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システム要件（らくほん 5を使用できるパソコン） 

Ｏ Ｓ Windows 7（32bit、64bit）/ Windows 8.1（32bit、64bit） 

C P U 
インテル Core™ i3 / i5 等 クロック数 3GHz以上の同等プロセッサ

お勧めＣＰＵ Core™ i3-4130、 Core™ i5-3230、Core™ i5-4200 （同等以上）

メモリ ２GB以上（推奨４GB以上） 

ハードディスク 
空き容量 100GB 以上 （総容量 300GB 以上推奨） 

インストール先はＣドライブ限定 

※ Microsoft Office(Excel/Word)2013 の入ったパソコンでの動作確認はしていません。Office を同じパソコンで使

用される場合は、2010 をお使いください。 

※ Microsoft Access は不要です。 

パソコンハード 

 機器の選び方などわからない方は、PC 購入代行サービスをご利用

ください。詳しくは有料サポート案内をご覧ください。 

プリンター

 A4 白黒レーザープリンターを推奨。カラーには対応していません。 

 インクジェットでも使用できますが、雨で濡れるとにんじだりするので、

レーザープリンターをお勧めしています。 

 上下左右最低余白が 6ｍｍ以上必要な機器では、正常に印刷でき

ない場合があります。 

バーコードリーダー 

 POS では必須。注文納品書や返品処理でもバーコードリーダーがあると便利です。 

 本屋の村で斡旋しています。問合せ先ページをご覧ください。 

 雑誌バーコードを読み取るには、JAN１３桁+５桁読み取れるようにバーコードスキャナー

の設定が必要です。（一部のバーコードリーダーは、アドオン５桁を読み取る設定にする

とアドオンなしのコードが読み取れなかったり読み取りにくい製品があります。購入される際はご注意ください。） 

POS 機器（レシートプリンター・ドロア・カスタマディスプレィ） 

 本屋の村にて、機器の斡旋をいたします。問合せ先ページをご覧ください。 

 指定以外の品番の機器、及び指定 OPOS バージョン以外では動作しません。 

ソフト 

 Microsoft SQL Server2008R2 以外のデータベースを有する環境では、動作保

障できません。

 Micersoft Office(Excel･Word 等)の 2010 以外がインストールされた環境では、不具合が発生すること

があります。Office 64bit 版がインストールされた環境では使用できません。 
 Microsoft Access 製品版（バージョン問わず）がインストールされた PC はサポート対象外です。 
 「インストールするための事前準備」記載のように、セキュリティレベルを下げないとインストールで

きません。

 らくほん 5 に必要なソフト（SQLServer2008r2,Access2010Runtime,OPOS2.70 等）は、らくほん 5
インストール CD-ROM からインストールできます。 

 その他の原因により、インストール及び動作しないことがあります。

参考：開発環境 Windows7HomePremium(64bit)、Intel i7 -2600 3.40GHz、4GB、解像度 1600×900 
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パソコン構成・LAN での使用について 

インストールマニュアルの表示 

サーバーPC・クライアント PC などそれぞれのパソコンの役割や、使用するソフトにより必要な処理が違いま

す。インストール案内の右上に、役割別・使用ソフト別により必要かを表示しました。 

 サーバーPC とは：複数のパソコンを LAN 接続して使用する場合に、データを置くパソコンのこと。

1 台だけで（スタンドアロン）で使用する場合は、サーバーPC を参照

 クライアント PC とは：複数のパソコンを LAN 接続して使用する場合に、他のパソコンのデータを利用

するパソコンのこと。

※ らくほん 5 は Windows Server などの OS で動作するサーバー専用コンピュータには対応していません。

ここで言うサーバーPC とは、らくほん 5 のデータを置くパソコンのことです。 

らくほん 5 は LAN 接続して、ネットワーク使用できます。 

数台のパソコンで使用する場

合は、１台のパソコンをサーバ

ーとしてデータファイルを置

き、その他のパソコンからは常

時サーバーパソコンに接続し

て使用します。

どのパソコンをサーバーにするか

を決める条件は  

1. システムとして使用してい

るときは、常に起動しているこ

と。  

2. 安定して使用できること。

3. あまり、他の業務に使用し

ないパソコンがベター。 

4. CPU が高性能、メモリーが

多い、ハードディスクに十分な

残容量があること。 

ネットワークで使用する場合

は、使用している間は、常にサーバーパソコンと接続していなければなりません。停電や LAN ケーブルが

外れた場合は、クライアントパソコンでらくほん 5 を一旦終了し、再度起動する必要があります。 

Windows のファイアウォールを無効にしないと接続できません。 
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らくほん 5シリーズのインストール

CD-ROM をセットすると右図が表示されます。 

表示されないな場合は、CD-ROM フォルダの

ASlauncher.exe をダブルクリック。 

 

 

1. Access2010Runtime のインストール

CDROM メニューの「Access2010RunTime」をクリック

しばらくすると右図が表示されます。

そのまま待っていると

右図が表示されるので、

「閉じる」をクリックします。

「はい」をクリックしてパソコンを再起動します。

再起動後に、もう一度、WindowsUpDate（他の Microsoft 製品

の更新プログラムも含めて）を実行。

全ての PC 

CD-ROM メニューが表示できない場合 
エクスプローラで CD-ROM を開いて、下記ファイルを実行

①. Access2010Runtime  AccessRuntime.exe
②. 楽本データ 5 RHonDT5¥setup.exe 
③. らくほん 5 RHonSG5¥setup.exe 
④. ラク POS5 RhonPS5¥setup.exe 
⑤. 楽ワザ 5 RHonWR5¥setup.exe 
⑥. ラク棚卸 5 RHonTn5¥setup.exe 
⑦. SQLServer2008r2 Rhon5r.exe
⑧. BASP21 BASP21-20010911.exe 
⑨. OPOS2.70 ADK270JR10¥Disk1¥setup.exe
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2. 楽本データ 5

