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■ インストール方法 （Windows XP/2000/Me） 

ＣＤドライブにJD Proのディスクをセットします。 １． 

２． スタートボタン→マイコピュータをクリックします。または、

デスクトップ画面にあるマイコンピュータアイコンをダブルク

リックします。 

ＣＤドライブ「JD Pro（Ver ***）」をダブルクリックして開きま

す。（右図、赤枠） 

「JD Pro.vbs」アイコン（右図、赤枠の部分）をダブルクリック

するとインストールが開始します。 

 ※ [Setup.exe] と間違わないようにしてください。 

３．

ノートンアンチウイルスソフトをお使いの方はウイルスの警告画

面が表示される場合があります。 

その場合には、選択リストより『スプリクト全体を１回許可する』を

選択し「ＯＫ」ボタンを押してインストールを続行してください。 

４． 

プログラムグループの選択画面が開きますので、そのまま

「続行（Ｃ）」ボタンをクリックします。 
６． 

セットアップ開始画面で「ＯＫ」ボタンをクリックします。 

次に、右図、赤枠の「パソコンのアイコン」ボタンをクリックし

ます。 
５． 
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同一パソコンに２回目以降のインストールをする場合には

「バージョンの競合」確認画面が表示します。「はい（Ｙ）」ボ

タンをクリックして次に進んでください。 

※初回、インストール時にはこの画面は出ません。 

７． 

セットアップの完了です。「ＯＫ」ボタンをクリックします。 

次に、下記、新規データの領域にの作成に進みます。 
８．

１． 

「データの領域の作成が正常に終了しました。」が表示さ

れましたら完了です。「ＯＫ」ボタンをクリックします。 

これで、JD Proのインストールがすべて完了です。ＣＤドラ

イブからJD ProのＣＤを取り出してケースに入れて保管し

てください。 

３． 

新規データ作成画面が開きます。「実行」ボタンをクリックし

ます。 

バージョンアップ時や再インストール時には、すでにデータ

がありますので、新規データの作成を行う必要はありませ

ん。「キャンセル」ボタンをクリックしてください。 

「はい（Ｙ）」ボタンをクリックします。 ２． 

■ 新規データ領域の作成 

JD Proを起動した時に、右図のようなメッセージが表示し

た場合にはデータ領域の作成（データが存在しません）が

行われていません。 

 

この場合には、再度。新規データ領域の作成を行ってくだ

さい。 

「スタートボタン」→「すべてのプログラム」→「JD Pro」→

「新規データの作成」をクリックします。 

４． 
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「スタートボタン」→「すべてのプログラム」→「JD Pro」→JD 

Proアイコン（黄色の車）の上で右クリックをします。 

「送る」の上にマウスカーソルを合わせます。 

次に、デスクトップ（ショートカットアイコンの作成）で左ク

リックします。 

１． 

デスクトップにショートカットアイコンが作成されています。 

ショートカットアイコンをダブルクリックするとJD Proが起動

します。 

２．

１． 

画面解像度のプロパティが表示します。 

「設定」タブをクリックします。（右図、赤枠①） 

画面の解像度を1024×768ピクセル以上に変更します。

（右図、赤枠②） 

「ＯＫ」ボタンで変更が完了です。 

※パソコンの再起動が必要になる場合もあります。 

３． 

見積書作成画面で右側及び下側１／３くらいが画面に表

示されない時には、画面解像度が800×600ピクセルに設

定されていると思われます。その場合には画面解像度を

1024×768ピクセル以上に設定変更してください。 

デスクトップ画面上で右クリックし、「プロパティ」を選択して

クリックします。 
２． 

■ ショートカットアイコンの作成 

最大解像度が1024×600ピクセルしかないパソコン（ネット

ブックパソコン等）では、そのままではJDProを使用するこ

とは出来ません。 

カスタマイズをすることにより使用可能となります。 

■ 画面解像度の変更方法 
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お試し版から正規版への切り替え、又は、バージョンアップ

