
 

 

JD Pro 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、JD Proソフトまたは試用版のJD Pro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）：ページ９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、プログラムの削除をする前に必ずデータのバックアップを取っ

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。 

JD Pro 開発元：0742-34-3066 

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。 

店舗名・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、JD Pro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JD Pro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

（TeamViewer）を使って当方から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。 

 ※ 遠隔対応時間：9：00～18：00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Windows10用で作成しています。Windows8/7/Vista等は、若干イン

ストール時に名称及びサンプル画像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 

JD Proのインストール方法（１）…………………………………………１ 

JD Proのインストール方法（２）…………………………………………２ 

新規のパソコンにインストールする場合（１）…………………………３ 

新規のパソコンにインストールする場合（２）…………………………４ 

アドオンのインストール（１）……………………………………………５ 

アドオンのインストール（２）……………………………………………６ 

データのバックアップとリカバリ…………………………………………７ 

プログラムの削除（アンインストール）…………………………………８ 

初めて使用するときの簡単な手順（１）…………………………………９ 

初めて使用するときの簡単な手順（２）…………………………………10 

ライセンスと著作権 ………………………………………………………11 

新規のパソコンに初めてインストールをする場合のみ、最初にランタイム１とランタイムＳＰ２のインス

トールをしてください（３～４頁参照）。次に、アドオンのインストールをします（５～６頁参照）。それから

JD Pro 本体のインストール（setup.exe）をします。 

同じパソコンにバージョンアップ版のインストール時には、上記作業は必要ありません。 

試用版から正規版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をする場合には、旧バー

ジョンのJD Pro のプログラムをアンインストールしてから、正規版またはバージョンアップ版のインス

トールをします（８頁参照）。 

余白の設定 …………………………………………………………………12 

旧バージョンから新バージョンへデータ移行をされた場合には、１２ページの「余白の設定」を必ずして

ください。 



 

 

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． JD Pro 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． 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。右図は、その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。 

■ JD Pro のインストール方法（１） 

お使いのパソコンにすでにアクセスランタイム（2010）が導入済のインストール方法になります。 

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になります。 

 ※ 旧バージョン Ver4.21.4 以前のバージョンは除きます。 

【注意事項】 

インストールを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完了後に、 

旧版のプログラムを削除（アンインストール）してください。 

 ※ アンインストールは８ページを参照してください。 
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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。 

■ JD Pro のインストール方法（２） 

６． JD Pro のインストール準備ができましたので。「イ

ンストール」ボタンをクリックしてください。 

４． 使用許諾契約書をお読みになり、『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。 

７． JD Pro のセットアップの完了です。「ＯＫ」ボタンをク

リ ッ ク し て く だ さ い。デ ス ク ト ッ プ 画 面 に「JD 

Pro2010」のショートカットアイコンが出来ていますの

で、それをダブルクリックすると、JD Proが立ち上が

ります。 

※新規インストールの場合には、『データ領域の作

成』フォームが出ます。『実行』ボタンをクリックしてく

ださい。 



 

 

１． 

２． 

ＣＤ－ＲＯＭの中に「Runtime」フォルダがあります。

（右図、赤枠） 

ダブルクリックで「Runtime」フォルダを開きます。 

３． 

「Runtime」フォルダの中に「runtime.exe」と

「runtime_sp2.exe」の２つのファイルがあります。 

最初に「runtime.exe」をダブルクリックしてください。 

ユーザーアカウント制御の確認が出ます。 

「はい」ボタンを押して許可してください。 

■ 新規のパソコンにインストールする場合（１） 

新規のパソコンにインストールする場合はこちらの方法でインストールをしてください。 

 １．アクセスランタイムのインストール 

 ２．アクセスランタイムＳＰ２のインストール 

 ３．アドオンのインストール 

 ４．JD Pro本体のインストール 

【ご注意事項】 

お使いのパソコンに「Microsoft Office 64bit 版」がインストールされている場合には当ソフトのイ

ンストールができません。その場合には、「64bit版」をアンインストール（削除）してから「32bit版」

をインストールし直していただければご利用可能となります。 
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Runtimeフォルダ 
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５． Access Runtime 2010 のインストールが完了しまし

た。 

オンライン登録の必要がありませんので、「閉じる」

ボタンをクリックしてください。 

６． 次に、「Runtime 2010」の更新プログラムを実行しま

す。 

「runtime_sp2.exe」をダブルクリックしてください。 

先ほどと同じように、ユーザーアカウント制御の許

可を聞いてきますので、「はい」ボタンを押してくださ

い。 

７． インストールを続けるには、マイクロソフト ソフトウ

エアライセンス条項に同意する必要があります。 

同意するに、チェックを入れ、「次へ」ボタンをクリッ

クします。（右図、赤枠の部分にチェックを入れま

す） 

■ 新規のパソコンにインストールする場合（２） 

４． インストールの進行状況が表示します。 
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２． 

ＣＤ－ＲＯＭの中に「vb6_rt」フォルダがあります。

その中に「setup.exe」ファイルがありますので、ダ

ブルクリックで実行します。（右図、赤枠の部分） 

３． 

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。 

１． 

■ 新規のパソコンにインストールする場合（３） 

８． 『インストールが完了しました。』がでればＯＫです。 

次にアドオンのインストールが必要になります。 

新規のパソコンにJＤProをインストールするときだけ、このアドオンソフトをインストールします。 

インストールは初回時のみになり、バージョンアップの時は必要ありません。 
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■ ＶＢ６ランタイムのインストール（１） 