CD-ROM メニューの「楽本データ 5」をクリックすると右

図が表示されます。

「次へ」をクリック

「標準」をクリックします。

確認画面が開きます。

「インストール」をクリックして進めます。

「完了」を押して終了。

サーバーPC のみ 
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3. らくほん 5

CD-ROM メニューの「らくほん 5」をクリックすると右図が表

示されます。

「次へ」をクリック

「標準」をクリックします。

確認画面が開きます。

「インストール」をクリックして進めます。

「完了」を押して終了。

4. ラク POS5

インストール要領は「らくほん 5」と同じです。

5. 楽ワザ 5

インストール要領は「らくほん 5」と同じです。

6. ラク棚卸 5

インストール要領は「らくほん 5」と同じです。

全ての PC 

POS を使用する PC 

NOCS7 で送り込みする PC・ごんた堂からデータを取り込む PC

棚卸入力をする PC 
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7. ＳＱＬ Ｓｅｒｖｅｒ ２００８Ｒ２

CDROM メニューの「SQL Server2008r2」をクリック

右図が表示されるまで、しばらく時間がかかります。

表示されるまでお待ちください。

表示されたら「次へ」をクリック

確認画面が開きます。

コピー先フォルダの設定は変えないでください。

「次へ」をクリック。

続けて「次へ」をクリック。

次の画面が表示されるまで、少々時間がかかります。 

次に SQL Server2008r2 の設定画面が開きますが、

自動処理になっているので、終了するまで待ちます。 

すべて完了すると処理画面が閉じ、元の CDROM メニューが表示されて、インストールが完了します。 

サーバーPC のみ 
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8. ＢＡＳＰ２１

CDROM メニューの「BASP21」をクリック 

右図が表示されたら「次へ」をクリック

完了画面が表示されたら終了です。

9. ＯＰＯＳ２．７０

 CDROM メニューの「OPOS2.70」をクリック 

「次へ」をクリック

「同意します」にチェックし、「次へ」をクリックし て

進めます。

「レジストリファイルは使用しない」にチェックし

「次へ」をクリック

全ての PC（らくほん 4 を使っていた PC は、既にインストール済）

POS を使用する PC 
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「ユーザー標準」にチェックし「次へ」をクリック

次の確認画面でも「次へ」をクリック

使用するボードの選択画面

ＰＯＳ機器を接続する方法に合わせて「シリアル」か

「ＵＳＢ」にチェック（両方も可）

「次へ」をクリック

「完了」をクリック

ＯＰＯＳの設定画面が開きます。

後からでも設定できます。

右上の×印をクリックして終了。
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インストールするための事前準備 

1. WindowsUPDate を実行（他の Microsoft 製品の更新プログラムも含めて）。Windows8 の場合は、

Windows8.1 にアップデートする。

2. ユーザーアカウント制御（UAC）をオフにする。

コントロールパネル→ユーザーアカウント制御→ユーザーアカウン

ト制御設定の変更→（一番下の）「通知しない」に設定。（右図）

3. エクスプローラを開き

①. C:¥を右クリックして表示される「共有」→「詳細な共有」を左ク

リック（右図）

②. 「詳細な共有」をクリック（右図の赤丸）

③. 「このフォルダーを共有する」にチェックしたあと「OK」を押して

終了。

②③をおこなったあと、パソコンを再起動

④. セキュリティソフトが入っていれば、一時停止する。

全ての PC 
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新規データ作成（楽本データ５） 

楽本データ５の起動 

1. デスクトップかスタートメニューから「楽データ５」を起動。右

図のようなセキュリティ通知画面が表示されたら「開く」をクリ

ック。

2. らくほんデータ５のメニューが開きます。

「新規データ」をクリック。 

3. 「らくほん 5 を使われるのは初めてですか？」

「はい」をクリック。

4. 「この処理をおこなうと、今までのらくほん 5 用のデータを削除して、

新規にデータ作成します。・・・・」と表示されます。

「はい」をクリック。

サーバーPC のみ 
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5. 新規データ作成画面が開きます。

「SQL ファイル作成」をクリックします。

順に処理が進みます。（しばらく時間がかかります） 

6. 「新規データの作成からアップデートまで終了しました」と表示されたら

「OK」をクリック。

7. 右図のように表示が変わります。

「SQL ファイル作成結果表示」をクリックして、右下図のような内容で

あれば成功です。 

「閉じる」を押して、メニュー画面に戻ります。 
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ら く ほ ん ５ の 起 動 

1. デスクトップかスタートメニューの「らくほん 5」をクリックします。

セキュリティ通知画面が表示されたら「開く」をクリック。 

2. 「SQL データ名（パソコン名）+「￥SQLEXPRESS」を入力」と表示されます。（右図）

 サーバーパソコンでは、表示文字を変更しない

 クライアント PC では、「サーバーPC 名\SQLEXPRESS」と入力

「OK」ボタンを押します。 

3. 次の SQL データ接続パスワード入力画面ではそのまま（ゼロ４個）

で「OK」をクリック。

4. ユーザー登録画面が開いたら、各項目を登録（黄色

は必修）し「登録」をクリック。

5. ユーザー基本登録画面で「登録する」をクリックします。

「らくほん 5 を再起動してください」と表示されたら、「OK」を押します。 

全ての PC 

らくほん 5 のアイコン 
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6. もう一度、デスクトップかスタートメニューの「らくほん 5」をクリックします。 

 

 セキュリティ通知画面が表示されたら「開く」をクリック。 

 

 

7. 使用者選択画面が表示されます。 

担当者名が表示されていればいずれかの使用者を、初めてで何も表示されない場合

（右図）は 上部を選択するとメニュー画面が開きます。 

 

 

 

8. メニュー画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メニューボックス 

らくほん 5 のメニューボックスはタブ形式の切り替

え式です。上部のタブをクリックすると、ツール、

外商、顧客、客注、 分析、商管、Web、棚卸のメ

ニューが切り替わります。 

各タブの下部には「タブ非表示」チェックがあり、

クリックするとそのタブが非表示になります。再度

表示させるには右下部の「タブ全表示」チェック

があり、クリックすると全タブが表示されます。 

メニューボックスには、主な処理メニューのみで

す。 

メニューバー 

すべての処理メニューが、ファイル、ライセンス、外

商・売掛、顧客・予約、客注・メール、商品入力・分

析、商品管理、Web 送受信、棚卸集計と区分して配

置しています。 

メニューボックスのタブ非表示の操作に合わせて、そのメニューバーも非表示になります。 

一部のメニューは、メニューボックスとメニューバーで配置が違っています。 
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 基本登録など（ツール）