版のインストールの時は、インストールを始める前に旧版

のJDProをアンインストール（削除）する必要があります。 

 

スタートボタンを押して、コントロールパネル（Ｃ）を選択し、

クリックします。（Windows XP Professitional の場合） 

 

Windows XP Home Edition 及び Windows Me/98 の場合に

はスタートボタン→設定→コントロールパネルになります。 

１． 

プログラムの追加と削除（右図、赤枠）をクリックします。 

Windows Me/98 の場合には「アプリケーションの追加と削

除」になります。 

※ 右図はカテゴリ別表示になっています。 

２．

３． 

「JD Proとすべてのコンポーネントを削除しますか？」と表

示します。「はい（Ｙ）」ボタンを押します。 

すべてのコンポーネントを削除しても、これまでに入力して

いるデータはされませんのでご安心ください。 

４． 

「プログラムの追加と削除」のリストから、「JD Pro」を選択

し、「変更と削除」ボタンを押します。 

 

Windows Me/98 では「追加と削除」ボタンになります。 

複数の「見積君」が在る場合には、全ての「JD Pro」を削除

してください。 

■ アンインストール方法 （Windows XP/2000/Me） 

「削除されました」が表示すると、アンインストールの完了

です。 

開いている、「プログラムの追加と削除」と「コントロールパ

ネル」のフォームを閉じてください。 

５． 
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■ インストール方法 （Windows ７/Vista） 

ＣＤドライブにディスクをセットすると、自動再生が立ち上が

ります。「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックしま

す。 

自動再生が立ち上がらない場合には、「スタートボタン」→

「コンピュータ」をクリックします。 

ＤＶＤ／ＣＤドライブのJD Pro（Ver4..***）をダブルクリックし

ます。 

１． 

２． 「JD Pro.vbs」アイコン（右図、赤枠）をダブルクリックすると

インストールが始まります。 

※「setup.exe」と間違わないようにしてください。 

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。 

 

場合によっては、２～３回の確認画面が出ますので、すべ

て許可「はい」をしてください。 

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．

４． 

ディレクトリ変更画面が表示しますので、パス名のところに

マウスカーソルを移動し、「C:¥Program Files¥JDPro\」を

「C:¥JDPro¥」に変更します。 

６． 

セットアップ開始画面で「ＯＫ」ボタンをクリックします。 

次のセットアップ画面で「ディレクトリ変更」ボタンをクリック

します。 
５． 

「Program Files¥」をDelete又はBSキーで削除してください 

パス名の部分が上図、赤枠のように「C:¥見積君¥」に変更

されているのを確認し、「ＯＫ」ボタンをクリックします。 

※Ｃドライブ直下にインストールをすることになります。 
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「セットアップ先ディレクトリ「C：\JD Pro¥」は存在しませ

ん。このディレクトリを作成しますか？」と表示されますの

で、「はい（Ｙ）」ボタンをクリックします。 

 

再セットアップ時には、この画面は表示しません。 

７． 

８． 再度、セットアップ画面が開きます。 

ディレクトリの部分（右図、青枠）が「c:¥JD Pro¥」になって

いることを確認し、その上にある（パソコンの絵の付いた四

角いボタン）をクリックします。 

ディレクトリ先が間違っている場合には、再度、「ディレクト

リ変更」ボタンを押して修正するようにしてください。 

プログラムグループの確認画面が開きます。そのまま、

「続行（Ｃ）」ボタンをクリックします。 

９．

同一パソコンに２回目以降のインストールを行う場合に

は、右図の「バージョンの確認」画面が表示します。 

「はい（Ｙ）」ボタンをクリックして次に進んでください。 

※初回インストール時にはこの確認画面は出ません。 

 

セットアップの完了です。「ＯＫ」ボタンをクリックします。 

次に、新規データ領域の作成に進みます。 

10．

11．
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■ 新規データ領域の作成（Windows ７/Vista） 

新規データ作成画面が開きますので、「実行」ボタンをク

リックします。 

 

