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所内ネットワークでの活用シーン

スタンドアロンでの活用シーン

電子申告対応電子申告対応顧問先満足向上顧問先満足向上 サービス＆サポートサービス＆サポート
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internet
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経営・グラフ分析
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PDF
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*eL-TAXは2009年対応予定

端末の環境まるごとバックアップ

専用情報サイト

Ｖポータル

ee--事務所を構築する事務所を構築するVVシステム活躍シーンシステム活躍シーン

V system

Home server



IASIASインターネット会計インターネット会計

電子申告システム電子申告システム

internet

戦略的な顧問先自計化を実現するインターネット会計システム
更なる顧問価値向上。

・会計事務所によるシステム・データの一元管理
・同一画面参照でタイムリーなサポート
・巡回訪問前のデータ確認

Ｖシステムから簡単直接電子申告。

internet

*eL-TAXは2009年対応予定

e-事務所 顧問先

顧問先

e-事務所 国税

地方税



ビジュアルでカラーでよりわかりやすく

　試算表構成図　試算表構成図

顧問満足の向上

　　　グラフ分析レポート　　　グラフ分析レポート

　　　月次売上粗利推移表　　　月次売上粗利推移表

　　　　　　月次販売管理費推移表月次販売管理費推移表 　　月次業績推移表　　月次業績推移表

従来までの数字データだけではなく、
見やすいカラーグラフ分析でレポート
が作成できます。
会計データをビジネスに最大限活用
する「見える化」を実現。顧問価値を
向上します。

顧問先向けレポートツールの強化顧問先向けレポートツールの強化



顧問満足の向上

　　　経営分析レポート　　　経営分析レポート

経営分析一覧表データをわかりやすく展開。
各指標、３期比較ができ、また、毎年中小企
業庁が公表している業種別平均値との比較
を行えます。
コメントも記載できますので、顧問先の理解
度と、顧問価値を向上します。



顧問満足の向上

　　　カラー帳票両面印刷　　　カラー帳票両面印刷

＊両面印刷対応帳票
　・総勘定元帳
　・科目別補助簿
　・法人事業概況書
　・個人決算書
　・財産評価（土地一覧表）

両面印刷・デジタル帳票データ作成両面印刷・デジタル帳票データ作成

各種帳票の電子データを作成できます。
閲覧用ソフト（無料）があれば、どのパソコンでも
閲覧・印刷できます。
例えばメディアに保存して顧問先様へ提出したり
バックアップとして保存できます。

　　　　デジタル帳票データ作成　　　　デジタル帳票データ作成

用途・ニーズに合わせた各種帳票出力

白紙にカラーで両面印刷。クオリティの高い帳票を省スペース・ローコストで作成

カラーレーザプリンタなどの両面印刷機能で
簡単に、キレイな両面プリントを実現します。

国税庁も採用しているPDF形式でデジタル帳票データを作成
顧問先提出用からバックアップまで、幅広い用途で活用可能

＊ＰＤＦ作成対応帳票
　・モニタ試算表　　　　　　　・法人税申告書
　・合計残高試算表　　　　　・消費税申告書
　・営業成績報告書　　　　　・勘定科目内訳明細書
　・青色営業成績報告書　　・法人事業概況書
　・製造原価報告書　　　　　・個人決算書
　・総勘定元帳　　　　　　　　・確定申告書
　・法人決算書　　　　　　　　・減価償却
　・科目別補助簿

「pdf Factory」などのオプションプログラムが必要です。



顧問満足の向上

オリジナル帳票も簡単便利に

ExcelExcel連動機能強化連動機能強化

補助の明細情報を登録、一覧作成できます

補助明細管理補助明細管理

＊Excel連動対応帳票
　・仕訳入力リスト選択　　　・部門別営業推移表　　　　　・勘定科目内訳明細書
　・合計残高試算表　　　　　・部門別原価推移表　　　　　・減価償却
　・営業成績報告書　　　　　・部門別営業成績報告書　　・関与先名簿
　・青色営業成績報告書　　・部門別原価報告書　　　　　・従業員名簿
　・製造原価報告書　　　　　・科目別補助集計表
　・法人決算書　　　　　　　　・工事別一覧表