 納品書・請求書・予約（外商）

 顧客登録など（外商）

 客注管理（外商）

 メール機能（外商）

 商品・雑誌・書籍管理（商管）

 入荷・返品・売上登録（商管）

 データ交換など（商管）

 棚卸データ処理（商管）

各 ソ フ ト の 機 能 

らくほん 5 

らくほん５ すべてのメニュー 

ファイル ライセンス 外商・売掛 顧客・予約 客注・メール 商品入力・分析 商品管理 Web 送受信 棚卸集計 

SQL バックアップ ユーザー登録 雑誌入荷 顧客元帳 客注入力 入荷入力 雑誌元帳 Web 送信 棚入力配置 

サブバックアップ A 基本設定 定期納品書 地区 客注発注 売上入力 雑誌履歴 web 受信 棚入力読込 

サブバックアップ B POS 設定 注文納品書 顧客種別 客注チェック 移動入力 商品元帳 取次受信後 棚入力検索 

Web バックアップ 担当者 売上返品 請求グループ 顧客別一覧 返品入力 商品履歴 定改データ確認 棚卸集計表 

エクスポート メニュー 納品書控再発行 掛率 在庫リスト 雑誌定期改正 商品検索 発注データ確認 棚卸エクスポート 

使用者変更 ライセンス確認 入金入力 敬称 指定日リスト 補充発注 取次元帳 売上データ確認 在庫更新 

スケジュール ライセンスキー登録 値引入力 予約顧客 注文区分 追加発注 出版社 未入荷予約 棚番桁数調整

タスク ライセンス申込 入金値引区分 予約雑誌 事故区分 商品抜取表 商品月報 未入荷商品 雑誌棚卸 

作業一覧 サーバーＰＣ変更 納品一覧 顧客一覧表示のみ メール送信 雑誌抜取表 月次更新 セット一覧 棚卸計算 

図書券のし 入金一覧表 顧客一覧更新可 送信済表示 売上ランキング 返品チェック 仮想棚卸 

シリーズヘルプ 請求書 配達手数料 ＤM メール 分類別分析 バーコード作成 棚卸データ初期化

サポート（ＨＰ） 請求の復元 店名書式 メール設定 出版社別分析 商品元帳メンテ 

リモートサポート 現残高更新 伝票メッセージ 単品リスト Web 元帳連携 

バージョン情報 売掛一覧表 雑誌部門 

終了 伝票一覧 商品分類 

外商月報 書籍分類変換 

納品済検索 トーハン書籍分類 

未入金一覧 トーハン雑誌分類 

売掛データの初期化 取引区分 

売上累計初期化 返品種別 

初期繰越額入力 

楽本データ 5 
主な機能 

 ショートカット作成

 新規データ作成

 らく 4からのデータ変換

 らく 5バックアップデータからの復元

 SQL ファイルのアップデート

 ログファイルの圧縮

 TeamViewer の起動
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ラクＰＯＳ５ 

機能及び使い方 

 ラクＰＯＳ４と同じ 

 ラクプロ 2POS とほぼ同じ 

 

 

 

楽ワザ５（Web Browser） 

 この表の「必要」だけに「楽ワザ 5」を使います。  

接続先 新刊データ取込 コード発注送込 定期改正送込

WebTONETS-V 不 要 × × 

NOCS7 不 要 必 要 必 要 

ごんた堂 必 要 × × 

※ WebTONETS-V・NOCS７からの新刊データ取込について 

楽ワザ 5 から直接に取り込みことはできません。取り込み方法は、このマ

ニュアルの「WebTONETS 機能」「NOCS 機能」のページをご覧ください。 

 

ごんた堂との接続画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラク棚卸５ 

 

機能と使い方：棚卸入力（ラクプロ 2）、ラク棚入力 4 と同じ 
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は じ め て 使 う と き 

らくほん５を起動（デスクトップもしくはスタートメニューの「らく

ほん５」選択）すると、しばらくするとメニューボックスが表示さ

れます。 

設定により使用者選択画面の表示や、バックアップ処理の完了メッセ

ージが表示されます。 

担当者の登録 

メニューボックス「ツール」タブの［担当者］をクリックします。

[使用者選択]画面が開きます。 

新規にデータ作成された場合は最上部をクリック（右図）します。

ラクプロ２やらくほん 4 からデータを変換された場合は担当者

登録値から適当な値を選択します。

[あなたのお名前は○○さんで間違いないですね？] メッセージ

ボックスで [はい] ボタン をクリックします。 

[担当者の登録・編集]画面が開きます。 

楽本５ではシステム全体の使用者と外商の担当者を同じ設定値

になります。この画面で登録します。

最低一名は管理者権限にチェックしてパスワードを登録してく

ださい。 

タスク処理 

メニューバーの「ファイル」→「タスク」をクリック（右図） 

＜メニューバーとは画面中央のメニューボックスではなく、画面左上にあるメニュー＞ 

タスク処理とは毎日・毎週・毎月の決まった処理を登録しておけば、その処理をスケジ

ュールに追加して指定時間に処理できるようにします。 

現時点ではバックアップのみ自動実行されます 
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[追加]ボタンを押すと新しい処理を追加できます。 

［閉じる］ボタンで終了します。

スケジュール処理 

メニューボックスの「ツール」タブ→「スケジュール」をクリック。

タスク処理とは毎日・毎週・毎月の決まった処理を登録しておけば、その処理をスケジュールに追加し

て指定時間に処理できるようにします。

現時点ではバックアップのみ自動実行されます。

［追加］ボタンを押すと新しいスケジュールを追加できま

す。リストの中から「任意メモ」を選べばスケジュール帖

のようにも使用できます。

基本設定 

メニューボックスの「ツール」タブ→「基本設定」をクリック。

＜全般＞タブ

 （サーバーとして使うパソコンの場合）［このパソコンでタスク

制御をおこなう］チェックしてください。

メール設定（メール機能を使用しない時は不要） 

メニューボックスの「客注」タブ→「メール設定」をクリック。

＜メール基本＞タブ

 ［ポート番号に 587 を指定して送信］接続プロパイダとは別のメー

ルサーバーを使って送信する場合などに使用。ここにチェックｓる

とユーザーID・パスワードの登録が出来ます。メールサーバーのユ

ーザーID とパスワードを登録します。（らくほん 4 の ID パスワー

ドではありません。

その他の設定も、ヘルプを見て行ってください。
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POS 設定（POS を使用する場合のみ） 

