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会計ソフトの名パートナー

手形
の達人
電
子

『電子手形の達人』は、従来の手形管理に加え電子手形・ファクタリング・期日現金払いの４つの
管理機能を搭載し、多様な決済方法に一つのソフトで対応できるコストパフォーマンスに優れた
ソフトです。

［A社］

ファクタリングで回収

［B社］
手形で回収

電子手形で回収

期日現金払いで回収

［C社］

ファクタリングで支払い

［D社］

［E社］
いろいろな回収方法、
支払い方法があって
管理が大変

手形で支払い
［F社］

電
子
お任せ
下さい！

手形 の達人

でぜんぶできます！
！

受取手形・支払手形管理機能

期日現金払い
（入金／支払）管理機能

電子手形管理機能

奉行シリーズとの仕訳連携機能

ファクタリング
（債権／債務）管理機能

電子手形管理機能
◎債権情報CSVファイルデータ 受入
◎債権入力
◎割引申込書 印刷
◎割引依頼書 印刷
◎譲渡申込書 印刷
◎譲渡支払案内書 印刷
◎帳票 期日別銀行別電手入金集計表 他

受取手形管理機能
◎受取手形入力
◎受取手形てん末一括指示
◎受取手形取立依頼書・割引依頼書
◎領収証発行
◎領収証送付案内書 印刷
◎受取手形帳票9種類

ファクタリング管理機能
◎ファクタリング債権入力
◎ファクタリング債務入力
◎帳票 ファクタリング債権明細書
◎帳票 ファクタリング債務明細書
◎帳票 銀行別ファクタリング債権入金集計表 他
◎帳票 銀行別ファクタリング債務決済集計表 他

支払手形管理機能
◎支払手形入力
◎支払手形分割
◎支払手形連続発行
◎印紙税集計表
◎支払手形帳票10種類
◎宛名 印刷

期日現金払い管理機能
◎期日現金（入金）入力
◎期日現金（支払）入力
◎帳票 期日現金（入金）明細書
◎帳票 期日現金（支払）明細書
◎帳票 期日別銀行別期日現金入金集計表 他
◎帳票 期日別銀行別期日現金支払集計表 他

その他機能
◎勘定奉行用仕訳伝票作成
◎商奉行用入金伝票作成
◎蔵奉行用支払伝票作成
◎データインポート
◎データエクスポート

電子手形管理

三菱東京UFJ銀行
「電手決済サービス」
に対応しています。
電子手形の債権情報を登録し割引・譲渡のてん末や決済の管理ができます。
登録されたデータから指定書式の申込書や取引先への支払案内書、管理帳票を印刷できます。
※現在のところ全銀協の「でんさいネット」には対応しておりません。

受領
電子手形の債権情報
データをインポートま
たは手入力で登録し
ます。

電子手形 CSV ファイル取込画面

割引（三菱東京UFJ銀行）
電子手形を三菱東京UFJ銀行で割り引く際は、割
引の申込書（指定書式）
を印刷できます。

電子手形入力画面

割引（提携銀行）

譲渡支払

電子手形を三菱東京UFJ銀行以外の電手買取
サービス取扱金融機関で譲渡/割引する際は、三
菱東京UFJ銀行への譲渡の申込書（指定書式）、
金融機関への割引の依頼書を印刷できます。

受け取った電子手形で支払いをする際は、三菱
東京UFJ銀行への譲渡の申込書（指定書式）や取
引先への譲渡支払いの案内書が印刷できます。

▲ 割引申込書
▲ 割引依頼書
▲ 譲渡支払い案内書
▲ 譲渡申込書

ファクタリング管理

ファクタリング債権情報を登録し割引・譲渡のてん末管理や決済の管理ができます。
ファクタリング債権および債務の登録されたデータから管理帳票を印刷できます。
ファクタリング債権管理
通知書に記載されている譲渡承諾日や期
日、金額、請求先などを入力しファクタリン
グ債権情報を登録します。
割引（全額/一部）、裏書（全額/一部）の処
理を行うこともでき、常に最新の債権残高
の照会が可能です。

ファクタリング債権入力画面
ファクタリング債務入力画面

ファクタリング債務管理
支払先や譲渡承諾日、期日、金額などを入
力しファクタリング債務情報を登録しま
す。
専用レイアウトでデータを作成するとイン
ポートすることも可能です。多数のデータ
を一度に登録することができます。