setup.exe 

Visual Basic 6.0 Service Pack 6 ランタイムのイン

ストールが始まります。 

「ＯＫ」ボタンをクリックしてください。 



 

 

６． 

５． 右図、赤枠のパソコンのボタンをクリックします。 

■ アドオンのインストール（２） 

４． addonセットアップ画面が表示されますので、「ＯＫ」

ボタンを押します。 
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Visual Basic 6.0 Savice Pack ラインタイムのインス

トール中となります。 

７． お使いのパソコンにすでにVisual Basic 6.0 Savice 

Pack ラインタイムが入っている場合には、右図の

ように「バージョンの競合」が表示されます。 

「現在のファイルを保持」しますので、「はい」ボタン

をクリックしてください。 

８． Visual Basic 6.0 Service Pack 6 ランタイムのイン

ストールの完了です。 

「ＯＫ」ボタンをクリックします。 



 

 

バックアップデータのファイル名は「JDProData****.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。 

２． データのバックアップ処理が正常に終了しました」が出れば完了です。 

データのバックアップ先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． メインメニューからメンテナンス→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され

ます。 

■ データのリカバリ 

１． メインメニューから→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、下にある「開

く」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」ボタンを押します。 

２． 「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。 

３． 「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。 
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■ プログラムの削除（アンインストール方法） 

１． デスクトップ画面からスタートボタンを右クリック

（Windows10の場合）して「コントロールパネル」を開

きます。 

プログラムグループ内にある「プログラムのアンイ

ンストール」をクリックします。 

※Windows7の場合はスタートボタンを左クリックに

なります。 

２． 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。下の方にある「JD Pro」を選択し「アンイン

ストール」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。 

３． 「JD Pro」のアンインストール（削除）の確認とユー

ザーアカウント制御の確認画面が表示します。 

両方とも、「はい（Ｙ）」ボタンをクリックします。 

４． 開いている「コントロールパネル」は右上の「×」で

閉じて完了です。 

デスクトップにある、ショートカットアイコンも削除さ

れます。 
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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。 

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 

■ JD Pro 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。 

■ JD Pro 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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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。 

 ※ 店舗名及び住所の変更が生じた場合には有料（5,500円）にて対応しています。 

 ※ 店舗名の書き換えは不正使用防止のため２回目以降はできません。 

 ※ 変更前のＣＤ（旧ＣＤ－ＲＯＭ）は使用できなくなりますのでご了承ください。 

ご不明な点がありましたら、お気軽に電話又はメールでお問い合わせください。 

電話及びメールでのお問い合わせは無料です。 

 ※ 出張訪問サポートに関しては有料となります。 

 ※ 電話での対応時間は９：00～18：00となります。（土日祝はお休み） 

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 

Google Chrome のリモート デスクトップまたはチームビューワ（TeamVieweｒ） を利用して、リモートで

サポートをします。 

 ※ お使いのパソコンで上記、アプリが利用できる状況にする必要があります。 

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 

■ サポート 

■ 遠隔サポート 

■ 免責事項 

■ 著作権 
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４． お使いのプリンタにより、余白位

置が違ってきますので、三角マー

クが黒くならないように、且つ、

全体の印字位置がなるべく用紙の

中心にくるように設定をしてくだ

さい。 

下記画像の「▶」マークがグレー

になっていればＯＫです。 

下記画像で「▶」マークが黒色の

場合にはＮＧです。 

■ 請求書印刷 余白の設定 

１． 整備見積書及び整備請求書の印刷をしたときに、作業内容が２５行以内に関わらずに２枚印刷さ

れる場合があります。このときの対処方法として、余白の設定をします。 

２． 請求書の印刷プレビュー画面を出します。そのときに、画面、左下に「ページ １」の表

示があります。「１」の右側に▶マーク（青丸枠の部分）が黒色で表示されている場合に

は、次のページがあることを示しています。 

※ この状態のときには２枚印刷しますので、余白の設定が必要になります。 

３． 「余白の設定」ボタンを押します。上下左右の余白がミリ単位で表示されています。 

上を５ｍｍ、下を８ｍｍにしてください。「設定」ボタンを押します。 

設定ボタンを押した後に、三角マークが黒からグレーになればＯＫです。 
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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 

    〒630-8132 奈良県奈良市大森西町11-18 

  TEL/FAX:0742-34-3066 担当：竹中/中野 

   


