ）」ボタンをクリックします。 

ユーザーアカウント制御の画面が隠れてい

る場合もあります。その場合にはタスクバー

上で「チカチカ」しているところをクリックす

ると表に表示されます。 

3. 見積君セットアップ開始画面で「次へ」ボタ

ンをクリックします。 

1. 右図は、32bitフォルダの中を開いた状態に

なります。「setup.exe」をダブルクリックする

とインストールが始まります。 

64bitの場合も同じようにします。 

■ 見積君のインストール方法（１） 

お使いのパソコンに初めて「見積君」をインストールする場合と、試用版または旧バージョンか

らのインストールかによってインストール方法が違ってきます。 

試用版または旧バージョンがインストールされている場合には、試用版または旧バージョンの

「見積君」をアンインストール（削除）します。 

※ プログラムのアンインストール方法は11～12ページを参照してください。 

【注意事項】 

プログラムのアンインストールをしてもデータは消えませんが、念のためプログラムを削除す

る前にデータのバックアップを取ってください。 
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setup.exe 



 

 

  

5. セットアップ種類の選択で、「標準」ボタンをクリッ

クします。 

「カスタム」ボタンをクリックすると、インストール先

のディレクトリを変更できます。通常は「標準」を選

択するようにしてください。 

■ 見積君のインストール方法（２） 

7. 

8. 見積君のインストールが始まります。暫くお待ちく

ださい。 

4. 使用許諾契約書をお読みになり、「見積君 使用許

諾契約書の条項に同意します」にチェックを入れ

て、「次へ」のボタンをクリックします。 
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セットアップの準備完了の画面が出ます。 

「インストール」ボタンをクリックします。 

 

見積君  本体のインストールが完了するとデスク

トップに「見積君2019」のショートカットアイコンが

できます。 

アイコンのダブルクリックで起動でき

ないときは、Access Runtime をインス

トールしてください。 

Access Runtime のインストール方法は

３～４ページを参照してください。 



 

 

10. デスクトップに「見積君2019」のアイコンができます。 

ダブルクリックで起動します。 

■ 初回起動時の設定 
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11. 新規のＰＣで初回起動時に右図メッセージが表示

します。「更新プログラムのみをインストールす

る」にチェックを入れ「同意する」ボタンをクリック

してください。 

 

※ ２回目以降の起動時にはこの画面は出ません。 

ココにチェックを入れる 

同意するボタンをクリック 

次に、データ領域（新規データ）の作成になります。次ページを参照してください。 

※ 初回起動時のみ、「新規データの作成」ページが開きます。 

※ 試用版または旧バージョンを使っていた場合には、「新規データの作成」画面は出ません。

データは継続します。 

12. 



 

 

データ領域の作成を行います。そのまま、「実行」ボタンをクリックしてください。 

※ データの保存場所を決めています。 

初期値は「C:¥Users¥使用中のＰＣ名¥AppData¥Local¥TK-SYSTEM2¥data¥」になります。 

データ領域の保存場所は任意の場所に変更できますが、セキュリティーの関係で保存出来な

い場所もあります。できるだけ初期値のままで実行をしてください。 

※ Windowsの初期設定では通常「\AppData」以下のフォルダは隠しフォルダとなりますので表

示されません。 

■ 新規データ領域の作成 

2. 「はい」ボタンをクリックします。 
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※ 見積君のメインメニューが立ち上がります。 

1. 

お使いのパソコンに初めて「見積君」をインストールしたときに新規データ領域の設定をしま

す。再インストール版または最新バージョンアップ版のインストール時はこの画面はでません。 

※見積君のデータが存在しないときにこの画面が出ます。 



 

 

バックアップデータのファイル名は

「MiData****.MDB」となります。

[****]の部分は、バックアップした

日付になります。 

 

※ 「.MDB」は拡張子になります。非表

示設定にしているパソコンは表示され

ません。 

2. 

3. バックアップデータはお使いのパソコンの外部（ＵＳＢメモリ／ＳＤメモリカード／外付けＨＤＤ等）

に保存をしてください。 

このバックアップアップデータは顧客データ／車両データ／売上データ／設定データ等のす

べてのデータになります。このバックアップデータを取っておくことによりパソコンが壊れても

データの復旧ができます。 

※ バックアップデータのファイルサイズは約６ＭＢ～１０ＭＢくらいです。 

■ データのバックアップ 

1. メインメニュー→メンテナンス→データのバックアップをクリックします。「参照」ボタンを押して

データのバックアップ先を指定します。「参照」ボタンを押さずに、そのまま「実行」ボタンを押

すと、ドキュメントの中に保存します。 
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参照ボタンで保存場所を変更します 

「データのバックアップ処理が正常に終了しました」が出

ればバックアップの完了です。 



 

 

1. 「参照」ボタンをクリックします。 

2. 