メニューボックスの「ツール」タブ→「POS 設定」をクリックします。 

楽本 POS の設定を確認します 

・ 複数台を接続する場合でも全て同じ設定になります。

サーバーPC の変更方法（クライアント PC のみ） 

別のパソコンをサーバーにする場合など、サーバーPC を変更する場合にこの処理を行います。 

メニューバーから[ライセンス]→［サーバーPC 変更］ をクリックします。 

[警告]メッセージが表示されます。 

処理を進める場合は［はい］を押します。

接続できないときは、Windows のファイアウォールが無効に

なっているか確認。

[再起動後に、サーバーコンピュータ名とＳＱＬパスワードを入力し

てください。] と表示されます。この後、楽本ツールは終了します。

らくほん 5 を再起動すると、[SQL データのあるパソコン名を入力

してください。 ] と表示されます。サーバーパソコン名 +

「￥SQLEXPRESS」と入力します。 

（はじめて）外商機能を利用する 

ヘルプを開き、目次から

楽楽ほんやさんシリーズ

+らくほんの使い方 

+外商管理を使う 

を開くと、外商管理機能を登録し

ていく手順が表示されます。
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バ ッ ク ア ッ プ に つ い て 

バックアップの種類 

 SQL バックアップ トラブルが生じたとき、バックアップファイルとログファイルを元に、可能な

限り最新の状態に戻します。（インストール先ハードディスクにトラブルが生じ

たときは対応できません）。らくほん 5・らくほんデータ 5のメニューからの復

元はできません。 

 サブバックアップ 基本設定で設定したドライブ・フォルダにバックアップを作成し、その時点の

データに戻すことができます。設定した日数分のバックアップファイルを作成

できます。バックアップ先はサーバーパソコン内で直接書き込めるドライブに

限ります。（ＵＳＢメディアやＵＳＢ接続のＨＤがベスト）。復元はらくほんデ

ータ 5で行えます。  

バックアップを行う時期 起動時 タスク・スケジュール メニュー らくほんデータ５

SQL バックアップ ○ ○ ○ × 

サブバックアップ × ○ ○ ○ 

 起動時・・・基本設定が必要。一日の最初に起動した時に自動バックアップされます。

 タスク・スケジュール・・・スケジュール設定した時間に自動バックアップされます。

 メニューバー ・・・ メニューバー（ファイル→バック

アップ）で手動バックアップ。

 らくほんデータ５ ・・・ サブバックアップを任意のフ

ォルダ（サーバーPC 内に限ります）に行えます。

設定方法 基本設定（バックアップタブ、右図） 

 バックアップセットを実施する時期：フルバックアップの

ことです。「起動時」（初期値）と「スケジュール」から選

択します。「起動時」にすれば、その日の最初のいずれかの

プログラムを起動したとき、「スケジュール」を選ぶと楽本

ツールのタスク＆スケジュールで設定した日時にフルバックアップを行います。「起動時」されるこ

とをお勧めします

 サブバックアップを残す日数：設定した日数が過ぎると、新しいバックアップを上書きします。バ

ックアップ先ドライブの容量によりますが、あまり長くしないほうがいいでしょう。初期値は７日。

 サブバックアップ先Ａ・Ｂ：２箇所設定できます。
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設定例  

SQL バックアップ  

 基本設定→バックアップタブ→「バックアップセットを実施する時期」＝「起動時」を選ぶ 

サブバックアップＡ  

 基本設定→バックアップタブ→「サブバックアップ先」＝ C:\Raku5（インストール先フォルダ） 

 らくほん 5のメニューバー→ファイル→「タスク」を開き、実行するタスクを選択=サブバックア

ップＡ、予定時間＝12:30(任意の時間）、実行形態＝自動、を追加 

サブバックアップＢ  

 基本設定→バックアップタブ→「サブバックアップ先」＝ （外付けハードディスクのフォルダ） 

 らくほん 5のメニューバー→ファイル→「タスク」を開き、実行するタスクを選択=サブバックア

ップＡ、予定時間＝19:50(任意の時間、たとえば閉店１０分前）、実行形態＝自動、を追加 

※注意：タスクの設定では、必ず「タスク追加」を登録してください  

 

復元 

らくほんデータ５の復元で行います。 

 

◆注意事項  

 SQL データにはデータとプログラムが入っています。外商やＰＯＳだけの復元はできません。  

 復元した日時が SQL データのアップデートを行う前であれば、再度らくほんデータ５でアップ

デートを行ってください 

以上の理由により、復元は最終手段と捉えてください。安易に行うと予想外の結果になります。 
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データサーバを別のパソコンに移す方法 