バージョンアップや再インストール時には、すでにデータが

存在しますので「キャンセル」ボタンを押してください。 

１． 

２． 「はい（Ｙ）」ボタンをクリックします。 

JD Proを起動時に、右図のようなメッセージが表示した場

合には、データ領域の作成（初期データがありません）が

行われていません。 

３． これで、JD Proのインストールはすべて完了です。 

「ＯＫ」ボタンをクリックして、ＣＤドライブから見積君のＣＤを

取り出し、ケースに入れて保管してください。 

この場合には、再度、新規データ領域の作成を行ってくだ

さい。 

「スタートボタン」→「すべてのプログラム」→「JD Pro」→

「新規データの作成」をクリックします。 
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■ ショートカットアイコンの作成（Windows ７/Vista） 

スタートボタン→すべてのプログラム（Ｐ）→JD Proフォルダ

をクリックします。次に、JD Proアイコンの上で右クリックを

します。 

１． 

２． 「送る）」の上にマウスカーソルを合わせます。 

１． お試し版から正規版への切り替え、又は、バージョンアップ

版のインストールの時は、インストールを始める前に旧版

のJD Proをアンインストール（削除）する必要があります。 

■ アンインストール方法（Windows ７/Vista） 

３． デスクトップ（ショートカット作成）で左クリックします。 

４． デスクトップにショートカットアイコンが作成されます。 

ショートカットアイコンをダブルクリックするとJD Proが起動

します。 

２． スタートボタンからコントロールパネルをクリックします。 

３． プログラムのアンインストール（右図、赤枠）をクリックしま

す。 

右図はカテゴリ別表示になっています。すべての項目を表

示している場合には「プログラムと機能」アイコンをクリック

します。 

４． 現在インストールされているプログラム一覧が表示しま

す。「JD Pro」を選択し、上にある「アンインストールと変更」

をクリックします。 

５． 「JD Proとすべてのコンポーネントを削除しますか？」と聞

いてきますので、「はい（Ｙ）」ボタンをクリックします。 

※これまでに入力しているすべてののデータは削除されま

せんのでご安心ください。 

「削除されました」が表示すると、アンインストールの完了

です。 

６．
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■ インストール方法 （Windows 8） 

ＣＤドライブにディスクをセットすると、自動再生が起動しま

す。自動再生が起動しない場合にはエクスプローラからＤ

ＶＤ／ＣＤドライブを開きます。 

「jdpro.vbs」アイコンを（右図、赤枠）をダブルクリックすると

インストールが始まります。 

 

「Setup.exe」ではありませんので、間違わないようにしてく

ださい。 

１． 

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てください。 

 

「ユーザーアカウント制御」は２～３回表示されます。すべ

て、「はい（Ｙ）」ボタンをクリックしてください。 

「JDProのセットアップを始めます。」で「ＯＫ」ボタンをクリッ

クします。 

３．

「ディレクトリ変更」ボタンをクリックします。 ４． 

「ディレクトリ変更」画面でパス名のところを下記のように変

更します。 （Ｃドライブ直下にインストールすることです） 

    C:¥Program Files(x86)¥JDPro¥ 

            ↓ 

         C:¥JDPro\ 

 

マウスカーソルをパス名のテキスト入力内でクリックし、

キーボードのバックスペースキーまたはデリートキーで

\Program Files(x86)だけを削除するようします。 

５． 
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「セットアップ先ディレクトリはC:¥JDPro¥は存在しません。

このディレクトリを作成しますか？」と表示ｊされますので、

「はい（Ｙ）」ボタンをクリックします。 

 

６． 

７． ディレクトリが「C:¥JDPro\」に変更されていることを確認

し、その上にある四角いボタン（右図、赤枠のパソコンの

マーク）をクリックしてください。 

 