■ データのリカバリ 

メインメニュー→メンテナンス→データのリカバリをクリックします。「参照」ボタンを押してバッ

クアップファイルの保存先を開きます。バックアップデータを選択し、「決定」ボタンをクリックし

ます。上図の「データのリカバリ」フォームに戻りますので、「実行」ボタンをクリックします。 

3. 

4. 「上書きの確認」画面が表示します。 

「はい」ボタンをクリックします。 

5. 「データのリカバリが正常に終了しました」が出れば

完了です。 

 

※ データがリカバリ（移行）されているか確認してくださ

い。 
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バックアップでデータを選択し

「決定」ボタンをクリックします。 

バックアップデータが選択されて

いることを確認し、「実行」ボタン

をクリックします。 バックアップデータが選択されている 



 

 

■ 見積君のアンインストール方法（１） 

１． ① Windowsのスタートボタンをクリックします。 

② Windowsシステムツールをクリックします。 

③ コントロールパネルをクリックします。 

2. 
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① 

② 

③ 

試用版から正規版へのインストールまたはバージョンアップ版のインストール時には、前バー

ジョンの「見積君」をアンインストール（削除）します。 

※ アンインストールをしないと、正規版及び最新バージョンの見積君はインストールできません。 

※ プログラムをアンインストール（削除）しても、これまでに入力したすべてのデータは消えません

が、念のため、プログラムを削除する前にデータのバックアップを取ってください。 

コントロールパネルが開きます。 

プログラムのアンインストールをクリックします。 

 

右図はカテゴリ別の表示をしています。 

変更するには右矢印のところをクリックします。 

3. インストールされている、プログラムの一覧表示

がでます。「見積君」を選択（クリック）した状態

で、「アンインストール」（右図、上の赤枠）をクリッ

クします 

選択した状態で、右クリックをしてもアンインストール

ができます。 

① ココを選択 

➁ クリック 

※ 旧バージョンの見積君（黄色のアイコン）を削除する場合には、新バージョンの動作確認してから削

除するようにしてください。 

表示の変更 



 

 

■ 見積君のアンインストール方法（２） 

4． ユーザーアカウント制御の確認画面が表示しま

す。「はい」ボタンをクリックしてください。 

5. 
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先ほどのプログラム一覧表示の中から「見積君」が削除されていることを確認してください。 

確認後、開いているコントロールパネルを右上の「×」で閉じて完了です。 

デスクトップにある、「見積君2010」のショートカットアイコンも削除されます。 

① 

② 

旧バージョンの「見積君2010」のアンインストール（削除）は下記の３つのアプリを削除します。 

・ 見積君 赤枠 ① 

・ Microsoft Access Runtime 2010 青枠 ② 

・ Visual Basic 6.0 Service Pack 6ランタイム 青枠 ③ 

※ 「Microsoft Access Runtime 2016-1-ja-jp」はそのまま使いますので削除しません。 

② 

③ 



 

 

■ Access Runtimeのインストールが必要か確認する方法 

お使いのパソコンにMicrosoft Access （2016～2019）がインストールされている場合には 

Access Runtime をインストールする必要はありません。 

Access Runtime が必要か確認する方法は下記の方法で確認できます。 

1. 

2. アプリをクリックし、設定を開きます。 

 

3. アプリと機能の中に 

Microsoft Access Runtime 2016-ja-jp 

Microsoft Office Professional Plus 2019-ja-jp 

のどちらかが入っていればランタイムのインス

トールは必要ありません。 

コントロールパネルから確認する方法 

スタートボタン→Windowsシステムツール→コントロールパネル→プログラムと機能（プログラ

ムのアンインストール）を開きます。プログラムと機能の中に上記の名前のアプリが入ってい

ればランタイムのインストールは必要ありません。 
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Windowsのスタートボタンをクリックし、設定を開

きます。 

※ Accessは Microsoft  Office  Professional 

2019/2016/365 soloの中に入っています。 

 

※上記の場合でもAccess Runtimeをインストー

ルしても問題ありません。 



 

 