注意事項：外商・商管ライセンスはデータ単位です。データサーバを別のパソコンに移した後、それま

でのデータサーバはお使いにならないでください。使用されますとライセンス規約違反になります。 

1. サブバックアップをおこなう。

らくほん 5 のメニューバー（ファイル）もしくはメニューボックスから「サブバックアップＡ」 もしくは「サブバックアップ

Ｂ」を実行。

 サブバックアップ先は基本設定「バックアップ」タブでおこなえます。この設定はサーバＰＣでおこなってくださ

い。バックアップ先はサーバＰＣ内のドライブに限ります。未設定の場合はインストール先フォルダ（C:\Raku5）

になります。

 バックアップしたファイル名は Rhon5_○.bak です。○には数字が入ります。

 Rhon5Dat.bak はフルバックアップファイルです。フルバックアップファイルからは復元や移動は出来ません。

2. サブバックアップしたファイルを新たにサーバにするパソコンにコピーする。

Windows エクスプローラの操作は、ＬＡＮ、ドライブ、フォルダ、拡張子、ログインユーザー、権限な

どに熟知して操作に慣れた方がおこなってください。誤操作なきよう、自己責任でお願いします。 

 あらかじめＣＤ－ＲＯＭからインストールを済ませてください

 本屋の村ホームページから「らくほん 5 サービスパック」をダウンロード実行して、いままでのプログラムと同じか

新しいバージョンにしてください（プログラムのバージョンが違うのはトラブルの元です）

 1 でサブバックアップしたファイル（エクスプローラで作成日時を確認すること）を新たにサーバにするパソコン

のインストール先（C:\Raku5）にコピー。

3. 新たにサーバにするパソコンで楽本データ 5 を起動し、デー

タの復元をする。

 楽本データのメニューボックスの「データ復元」をクリック

 参照ボタンを押して、2 でコピーしたファイルを指定

 「復元」ボタンをクリック。完了メッセージが表示されます。

4. らくほん 5 でサーバを指定。

 「バージョン情報」を起動して「ＳＱＬサーバ名」を確認。新たにサーバにするパソコン名+「\SQLEXPRESS」にな

っていなかったら、メニューバー → ライセンス → 「サーバＰＣの変更」を実行。

再度らくほん 5 を起動したときに、新たにサーバにするパソコン名+「\SQLEXPRESS」を指定。

※ サーバを移動するとライセンスキーが合致しなくなることがあります。らくほん 5 を起動したときに「ライセンスの申込

をおこなってください」と表示されたら、メニューバーから ライセンス → 「ライセンスの申込」をおこなった後、サーバ

を移動したのでライセンスの再発行希望の旨をメールかＦＡＸでご連絡ください。 

ファイルのコピーなどパソコンに詳しくない方にはインターネットを使ったリモートサポートにて対応

します。 

ご希望の方はその旨をお知らせください。（リモートサポートは有料です。半時間 3000 円から） 

お問合せ先 ： TEL/FAX 0749-50-2093 メール rakupro@hon-shop.com 

新たにサーバにする場合は、3「データの復元」をする前に、「新規データ作成」を行ってください。 
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セキュリティ通知画面を表示させない方法 

らくほん 5 などを起動したときに表示されるセキュリティ通知画面

（11 ページ右上）を表示させなくする方法 

詳細は → http://www.mkkobo.com/runtime/runtime04.htm

を参照 

1. スタートメニューから「ファイル名を指定して実行」（もしくは

ファイルの検索）を選び、regedit と入力し「OK」を押す。

2. レジストリ画面が表示されます。

3. 上から順に

 HKEY_CURRENT_USER

 Software

 Microsoft

 Office

 14.0

 Access

 Security

 Trused Locations

とクリックしていきます。

4. Trused Locations の中にあ

る Location+数字のフォルダ

名を調べます。

右図では「Location2」のみ

5. Trused Locations を右クリックし、新規→キー

を左クリックします。

レジストリにはパソコンの重要な設定が

登録されています。絶対に他の設定を変

えないでください。
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6. 新しいキー名欄に「Location」+「4 で調べた数字+1」を入力

もし、4 で Location2 と Location3 があれば、Location4 と入力。

右図では既存名が Location2 だけなので Location3 と入力。 

7. 6 で登録した「Location」+「数字」を右クリックし、新

規→文字列値を左クリック。

8. 新しい値として「Path」と入力。

9. 作成した Path を右クリックし 修正を左クリック。

10. 値のデータ欄に C:\Raku5\ と入力し「OK」をクリック。

11. 右図のように登録できたら、メニュー

バーのファイル→レジストリエデイタ

ーの終了を選んで閉じます。
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WebTONETS-V 機能 

 WebTONETS-VⓇは、トーハンの書店向きの有料サービスです。利用するのは、トーハンに直接お申込ください。

 WebTONETS-V 機能は、本屋の村が利用書店にとってデータの受け渡しが簡単にできるように作成したものであ

り、トーハンと提携して作成したものではありません。また、使用許諾契約書に記載していますように、継続してす

べての機能を保証しているものではありません。

 ２０１１年１月、ＷｅｂＴＯＮＥＴＳの構成が変更されたことにより、それまで行っていたコード発注・定期改正データの

送り込みはできなくなりました。同時にＷｅｂＤａｔａや楽本商管から操作できていた入荷データの取り込みも直接は

出来なくなりました。

 トーハンの Web-TONETS 外商版にはダウンロード機能がないため、下記の手順でダウンロードは出来ません。

WebTONETS-V から入荷データを取り込む手順 

【InternetExplorer などのブラウザでの処理】 

InternetExplorer などのブラウザで WebTONETS-V を開き、ユーザ ID・パスワード

を入力しログインする。 

① 画面上部の「メニュー」

② 「入荷新刊案内ダウンロード」をクリック。

③ 「入荷」か「新刊ご案内」

④ 入荷の場合「書籍新刊」「雑誌新刊」「注

文品」のいずれか

⑤ 新刊ご案内の場合、リストから「書籍新

刊」「雑誌新刊」「セット明細」のいずれか

⑥ 「Ｗｅｂ－ＴＯＮＥＴＳ形式」を選ぶ

⑦ 「伝票日付」か「作成日付」

⑧ 日付を指定

⑨ 「実行」をクリック （右図）

次の画面で「ダウンロード」をクリック

必要な分を③から繰り返し、すべて出来たらログアウト。 

ダウンロードの保存先は C:\Raku5\Edidata を指定 

【らくほん 5 での処理】 

らくほん 5 メニューボックス → Ｗｅｂタブ → 「取次受信後」

を選び、実行する。 

このとき「読込データがありません」と表示されるには、

ダウンロード先フォルダ、もしくは保存ファイル名が間

違っているからです。 

ＩＥ9 以降では、ダウンロード先のフォルダが初期状態では「ダウンロード」フォルダになっています。下記要領で

保存先を変更してください。 

1. IE を起動し、画面右上の「ツール」ボタン→「ダウンロードの表示」の順に選択(クリック)します

2. 「ダウンロードの表示」画面が表示されるので、「オプション」をクリックします。

3. 「ダウンロード オプション」画面が表示されるので、「参照」ボタンをクリックし、C:\Raku5\EDIDATA を指定。
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Ｎ Ｏ Ｃ Ｓ 機 能 