各種集計表からデータを
自動転記したExcelを起動。
オリジナル帳票の作成が
簡単便利になりました。

補助データに付随する関連明細情報を登録管理できるようになりました。
銀行の支店名や口座名や、取引先住所や電話番号などの管理表が自由に
簡単に作成できます。



効率のアップ

作業効率の向上

作業・システム管理効率の向上作業・システム管理効率の向上

　　ユーザ検索機能　　ユーザ検索機能

作業実行時のユーザ選択が一覧から検索して行えるようになりました。

ユーザ選択時、一覧を表示。
かな検索や最近使ったユーザ
からの選択もでき、コードを覚
える必要がなくなりました

　　　　内訳書補助明細連動内訳書補助明細連動

預貯金の口座番号や取引先住所など、補助明細を内訳書に連動します。

新機能の補助明細管理に
登録したデータを、内訳明
細書に転記します。

（2009年更新版対応予定）

その他作業効率向上
・給与データ連動機能（搭載予定）
・Windows Vista
・Windows Home server
・Vポータル
・リモートサポートサービス



効率のアップ

システム管理効率の向上

　オンライン更新　オンライン更新

法改正時などのプログラム更新がオンラインで簡単に行えるようになりました。

タテムラ
オンライン更新
センター

internet

インターネット自動更新を選択するだけ。
端末ごとの設定ファイルインストールなどの煩わしさも軽減され、タイムリー
でスピーディーな更新作業を実現しました。

　新画面設定機能　新画面設定機能

申告書の画面表示サイズ設定が簡単シンプルになりました。

標準表示・拡大表示・縮小表示ボタンを設置。
様々なディスプレイサイズへの対応がより柔軟になりました。
各サイズ設定はお好みによりカスタマイズできます。

その他システム効率向上
・Windows Vista
・Vポータル
・Windows Home server
・リモートサポートサービス

自動更新



セキュリティー性能向上

データ・環境のバックアップソリューション

安心安全の更なる向上安心安全の更なる向上

電子申告やインターネット会計の普及、処理業務の多様化など、
コンピュータへの業務の依存度はますます高まるばかりです。
万が一のトラブル発生時においても、損失を最小限に抑える計画
的対応が求められています。

最小限に抑えるべき損失 Vシリーズが実現

・データ資産の損失
・業務停止による損失

・大切なデータ資産を守る
・通常業務への早期復旧

大切なデータ資産を守る

通常業務への早期復旧

サーバ・スタンドアロンとも、自動データバックアップ機能搭載
スケジュール機能により毎日データバックアップを自動実行

２機の
メインディスク

バックアップディスク

Vシリーズは２機のディスクを標準搭載

バックアップディスク

メインディスク

自動バックアップ

IASサーバは3機のディスクで万が一に備えます

オンライン
バックアップ
センター

自動バックアップ

PCのソフトや設定を
まるごとバックアップ

遠隔地にあるバックアップセンターに
大切なデータ資産を自動保管

自動バックアップ



この一台で、所内データの共有＆バックアップ

安心安全の更なる向上安心安全の更なる向上

Vサーバシリーズには、ファイルサーバ機能を搭載してます。
表計算やワープロなど、Windowsアプリケーションで作成したデータ
ファイルを、所内で簡単に一元共有管理することができます。
また、サーバ内で自動バックアップを行いますので大切なデータ管理
に最適です。

データの共有・バックアップ

給与・年調・法定調書データ

所内で作成しているWindowsアプリケーションのファイルをまとめて
保存し、共有することができます。

VサーバにTam-Win給与・年調・法定調書のデータベースを格納し、
ネットワーク運用できます。

ファイルサーバ

Vシステム

自動バックアップ

メインHD
Vサーバ

ファイルサーバ領域に、共有フォルダや個人フォルダを
作成して、簡単にデータの共有や管理、バックアップを
行うことができます。

Tam-Win給与・年調・法定調書をネットワークで活用する
場合、1台のWindowsマシンをサーバとしてデータを一元
管理していますが、Vサーバに管理を移行すれば、マシン
負担が軽減され、また自動バックアップも実行されますの
で大変便利です。