手 形 管 理

受領・取立・割引・裏書・振出・決済のてん末に対応しています。
汎用プリンタで手形の発行ができます。
受取手形
手形番号・振出日・期日・金額などを入力し
受取手形情報を登録します。
取立・割引・裏書の異動情報も管理し、複
数の受取手形を一括でてん末変更するこ
とも可能です。
裏書人情報（５社分）を登録することで不
渡りの遡及処理に備えることができます。
常に最新の決済額の把握が可能です。
取引先別や入金銀行別、決済日別など多
彩な帳票をご用意しております。

受取手形入力画面

支払手形入力画面

支払手形
手形番号・振出日・期日・金額などを入力し
支払手形情報を登録します。
複数の支払手形を一度に分割できる機能
や任意の振出額を指定できる機能を搭載
しております。
専用レイアウトでデータを作成するとイン
ポートすることも可能です。

任意分割画面

入力した手形データから、レーザープリンタ・インクジェットプリンタ・ドットプリンタでの手形発行が可能です。

独自の刻み文字風フォ
ントを搭載しています。
※刻み文字風書体で印刷され
る場合は事前に取引銀行へ
確認をお願いします。
※連帳用紙への印刷はできま
せん。
※手形発行できるプリンタは弊
社ホームページをご確認くだ
さい。

社印の画像を設
定することができ
ます。
※社印設定できる画像
形式は、bmpです。

期日現金払い管理

期日現金払い情報を登録し決済の管理ができます。
期日現金払い債権および債務の登録されたデータから管理帳票を印刷できます。
期日現金払い
（入金）
通知書に記載されている期日や金額など
を入力し期日現金払い（入金）情報を登録
します。

期日現金入金入力画面
期日現金支払入力画面

期日現金払い
（支払）
通知書に記載されている期日や金額など
を入力し期日現金払い（支払）情報を登録
します。
専用レイアウトでデータを作成すれば、多
数のデータを一度に登録することも可能
です。

仕訳連携機能
会計ソフトの名パートナー

手形
の達人

電子手形・受取手形・支払手形・ファクタリ
ング・期日現金払いの仕訳を作成し、勘定
奉行へ登録することができます。

マスタ取込[勘定科目・補助科目・取引先]など

電
子

奉行シリーズ
仕訳連携[受領・振出・決済・割引・裏書]など

勘定科目、補助科目、取引先などを勘定奉
行から取り込み「電子手形の達人」のマス
タとして登録することができます。

簡単
便利！
お任せ下さい！

｢電子手形の達人｣

｢5分でわかる電子手形の達人｣メニュー

❶ 5分でわかる電子手形の達人（動画・音声付） ❺ 価格・動作環境と保守
❷ 電子手形（動画・音声付）
サポート
❸ 紙の手形（動画・音声付）
❻ よくあるご質問
❹ ファクタリング・期日現金（動画・音声付）
❼ 概要書・帳票集

メニュー名を
クリックします。

｢オートデモは
こちらから｣
部分をクリック
します。
※効果音・音声案内を含みますので、音量にご注意下さい。
帳 票 類 を ご 覧 い た だ く場 合 は 、メ ニ ュ ー より
【 ⑦ 概 要 書・帳 票 集 】をクリックする か 、C D 内 の
【帳票集】
フォルダ内【Dchohyo】を選択すると、表示・
印刷が可能です。

※Adobe Readerが必要です。

本編が
始まります。

■｢電子手形の達人｣価格
商

品

名

製品価格

税 込 価 格（ 本 体 価 格 ）

年間保守料

電子手形の達人 スタンドアロン

￥252,000（￥240,000）
※初年度保守料込

￥42,000（￥40,000）
※2年目以降の保守価格

電子手形の達人

LANPACK3ライセンス

￥924,000（￥880,000）

￥92,400（￥88,000）

電子手形の達人

LANPACK5ライセンス

￥1,134,000（￥1,080,000）

￥113,400（￥108,000）

※10ライセンス以上の商品価格については別途お問い合わせ下さい。

訪問指導サービス

税込価格(本体価格)