 NOCS は、日販の書店向きの有料サービスです。利用するのは、日販に直接

お申込ください。

 ＮＯＣＳ機能は、本屋の村が利用書店にとってデータの受け渡しが簡単にでき

るように作成したものであり、日販と提携して作成したものではありません。ま

た、使用許諾契約書に記載していますように、継続してすべての機能を保証し

ているものではありません。

 ２０１3 年 3 月、ＮＯＣＳの構成が変更されたことにより、ＷｅｂＤａｔａや楽本商管か

ら操作できていた入荷データの取り込みも直接は出来なくなりました。

ＮＯＣＳから入荷データを取り込む手順 

【InternetExplorer などのブラウザでの処理】 

（ＮＯＣＳに接続可能なブラウザやバージョンは日販の案内をご覧ください） 

1. InternetExplorer などのブラウザで NOCS を開き、ユーザ ID・パスワード

を入力しログインする。

NOCS9000 の MENU 画面の送信案内「雑誌新刊送品案内」（もしくは書

籍新刊送品案内）をクリックする。

2. 送品日付などを選択

3. ダウンロードをクリック

4. 保存をクリック

5. ダウンロードの保存先は C:\Raku5\Edidata を指定し、保存するファ

イル名を雑誌は SV01c250.csv（書籍は SV01c150.csv）とする。

6. NOCS からログアウトし、終了する。

【らくほん 5 での処理】 

7. らくほん5メニューボックス → Ｗｅｂタブ → 「取次受信後」を選び、

実行する。

このとき「読込データがありません」と表示されるには、ダウンロ

ード先フォルダ、もしくは保存ファイル名が間違っているからで

す。 

ＩＥ9 以降では、ダウンロード先のフォルダが初期状態では「ダウンロ

ード」フォルダになっています。下記要領で保存先を変更してくださ

い。 

1. IE を起動し、画面右上の「ツール」ボタン→「ダウンロードの表

示」の順に選択(クリック)します

2. 「ダウンロードの表示」画面が表示されるので、「オプション」をク

リックします。

3. 「ダウンロード オプション」画面が表示されるので、「参照」ボタ

ンをクリックし、C:\Raku5\EDIDATA を指定。
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取次（トーハン・日販・大阪屋）とのデータ交換 

データ交換とは、本屋の村を中継し

て、取次（トーハン・日販・大阪屋）

との間で、データの送受信を行うサ

ービスです。 

取次別、できることの比較表 

機  能  トーハン 日販 大阪屋 メ リ ッ ト 

送 

信 

売  上 ○ ○ ○ 
 楽本 POS の売上データを送信

 取次 POS と同じ扱い

書籍コード発注 ○ ○ ○  追加発注・補充発注データを送信

雑誌定期改正 ○ ○ ○  定期改正処理のデータを送信

受 

信 

入荷明細＋銘柄 ○ × ○  入荷入力が不要

 入荷分の書籍、コミックなどの書名が

取り込めます

雑誌新刊全点銘柄 ○ × × 

書籍新刊全点銘柄 × × × 

通信手段について 

書店さんと本屋の村との間の通信はＦＴＰ通信で行います。 

ＦＴＰ通信とは  

インターネットでファイルを転送する手段としての名称。本屋の村が設けたインターネット

サーバを介して、ファイルのやり取りを行います。セキュリティはパスワードで保護されています。

データの送受信は「本屋の村中継センター」を経由して行います。 

データ送信について 

 らくほん 5 から FTP 送信ボタンをクリックするだけです。 

 毎日午前９時までに送信すれば、その日に取次へ送信されます。 

データ受信について 

 らくほん 5 から FTP 受信ボタンをクリックするだけです。 

 トーハンは午前 11 時頃、大阪屋は午後 2 時頃、データが作成されます。デ

ータ作成が出来た旨のメールを送信しますので、それ以降に FTP 受信をし

て下さい。 

費 用 2014 年 3 月現在 （本体価格） 

取 次 トーハン 日販 大阪屋 

初期費用 10,000 円 10,000 円 10,000 円 

基本料金（月額） 送信のみ 1,905 円、送受信 2,857 円 1,905 円 1,905 円 

データ交換費用 従量制 2 円/1 レコード(256Byte) 15,000 円 5,000 円 

申 込 

電話/FAX 0749-50-2093、メール rakupro@hon-shop.com まで、「データ交換申込」の旨と、書店名、

住所、担当者名、電話番号をお知らせください。折り返し詳細と申込書をお送りします。 
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本 屋 の 村 サ ー バ 

機能 

 注文納品書・・・ISBN を入力すると、書名が表示されます。

 POS レジ ・・・ISBN を入力すると、書名が表示されます。

 雑誌入荷 ・・・新しい雑誌コードを入力したとき、雑誌名が表示されます。

 返品入力 ・・・ISBN を入力すると、書名が表示されます。

このように商品コードを入力したときに、ローカルデータに書名等が登録されていないとき

に、本屋の村サーバ（hon-shop.com）に保存されているデータを自動的に参照して表示され

ます。 

ただし、各データは本屋の村で管理登録していますが、流通している全データを登録してい

るわけではありません。 

条件 

 商管ライセンスが必要。（お試し使用中を含む）

 インターネットに常時接続されていること。

（らくほん 4では申込が必要でしたが、らくほん 5では商管ライセンスがあれば利用可能です。） 

本屋の村サーバ機能を利用するには 

基本設定 

 商品管理タブ・・・「本屋の村サーバから商品名を参照」→「する」（書籍・JAN データ）

 雑誌管理タブ・・・「本屋の村サーバの雑誌データを参照」→「する」（雑誌データ）

ＰＯＳ設定 

 商品タブ ・・・「本屋の村サーバから書名等を読み取る」→チェックする（ＰＯＳ）
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ラ イ セ ン ス