■ Office Softが32bit版か64bit版か確認する方法（１） 

お使いのパソコンにMicrosoft  Office  （Word/Excel/Access/OneNote/Outlook/PowerPoint/

Publisher 等）がインストールされている場合には、インストールされているOfficeのバージョンを

確認する必要があります。（32bit版のオフィスか64bit版のオフィスかを調べます） 

※弊社の「見積君」ソフトはMicrosoft Officeの「Access」のソフトを使って作成しています。 

同じパソコンに32bit版のオフィスソフトと64bit版のオフィスソフトが同時にインストールできない

仕様になっているためです。 

・ 32bit版のオフィスソフトを使っている方は、32bit版の「見積君」をインストールします。 

・ 64bit版のオフィスソフトを使っている方は、64bit版の「見積君」をインストールします。 

・ オフィスソフトを使ってない方は、32bit版の「見積君」をインストールしてください。 

1. オフィスソフトの「Word」又は「Excel」を立ち上げます。左下側にある①「アカウント」をクリック

し、次に②の「Wordのバージョン情報」をクリックします。 
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① 

② 

次ページに続きます。 



 

 

■ Office Softが32bit版か64bit版か確認する方法（２） 

2. 下記のサンプルでは｢32ﾋﾞｯﾄ｣になっています。 
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3. 下記のサンプルでは｢64ﾋﾞｯﾄ｣になっています。 



 

 

まず最初に、あなたのお店の販売条件に合うように初期設定をしてください。初期設定は一

度、登録すると変更するまで設定したデータを保持します。次回より、再設定をする必要はあり

ません。 

１．基本情報の登録・修正 

消費税の設定、端数処理、基本カラー（印字色）、暦モード、振込先銀行名（口座番号）等の

設定を行います。 

振り込み先は「基本情報の登録・修正」フォームの一番、下にある「注文書メモ」・「請求書メ

モ」の欄（全角８５文字×２行）にて登録をします。 

２．諸費用の登録・修正 

販売諸費用の設定をします。課税諸費用（８種類）と非課税諸費用（５種類）の登録をしてく

ださい。 

３．ローン率の登録・修正 

ローンの月額料金を自動計算するための事前登録をします。 

提携先ローン会社の料率をローン早見表「分割手数料一覧」を参考に正確に登録してくだ

さい。ローン会社名（ローン利率）は最大１０種類まで登録可能です。 

４．整備諸費用の登録・修正 

整備諸費用の設定をします。この項目は、課税／非課税及び粗利計上をするか、しないか

を設定できます。 

予め、在庫車の登録をすることにより、見積書（注文書）を簡単に早く作成することがで

きます。見積書（注文書）作成画面より、在庫の新規登録画面を開くこともできます。 

新規顧客の場合には直接、顧客情報を入力します。車両情報は、予め登録されている在庫車

（在庫ＩＤ）を選択することにより、見積書作成画面に車両情報が書き込まれます。 

在庫車の登録をしていない場合でも、見積書作成画面の中にある「在庫の新規登録」ボタンを

押すことにより、見積書作成画面より販売在庫車の登録が可能です。 

各項目の入力が完了すれば、「画像付印刷」または「印刷」ボタンで見積書の印刷が始まりま

す。 

注文書の作成をします。「見積書参照」ボタンをクリックすると、過去に作成した見積書

一覧から注文書に切り替えることもできます。 

☆ 初期設定 

■ 見積君を初めて使用するときの簡単な手順（１） 

☆ 在庫の新規登録 「在庫登録」→「在庫の新規登録」 

☆ 見積書の作成 「見積書作成」→「見積書の新規作成」 

☆ 注文書の作成 「注文書作成」→「注文書の新規作成」 
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整備請求書作成フォームで顧客情報と車両情報を入力します。 

この画面から「整備見積書」と「整備請求書」の印刷ができます。「整備請求書印刷」ボタンで売

上登録になります。 

よく使う作業内容は予め、登録しておくことができます。作業内容は、複数行をまとめて登録

するこも可能です。 

見積書・注文書・請求書・その他、すべての印刷時印刷確認画面が表示します。印字位置が確認

できますので、印字位置がずれている場合には「余白の設定」ボタンで調整をします。 

※一度、余白の設定をすれば次回より設定する必要はありません。 

各印刷前（プレビュー画面）に「ＰＤＦ出力」ボタンを押すことより、保存できます。保存先及び保

存ファイル名も変更できます。 

■ 見積君を初めて使用するときの簡単な手順（２） 

☆ 請求書の作成 「整備請求書」→「請求書の新規作成」 

☆ 余白の設定 

☆ ＰＤＦ保存の方法（オプション） 
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CD-ROMの中に詳細説明書フォルダがあります。その中にPDFファイルで設定および使い方等の

詳細説明書が入っていますのでご確認ください。 

☆ 詳細説明書（ＰＤＦ） 



 

 