Vサーバ



サポートの強化

インターネットを活用したサポートサービスの強化

タイムリーサポートの向上タイムリーサポートの向上

　　　リモートサポート　　　リモートサポート

　　　　　　オンラインバックアップオンラインバックアップ

オンライン
バックアップ
センター

internet

遠隔地のセンターへ自動バックアップで万が一にも安心できるサービスです。

自動バックアップ

インターネットを活用して、遠隔地のバックアップセンターに自動的に自動的に
データをバックアップします。
万が一の災害時にも、大切なデータ資産を保護します。

リモートサポート

サポートセンターからのリモートコントロールでクイックサポートサービス。

インターネットを活用して、当社サポートセンターからお客様システムを直接サポート。
セキュリティ機能を装備していますので安心してご利用いただけます。

*Windows Home serverが必要です。

*Vシステムオプションサービスです

internet



サポートの強化

　　　　　　SystemSystem--VVポータルポータル

プログラム起動ボタン

新着情報表示
インターネット検索

便利なサイトカテゴリー 天気・災害情報 情報カレンダー（登録可能）

便利ツール
各種搭載予定

国税庁

タテムラ

税理士会

財務税務システム

重要サイトの新着情報やタテムラのシステム情報をタイムリーに一覧表示。
各種便利ツールや、プログラム起動ランチャーを搭載したSystem-Vポータル。

業務のスタートは　System-Vポータル

Ｗｉｎ給与計算

e-Taxプログラム



ハードウエア
ニーズに応える充実のラインアップニーズに応える充実のラインアップ

　　　　　　Server Line UpServer Line Up

　　　　　　Client Line UpClient Line Up 　　　　　　Printer Line UpPrinter Line Up

　　　　　　Standalone Line UpStandalone Line Up

用途・規模に合わせて選べるラインアップ。e-事務所ネットワークを柔軟に構築

機種名

接続端末数

ＨＤ

Backup

IAS

V-5000IAS
～10
ＨＤ×2
内蔵

標準対応

V-3000
～5
ＨＤ×1
内蔵

-

VMserver
～4
ＨＤ×1
内蔵

-
OS Turbo Linux Turbo Linux Windows Vista

特徴 ＩAS対応サーバ 所内専用サーバ 作業可能のＶＭサーバ

機種名

ＨＤ

OS

VC-1000
ＨＤ×1

Windows Vista

VC-1500
ＨＤ×1

Windows Vista

サポートサービス充実のクライアント

機種名

印字

サイズ

スピード

Canon
カラー/モノクロ　両面

A3
30枚/分

NPP-860
モノクロ　両面

A3
28枚/分

ハイスピード＆ハイクオリティ

機種名

HD
Backup

OS

V-1000
HD×1
内蔵

Windows Vista

V-1500
HD×1
USB

Windows Vista

V+PC
HD×1
USB

Windows Vista
Soft Officeなど Officeなど Officeなど

特徴 スタンダードタイプ ノートタイプ ローエンドモデル

ハイクオリティ＆省エネ・省スペース。時代のニーズに応えるスタンドアロンラインアップ

特徴 デスクトップ ノート

Soft Officeなど Officeなど ホッパー 標準１段 標準２段



Wide Display

　　　　　　option Line Upoption Line Up

UPS

無線LAN

Windows Home server

作業効率アップのワークスペース
ワイドタイプ液晶ディスプレイ

停電時のバッテリー　雷対策として
サーバの自動ON・OFF機能搭載

複合機

オプションで無線LANシステムを構築いたします。
配線が不要で、事務所レイアウト変更などにも臨機応変に対応できます。

データ共有・環境バックアップ
環境チェック・リモートアクセス

ニーズにマッチした複合機を
ご提案いたします。



Windows Home server Windows Home server 

internet

遠隔地

サポートセンター

e-事務所

バックアップ

データ共有

常時監視

セキュリティ

リモート

リモート

　　　すべてのPCの環境丸ごとバックアップバックアップ

すべてのコンピュータの環境まるごとバックアップを自動的におこないます。
万が一の時にも、障害発生前の環境に復旧でき、業務停止損失を防ぎます、
また、PCのファイルやフォルダを個別に復元することもできます。

　　　簡単にファイル共有を実現データ共有

すべてのファイルが１箇所にまとめて保存され、あたかも自分のPCに置か
れているかのように迅速、簡単にデータにアクセスできます。

　　　すべてのPCの正常性を常に監視常時監視

ネットワークの正常性を監視する機能によって、ネットワークに接続された
PCをいつでも安全かつ快適に保つことができます。

　　　見られたくないファイルを保護セキュリティ

強力なパスワード制御を使用して、ネットワークのセキュリティを保ちます。
アクセス許可を指定できるため、共有が必要なデータへのアクセスは許可
し、それ以外のデータは機密性を保持することができます。

　　　　外出先からリモートアクセス　サポートにも活用リモート

Home Serverを経由して、事務所内のPCにリモートアクセスできます。
アプリケーションの実行はもちろん、外出先へのファイル送信やプリントア
ウトなど、あたかも事務所内にいるような作業を、外部のインターネット接
続パソコンから行うことができます。