「本屋の村」の他のプログラムとの関係について 

らくほん５は、「（初代）楽樂ほんやさん」、「ラクプロ」、「ラクプロⅡ」、「ラク WebData」、「ラク注」と

は別のプログラムです。したがいまして使用ライセンスは別途に必要です。 

「ラクＰＯＳ」、および「らくほん 4」については、そのライセンスを継続し、それまでのライセンス使用

期限の残期間を使用できるものとします。 

使用ライセンスの内訳について 

らくほん５の使用ライセンスは「楽本外商」「楽本商管」「楽本ＰＯＳ」に分かれます。 

「外商ライセンス」および「商管ライセンス」は「らくほん 5」および「楽ワザ 5」の外商機能もしくは

商管機能のプログラム使用権、「POS ライセンス」は「楽本 POS5」の使用権とします。 

「楽本データ 5」「楽本棚卸 5」の関連プログラムは、いずれかのライセンスを有する場合にのみ

使用できます。 

使用ライセンスの期間について 

らくほん５の各使用ライセンスはいずれも期限付きライセンスとし、別途定められた期間と料金で

使用できます。使用期限を過ぎて使用することはできません。 

ライセンス単位について 

「外商ライセンス」「商管ライセンス」は１ライセンスで使用できる範囲は１データのみとし、その範

囲内であればパソコン台数は制限しません。同じ店舗内であっても複数のデータを常時実使用

する場合は、データ数の使用ライセンスが必要です。 

「ＰＯＳライセンス」は１台のパソコンのみで使用できるものとし、予備機であってもその常時使用

は認めません。使用するパソコンを替えた場合は、前パソコンの残期限使用できるライセンスを

発行します。複数のパソコンをＰＯＳとして常時実使用する場合は、その台数分の使用ライセン

スが必要です。 

使用権について 

ライセンスの購入は、本プログラムの著作権の購入を意味するものではありません。また、購入

済みのライセンスについては、いかなる理由をもってしても換金及び返品することはできませ

ん。  

第三者への譲渡について 

本ソフトウェアの全部または一部を第三者に譲渡、貸与、交換、転貸、複写またはその他のい

かなる方法であっても処分することはできません。  

バージョンアップ 

本ソフトウェアのバージョンアップについて、使用期限内は無償としますが、この場合はユーザー

がインターネットサイトより自身の手で入手する必要があります。CD-ROM 等のメディアでの郵送

を希望される場合については実費として送料・手数料を頂きます。 

※ 「らくほん 5」「楽ワザ 5」の WebTONETS・NOCS・ごんた堂機能は、それぞれトーハン・日販・

大阪屋の取次書店向きサイトと連携した機能です。いずれも取次の許可を受けたものではあり

ません。 また取次サイトの機能や内容の変更、セキュリティの強化などにより、ヘルプに記載し

ている機能が使用できなくなることもあります。その際においてもライセンス料金の返金には応じ

ません。 

ラクプロ 2 からデータ変換し使用する場合 

らくほん 5 データを変換したのち９０日間はお試し期間として無料で使用は可能です。ライセンス発

行には日数を要しますので、期限切れ３０日以内にライセンス申込みをおこなってください。 

らくほん 4 からデータ変換し使用する場合 

 らくほん 4 ライセンスはらくほん 5 に引き継がれます。したがって、動作確認以外の目

的で、らくほん 4 とらくほん 5 を実使用することは出来ません。

 一旦らくほん 4 データを変換した場合、もしくはらくほん 4 と同じパソコンで使用する場合は、９０日

間のお試し使用はできません。 
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ラ イ セ ン ス 申 込 と 登 録 

らくほん５はデータを作成してから９０日間は無料でお試し使用できます。その期間が終了したら主

な機能は使用できなくなりますが、ライセンスを購入すると継続して使用することが出来ます。 

ライセンスの契約内容については.ライセンス」をご覧ください。 

ここでは、ライセンスの申込と確認・登録方法について説明いたします。 

「外商」「商管」ライセンスはデータ単位、「POS」はパソコン単位です。いずれも申込や

確認・登録はらくほん 5 のメニューバー「ライセンス」タブで行います。 

ライセンスの申込

期限切れ間近の表示が出たらライセンス申込処理を行ってください。

メニューバーから [ライセンス ]→［ライセンス申込］をクリックします。  

[次に進む ] ボタン  をクリックします。  

使用したいソフトにチェック。POS にチェックした場合は

使用するパソコンをリストから選んでください。

[次に進む ] をクリックします。  

インターネットに接続していない場合は［印刷して FAX で

申し込む］ボタンを押し印刷された申込書を FAX してくだ

さい。

接続されている場合は [インターネットでライセンス申込

を行う ] ボタン  をクリックします。  

※ 送信できないのは、LAN 環境やセキュリティによ

りブロックされているからです。

［インターネットで申し込む］をクリックするとライセン

ス申込画面に変わります。［送信する］ボタンをクリックし

ます。

[申込データを送信しました。折り返し案内を送りますので

ごらんください。 ] と表示されます。 [OK] ボタン  をクリ

ックします。
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ライセンス確認

インターネットでライセンス申込した場合は、認証完了の連絡後にこの処理を行います。

メニューバーから [ツール ]→ [ライセンス確認 ] をクリックします。  

[ライセンス確認 ]画面が開きます。  

［開  始 ] ボタン  をクリックします。  

しばらくすると認証できたソフト名称が表示されます。

 [OK] ボタン  をクリックします。  

認証されたソフトはその使用期限が表示されます。

POS はリストから使用するパソコンを選ぶとその使用期限が

表示されます。
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ライセンス登録

FAX で申し込んだ場合はライセンスキーが知らされたらこ

の処理を行います。

メニューバーから [ツール ]→［ライセンス登録］  をクリッ

クします。

[ライセンス登録 ]画面が開きます。  

それぞれのソフトのライセンスキー欄に知らされてライセ

ンスキーを入力します。

POS は使用するパソコンをリストから選んでから入力しま

す。

ライセンスキーが合致したら、インターネット接続している

場合は右図が開きます。 [送信する ]ボタンを押します。  
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ヘ ル プ の 使 い 方

ヘルプの起動方法 

1. 各プログラムのメニューバーのヘルプ→

ラクヘルプ

2. 作業中の画面のヘルプボタンをクリック

する

ツールバー 

 非表示 （Ｈｉｄｅ）   タブを非表示にします。

 戻る（Ｂａｃｋ） 一つ前の表示に戻ります 

 進む（Forword） 戻った時に次に表示したページに

進みます

 印刷 （Ｐｒｉｎｔ） ヘルプを印刷します 

ヘルプの印刷方法 

1. ヘルプを開き、左側のタブを目次（英語表記の場合はＣｏｎ

ｔｅｎｔｓ）にして、印刷する大見出しをクリックする。

まとめて印刷する場合は、見出しごとの印刷となります。 

2. ツールバーの印刷（Ｐｒｉｎｔ）をクリックします。

3. 右図が表示されます。「選択された見出し およびすべて

のサブトピックを印刷」にチェックし、ＯＫボタンを押します。

4. 印刷画面が表示されます。プリンターなどの設定

をして、印刷ボタンを押せば、印刷されます。
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ダウンロード（アップデート）の仕方 

 

 らくほん５プログラムは全て終了してください。 

 複数のパソコンで使用されている場合は、先にサーバーパソコンからおこなってください。 

1. Yahoo や Google で「本屋の村」を検索し、本屋の村ホームページを開

く。もしくは、直接に URL http://www.hon-shop.com/ を入力。（右図） 

ログイン枠に、共通 ID パスワードを入力し、ログインをクリック。 

（どちらも半角で入力、パスワードは※※※と表示） 

以前に登録されたＩＤでもログインできます。 

 

共通 ID・パスワードは、お問い合わせ願います。 

 