無償サポート（動作保証）期間は当ソフトウエア購入日より１年間となります。無償サポート期間

内は電話・メール、または遠隔によるリモートサポートは無料で対応いたします。 

※ 営業時間内でのサポートに限ります。（9：00～17：00 土日祝はお休み） 

当ソフトウエアは月々の費用及び年間諸費用は不要（買取制）となっていますので、ソフトウエ

ア購入後の保証は１年間となります。ただし、税法改正やマイクロソフトの仕様変更等による修

正を行った際には無償保証の対象外となりますのでご了承ください。 

【注意事項】 

動作不良の原因が当ソフトのプログラム上であっても、保証期間経過後（１年経過後）は有償で

のバージョンアップ費用が必要になります。 

※ Windows OS の自動更新や Microsoft Access の更新、または、他のアプリのインストール等により、

当ソフトに影響を及ぼすこともあります。そのため、当ソフトの保証期間を設けてあります。 

※ 永久に当社ソフトの動作を保証するものでありませんのでご理解のほど、よろしくお願いします。 

■ 正規版の無償サポート期間について 
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■ サポート対象外について 

■ 有償サポートについて 

見積君が起動できなくなった。パソコンが壊れたので再インストールをしたい。壊れたパソコン

から 

データを取り出したい等の、万一のトラブルに迅速に対応いたします。 

有償サポートに入っていただくことににより安心して日々の見積書作成請求書作成の業務がで

きます。また、バージョンアップや見積君に特別な機能を追加したときに、メールで最新情報を

お知らせいたします。 

年間サポート料金 5,000円 新規加入時に最新バージョン版CDを発送いたします。 

特別サポート料金 8,000円 Auto Web Print のシステム利用料込み 

※ 税別 

■ 出張サポートについて 

インストールや操作方法等の説明を希望される方に有料出張サポートを実施しています。また、

貴店で使用している機器構成に合わせての環境設定（初期設定）も行います。その他、トラブル

時のデータ復旧作業やでｐデータの移行作業も可能な限り行います。 

※ 出張サポート料金についてはお問い合わせください。 



 

 

■ カスタマイズについて 

当ソフトをより便利にお使いいただけるためにカスタマイズサービスをお受けしています。 

あなたのお店の販売形態に合わせた入力項目の追加・変更、帳票レイアウトの変更・オリジナル帳票

の作成等を希望される場合にはお問い合わせください。 

 ※ お見積りは無料ですのお気軽にお問い合わせください。 

 ※ カスタマイズの内容によっては、お受けできない場合もあります。 
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１． 見積君 を起動したときに右図のような「セキュリ

ティに関する通知」が表示したとき。 

※ お使いのパソコンでバージョン違いのAccess 

DataBaseを使用しているときに表示されます。 

「キャンセル」ボタンでこの画面を閉じてくださ

い。 

2． デスクトップにある「見積君2019」のアイコンを右

クリックし、「プロパティ」を開きます。 

3． 「見積君2019のプロパティ」が開きます。 

① 全般タグ（右図赤枠部分）をクリックします。 

② 変更ボタンをクリックします。 

右クリックします 

ココをクリック 

① 

② 
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■ 起動できないとき（１） 



 

 

■ 起動できないとき（２） 

4． Microsoft Access が２種類表示されています。 

当ソフトはAccess2019で作成しているため下側の

Accessを選択してください。 

選択後、「OK」ボタンを押してください。 

 

Microsoft Accessが見つからな時、次19ページを

参照してください。 

5． ① プログラムのアイコンが変更されているのを

確認します。 

② 「OK」ボタンをクリックし、プロパティを終了し

ます。 

6． デスクトップにある見積君2019のショートカットアイ

コンを起動すると、データベースの切替が始まり

ます。切替完了後に見積君が立ち上がります。 
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このAccessを使用します 

旧バージョンのAccess 

① 

② 



 

 

■ 起動できないとき（３） 

7． 右図、プログラム（赤枠）のところでAdobe Acro-

bat Reader DCが表示されているとき、又は他の

アプリが表示されている時は見積君の起動はで

きません。変更ボタンをクリックします。 

8． 「Adobe Acrobat Reader DC」から「Access」に切

り替えます。 

「Access」が見つからない場合には「その他のア

プリ」（青矢印）をクリックします。 

9． 「その他のアプリ」の中にも「Access」が見つから

ない場合には一番下側にある「このPCで別のア

プリを探す」（青矢印）をクリックします。 

次ページに続く 

22 
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■ 起動できないとき（４） 

10． 「MSACCESS.EXE」がインストールされている場所 

Cドライブ→Program Files(x86)→Microsoft Office→root→Office16の中にあります。 

下図（赤枠）の「MSACCESS.EXE」を選択し「開く」ボタンをクリックします。 

11． プログラム（右図赤枠）が「Access」になっている

のを確認して「ＯＫ」ボタンをクリックします。 



 