Home server



Windows Vista SP1Windows Vista SP1

安心・安全・スピーディーなWindows Vistaは
ビジネスマシンに欠かせない要素を備えた最新OS

Windows Vistaは、XPと比較して安定性や安全性、そしてスピードの向上など
ビジネスにとって欠かせないポイントが格段に向上しています。

トラブルの軽減

セキュリティ性能
の向上

スピードアップ

・パフォーマンスの診断とツール
・メモリ診断ツール
・信頼性とパフォーマンスモニタ
・問題のレポートと解決策
・ネットワークの診断や修復
・Windowsヘルプとサポート

Vistaはパソコンのパフォーマンスや状態、問題点などを把握しやすくなっており、
何かトラブルがあったときでも自己修復機能により、自動的に解決できるように
なっています。
また、安全性を高めるための機能が、XPに比べて格段に進化。
業務スピードも向上し、まさにe-事務所ビジネスに最適のOSです。

・スパイウエアへの対策
・フィッシングサイトへの対策
・迷惑メール対策
・セキュリティーホール自動対応

・起動スピード
・よく使うアプリ起動
・作業全体のスピード
・ファイル転送スピード
・ファイルコピースピード
・検索スピード
・ファイル圧縮スピード

Windows Vistaのポイント



プログラムラインアッププログラムラインアップ

　　　財務会計　　　財務会計ProPro

　　　税務申告　　　税務申告ProPro

　　　その他　　　その他

＊所得税関連
　・青色申告決算書
　・確定申告書

＊法人税関連
　・法人申告書
　・消費税申告書
　・事業概況説明書
　・勘定科目内訳書
　・登記用紙出力

＊資産税関連
　・贈与税申告書
　・相続税申告書
　・財産評価

＊償却関連
　・減価償却
　・償却資産申告書

＊電子申告関連
　・

＊会計基本

＊補助管理
　・科目別補助集計表
　・科目別補助簿
　・年次科目別補助集計表
　・売掛・買掛一覧表
　・補助二次元集計表

＊比較貸借
　・比較貸借損益書
　・三期五期比較貸借
　・比較営業成績報告書
　・比較製造原価報告書

＊部門別管理
　・部門別営業成績報告書
　・部門別営業推移表
　・部門別製造原価報告書
　・部門別原価推移表

＊工事別管理
　・工事別元帳
　・工事別管理一覧表

＊分析管理
　・経営分析表
　・資金繰り計画表
　・グラフ分析

＊Tam-win
　・給与計算
　・年末調整
　・法定調書

＊option
　・PDF作成ソフト「pdf factory」
　・環境バックアップ



サービスラインアップサービスラインアップ

　　　ハード保守　　　ハード保守

　　　ソフト更新保守　　　ソフト更新保守

　　　オプションサービス　　　オプションサービス

当日出張 代替設置 システム・データ復旧

タテムラだからできる、この機動力。業務停止による損失を最小限に食い止めます

改正ソフトは自動更新。タイムリーなオンライン更新サービスをご利用ください。

定額保守 自動更新 オンライン更新

オンラインバックアップ リモートサポート Windows Home server

・当日出張いたします
・即日利用環境を復旧

現地修理付加の場合
同等機器の代替設置

システム環境やデータ
の復旧まで行います

契約期間内は無償で
更新します

更新都度のお申込み
は不要です

インターネットで簡単
一発タイムリー更新

これからのe-事務所に不可欠なオプションサポートサービスです。

遠隔地のバックアップ
センターにデータ格納

サポートセンターから
直接お客様マシンを
遠隔サポート

データや環境のバック
アップ。リモートサポー
トなどこの一台で実現
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■カタログについてのご注意

カタログ記載商品の仕様及び概観は、改良のため予告無く変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
各商品の詳細仕様、価格などにつきましては、下記お問合せ先へご確認ください。
カタログに記載の会社名、商品名、ロゴマークは、各社の商標または登録商品です。

このカタログ内容は、２００８年１０月現在のものです。

株式会社タテムラ
本社　　〒197-0024　東京都福生市牛浜104
Tel 代表 (042)553-5111　Fax (042)553-5828
営業所　〒160-0022　東京都新宿区新宿4-3-15
Tel 代表 (03)3351-4611　Fax (03)3351-5665
URL　http://www.tatemura.co.jp/