かんたん導入コース （3時間×1回）

￥84,000（￥80,000）

しっかり習得コース （3時間×2回）

￥147,000（￥140,000）

追加指導

（3時間×1回）

￥84,000（￥80,000）

※指導料金にはインストール作業は含まれません。
また、価格に旅費交通費は含まれておりません。別途必要な場合があります。

■｢電子手形の達人｣スタンドアロン版適応機種

※LANPACKは別途お問い合わせください。

OS

Windows 7 SP1 以降 ／Windows Vista SP2以降 ／ Windows XP SP3以降（32bit、64bit 版ともに対応）

CPU

Pentium4 2GHz以上（推奨：インテル Core 2 Duo 2GHz以上）

メモリ

1GB以上（推奨：2GB以上）

周辺機器等

上記OSに対応した接続可能なディスプレイ・マウス・キーボード・日本語変換プログラム・プリンタ

必要なソフトウェア

Internet Explorer 6.0 SP1以降／ Windows Installer4.5以降

解像度

1024×768以上
SQL Server 2008 R2Express Edition 32ビット版(×86)

データベース

※1データベース領域として、最大4GBまで使用できます。
※本製品のデータベースとして、SQL Server 2008R2 上位エディションを使用される場合は、SQL Serverの1クライアントライセンスが
消費されますのでご注意ください。

ハードディスク

必要空き容量 1.5GB以上（データは除く）

●ご注意
※必要メモリ容量、ハードディスク容量はシステム環境によって異なる場合がありますのでご注意ください。
また、快適にご利用いただくために高スペックの CPU を搭載したコンピュータ、並びにより多くのメモリ搭載をお奨めいたします。
※Microsoft SQL Server 及び当社アプリケーション使用領域（バックアップを含む）は圧縮フォルダでの運用をサポートしておりませんのでご注意ください。
※セットアップは Administrator グループのメンバーで行う必要があります。
※スタンバイモード・休止モードには対応しておりません。
※Windows7 の XP モードには対応しておりません。

■｢電子手形の達人｣対応財務会計システム
◎勘定奉行ｉ

※その他の対応システムについては、弊社のホームページをご覧下さい。

◎勘定奉行ｉ［個別原価管理編］

◎勘定奉行 21 Ver.5

◎勘定奉行 21 Ver.5［個別原価管理編］

■サポート
（保守加入ユーザー特典）※特典は保守加入が条件です。
ユーザー専用サポートセンターのご利用

銀行マスタ更新プログラムの無償提供

プログラム C D・マニュアルの無償提供（年 1 回まで）

バージョンアップ時の割引価格適用

■｢電子手形の達人｣お問い合わせ先
開発元：

ユニオンソフト株式会社
株式
会社

［ホームページアドレス］http://www.tatujin.co.jp
〒852-8154 長崎県長崎市住吉町3番18号 武生ビル2F
TEL：095-848-7778 FAX：095-813-0035 Mail：union@tatujin.co.jp

オービックビジネスコンサルタント

東

京 〒163-6032 東京都新宿区西新宿6-8-1住友不動産新宿オークタワー32F

大

阪 〒530-0001 大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田4F TEL.06-6347-7736（代）

TEL.03-3342-1880（代）

名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦1-16-7 NORE 伏見ビル7F

TEL.052-204-3350（代）

札

幌 〒060-0003 札幌市中央区北三条西4-1-1日本生命札幌ビル6F

TEL.011-221-8850（代）

仙

台 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-2-3鹿島広業ビル7F

TEL.022-215-7550（代）

関

東 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-9-6大宮センタービル7F

TEL.048-657-3426（代）

横

浜 〒220-0004 横浜市西区北幸1-11-15横浜STビル7F

TEL.045-322-0922（代）

静

岡 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7三井生命静岡駅前ビル4F

TEL.054-254-5966（代）

金

沢 〒920-0024 金沢市西念1-1-3コンフィデンス金沢8F

TEL.076-265-5411（代）

岡

山 〒700-0907 岡山市下石井2-1-3岡山第一生命ビルディング6F

TEL.086-225-7891（代）

広

島 〒730-0032 広島市中区立町2-27NBF広島立町ビル4F

TEL.082-544-2430（代）

福

岡 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町2-1博多祇園M-SQUARE9F

TEL.092-263-6091（代）
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※カタログに記載された内容および製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
「手形の達人」はユニオンソフト株式会社の登録商標です。各奉行製品は株式会社オービックビジネ
スコンサルタントの登録商標です。
「Microsoft」、
「Windows」は米国Microsoft Corporationの米国及
びその他の国における登録商標です。