 

本ソフトウエアは基本的に１台のＰＣのみインストール可能となります。また、１ソフトウエアに付き、 

１店舗名・１住所のみの登録となります。 

当ソフトをより便利にお使いいただけるためにカスタマイズサービスをお受けしています。 

あなたのお店の販売形態に合わせた入力項目の追加・変更、帳票レイアウトの変更・オリジナル帳票

の作成等を希望される場合にはお問い合わせください。 

※ お見積りは無料ですのお気軽にお問い合わせください。 

※ カスタマイズの内容によっては、お受けできない場合もあります。 

. 

■ カスタマイズ 

この製品の著作者及び製造、配布に関わるいかなる者も、当ソフトウエアの使用、又は使用不能に

よって生じる損害に対する責任は、それが直接的・間接的・必然的・偶発的のあるかに関わらず一

切、負わないものとします。 

ソフトウエア製品は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律並

びに条約によって保護されています。ソフトウエア製品は許諾されるのもで、販売されるものでは

ありません。当ソフトウエアはティーケーシステムの著作物であり、ティーケーシステムによっての

みライセンスされます。当ソフトウエアに対するリバースエンジニアリング及び改変は一切、禁止し

ます。 

■ ライセンス及び著作権 

■ 免責事項 

■ 著作権 
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店舗の移転等で住所及び電話番号の変更が生じた場合には、当社にて対応しています。 

店舗名や屋号・会社名の変更はできません。但し、法人化等で[株式会社]・[有限会社]等の追加や現

行で使用している店舗名・屋号に関連がある場合には対応します。 

※ 店舗情報欄の変更は１回限りとなります。（2回目以降の変更はできません） 

※ 当ソフトウエアの転売及び譲渡はできません。 



 

 

オプション名 オプション料金 備考（説明） 

ロゴ貼付け ５，５００円 ロゴマーク及び社印・角印等の貼付け 

ＤＭ（はがき）印刷 ５，５００円 車検案内・点検案内のハガキ印刷が可能 

領収書発行印刷 ５，５００円 領収書の発行が可能 

ＰＤＦ保存 ５，５００円 見積書・請求書等の各帳票をＰＤＦで保存 

作業指示書印刷 ５，５００円 作業指示書の印刷が可能 

検査諸費用計算書 ５，５００円 検査諸費用計算書と領収書が印刷できます 

 グレードアップ料金 対応業種 

見積君→スーパー ３０，０００円 自動車販売・整備・鈑金工場 

整備君→スーパー ３６，５００円 自動車販売・整備・鈑金工場 

商品名 販売価格 対応業種 

見積君スーパー ５８，５００円 自動車販売・整備・鈑金工場 

バイク見積君 ５８，５００円 バイク販売・整備 

見積君 ３６，５００円 自動車販売 

整備君 ３０，０００円 自動車販売・整備・鈑金工場 

上記の価格は当ソフトウエアの使用許諾権（ライセンス）になります。 

■ 正規版価格表 

※ グレードアップ版のご注文はお電話・メールまたはホームページよりお申込みください。 

■ アップグレード料金 

■ 追加オプション料金 

※ 各オプションはいつでも追加できます。必要になった時点でお申込みください。 

※ 追加オプション数×5,500円＋4,500円（最新バージョンアップ費用） 
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■ 価格表（税込） 

2020年10月1日改定 

 料金 備考（内容） 

バージョンアップ ４，５００円 最新バージョンアップ費用 

店舗欄レイアウト変更 ６，５００円 店舗欄の変更（最新バージョンアップ込み） 

個別対応 別途、見積 オリジナル帳票の作成・個別改造等 

※ 個別対応は内容によりお受けできない場合もあります。 

■ その他料金 

１ライセンスに付き１店舗情報の登録のみととなります。 

※ ソフトウエアの性格上、転売及び譲渡はできませんのでご了承ください。 

※ 表示価格はすべて税込・送料込みになります 

価格・料金は予告なく変更する場合があります 



 

 

■ 予備 
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営業時間：9：00～18：30（土日祝はお休みとなります） 

開発／販売元 

    ティーケーシステム 

  〒630-8132 奈良県奈良市大森西町11-18 

  TEL/FAX:0742-34-3066 

  http://www.tk-system.jp 