ディレクトリが間違っている場合には、再度、「ディレクトリ

変更」ボタンを押して修正してください。 

グループの選択画面では、そのまま「続行（Ｃ）」ボタンをク

リックします。 
８．

「ＯＫ」ボタンでセットアップが終了します。 ９． 

JDProのインストールが２回目以降の場合（再インストー

ル・体験版から正規版の切り替え・バージョンアップ版のイ

ンストール等）には「バージョンの競合」画面が表示しま

す。その場合には「はい（Ｙ）」ボタンを押して、インストール

を続行してください。 
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■ 新規データの作成 

新規データの作成時に、セキュリティの警告画面が表示し

ます。 

 

この警告画面は２～３回表示されることがあります。すべ

て、「開く」ボタンをクリックしてください。 

１． 

２． 右図の画面が表示されましたら、「実行」ボタンをクリックし

ます。 

 

２回目以降のインストール時には新規データを作成をする

必要がありませんので、「キャンセル」ボタンをクリックして

「はい（Ｙ）」ボタンをクリックします。 ３．

「ＯＫ」ボタンをクリックで新規データの作成が完了します。 ４． 

JDProの起動時に右図のような画面が出る場合、初期

データが見つかりません。 

以下の画面から新規データの作成を行ってください。 

 

 

新規データの作成はWindowsのMetro画面より、新規デー

タの作成アイコンをクリックします。 

（救急車のアイコン） 
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■ ショートカットアイコンの作成 

ショートカットアイコンの作成はWindows のMetro画面から

行います。「見積君」のアイコン上で右クリックをします。 

画面の左下にある「ファイルの場所開く」をクリックします。

（右下図、赤枠の部分） 

 

１． 

２．

「タスクバーにピン留めをする」をクリックすると、タスクバー

にJDProアイコンが作成されます。 

JDスーパーProのアイコン上で右クリックをします。 

３． 「送る」→「ディスクトップ（ショートカットを作成）」をクリックし

ます。 

ディスクトップにショートカットアイコンが作成されます。 
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■ アンインストール方法 

Windows キーを押して、Metro画面を表示します。 

 
１． 

２． JDProのアイコン上で右クリックをします。 

（右図、参照） 

画面、左下のアンインストールのボタンをクリックします。 

（右図、赤枠の部分） 
３．

「コントロールパネル」→「プログラム」→「プログラムと機

能」でインストールされているプログラム一覧が表示しま

す。 

４． 

「JDPro」をクリックして選択します。 

上の「アンインストールと変更」をクリックします。 

（右図、赤枠の部分） 

５． 

「JDProとすべてのコンポーネントを削除しますか？」と表

示しますので「はい（Ｙ）」ボタンをクリックします。 

６． 

「削除されました」が表示すると、JDProのアンインストール

が完了します。 

「ＯＫ」ボタンを押した後、「×」ボタンでコントロールパネル

を閉じてください。 

７． 
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■ 管理者モードの設定 

インストールが正常に完了しているのにJDProが起動しな

い場合には、管理者モードで起動してください。 

※通常は管理者モードで起動する必要はありません。 

 

Metro画面の場合にはJDProアイコン上で右クリックし、「管

理者として実行」を押します。 

１． 

２． デスクトップ画面の場合にはJDProのショートカットアイコン

上で、右クリックをして「管理者として実行（Ａ）」をクリックし

ます。 

ユーザーアカウント制御の画面が出ますので、「はい（Ｙ）」

ボタンを押して続行します。 
３．

これで、管理者モードにてJDProを起動できるようになりま

す。 

４． 

データのバックアップファイルが見られない場合にも、この

管理者モードで起動することにより、バックアップファイル

が見られます。 

※ 
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■ 初期設定 

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記録します。次回より、再設定をする必要はありません。 

チュートリアル 

JDProを初めて使用するときの簡単なて手順 

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。 

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。 

■ 在庫の新規登録 「在庫登録」→「在庫の新規登録」 

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。 

■ 見積書の作成 「見積書作成」→「見積書の新規作成」 

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 「注文書作成」→「注文書の新規作成」 

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。 

■ 請求書の作成 「整備請求書」→「請求書の新規作成」 

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。 

■ 余白の設定 

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。 