2. 左側サイドのメインメニューのダウンロードをクリック。 

3. ダウンロード画面（右図）が表示されます  

らくほん 5 サービスパックの下のアイコンをクリックします 

改良点など、説明をご覧ください 

  

 

4. ファイルのダウンロードが表示されます。  

 直接実行する場合は「実行」 

 一旦保存してから実行する場合は「保存」 

をクリック 

保存を選んだ場合は、保存したファイルをダブルクリックして実行。 

使用されているブラウザ（インタネットエクスプローラ、Ｆｉｒｅｆｏｘなど）、バージョンによって表示される画面は違いま

す。ダウンロードできるように進めてください。 
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5. セキュリティの警告が表示されたら「実行する」をクリック 

使用されているセキュリティソフトやパソコンに設定により、表示される画面は

違います。（表示されないこともあります）ダウンロードできるように進めてくださ

い。 

 

6. インストール画面が表示されます。  

「次へ」をクリック 

7. 「コピー先フォルダの指定」と表示されます  

「次へ」をクリック 

 

8. 「コピー準備の完了」と表示されます 

 

「次へ」をクリック 

9. SQL プログラムのアップデートが始まります 

10. 「SQL プログラムのアップデートが終了しました」と表示され完了します。 

 このあと、らくほん 5 などを起動したときに表示されるメッセージ「EPSON2012 サーバー上にある RHon5 データベー

スに接続できません」は「OK」を押して進めてください。問題ではありません。 
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本 屋 の 村 と は

本屋の村ＬＬＰは本屋だけで構成された有限責任事業組合です。自分たちで開発したパソコンソフトを街の本

屋さんに使ってもらいたいと 1997 年から活動しています。本屋が取り組むさまざまな問題についての勉強会もやっ

てきました。本屋でのパソコンのうまい使い方、学校図書館納品の情報共有から防犯カメラを自分で設置する方

法とか、昨年は東京で講師を招き電子書籍についての勉強会をしました。 

自分たちでできることを自分たちでやるから経済的、みんなで助け合えばもっと楽しい。パソコンがわからないと

かうまくいかないこととかは仲間にも聞こう、悩みの相談、本探し、自慢話、全国約４００店の本屋さんが仲間です。

いよいよのときには本屋の村からの有料のサポートもあります。 

本屋の村のあゆみ 

1. 初代楽樂ほんやさん 1998 年 

– 外商管理ソフトとしてスタート

2. ラクプロ（1） 2000 年 

– 書誌データに対応

– 返品機能（雑誌管理機能）

3. ラクプロ２＋ラクＰＯＳ 2002 年 

– 店売の単品管理が可能

– 取次とのデータ交換

4. らくほん４ （ツール・外商・商管・POS） 2008 年 

5. らくほん５ （らくほん 5・POS・楽ワザ） 2014 年 

■ 組合概要 本屋の村 有限責任事業組合（LLP）

任意団体設立 １９９７年１０月２２日   LLP 設立 ２００６年６月 1 日

所在地 〒639-1101 奈良県大和郡山市下三橋町 435-11 

連絡先
代表 FAX 0749-50-2093  代表メール rakupro@hon-shop.com 

電話 0749-50-2093（ますや書店 岩根） 0743-53-0877（庫書房 庫本）

■ スタッフ

庫書房  庫本 善夫 代表/渉外担当

〒639-1101 奈良県大和郡山市下三橋町 435-11  Tel 0743-53-0877  Fax 0743-55-1801 
ブックスふかだ 深田 健治 副代表/機器斡旋担当 

〒570-0034 大阪府守口市西郷通一丁目 22 番 1 号 Tel06-6992-5895 Fax 06-6992-5494 
ますや書店 岩根 秀樹 開発/ユーザー登録担当 

〒529-0425 滋賀県長浜市木之本町木之本 1066 Tel0749-50-2093 Fax0749-50-2093 
 久保弘文堂 久保 繁弘  会計担当

〒630-0101 奈良県生駒市高山町 12651 Tel0743-78-0187  Fax 0743-79-1079 
 たつみ書店 辰巳 信篤  庶務担当

〒631-0805 奈良市右京１丁目 3-4 サンタウンプラザすずらん館Tel 0742-71-7803 Fax 0742-71-7644 
 三信堂 上田 聡幸  教販担当

〒520-0113 滋賀県大津市坂本 3-15-20 Tel077-578-0151 Fax077-578-0160 
 ジャパンブックス郡山店 西本 清右 総務担当

〒639-1013 奈良県大和郡山市朝日町 1-9 Tel 0743-53-7001  Fax 0743-53-7000 
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サポート・問い合わせ方法 

1. 問い合わせ ： インストール・データ変換についての問い合わせ

 メール rakupro@hon-shop.com もしくはホームページから

 メーリングリスト

 ＦＡＸ ０７４９－５０－２０９３（受信可能時間 7：00～22：00） 

電話とＦＡＸは自動切換えです。受話後の切り替えはできません。

ＦＡＸの場合は、ダイヤル前に送信ボタンを押してください。 

 電話

 インストール・データ変換について

ますや書店 岩根 秀樹 〒529-0425 滋賀県長浜市木之本町木之本 1066 

TEL：0749-50-2093（出来れば 15 時～19 時） e-Mail honyanomura@hon-shop.com 

 POS 機器・バーコードスキャナーに関して

ブックスふかだ 深田 健治 〒570-0034 大阪府守口市橋波西之町２－９－１１ 

TEL 06-6992-5895 e-Mail info@fukada.co.jp  

 本屋の村に関して及び説明会等の開催に関して

庫書房 庫本 善夫 〒639-1101 奈良県大和郡山市下三橋町 435-11 

TEL 0743-53-0877  e-Mail kura@kcn.ne.jp 

2. インストール・データ変換について

まずはご自身で、この導入マニュアルをよく読んでおこなってください。

分からない場合やうまく出来ないときはお問い合わせください。基本的にインターネット経由のリモートにて対応しま

す。（原則としてリモートサポートは有料です。パソコン環境により出来ない場合もあります。）

3. 使い方について

この導入マニュアルやヘルプをご覧ください。

4. 修正版プログラムについて

必要により随時行なう予定です。メーリングリストにより案内します、インターネットからダウンロードしてください。

5. 業者対応について

パソコンサポート業者にはデータベースなどに余り詳しくない方もおられます。困ったときはまずは上記問い合わせ

先に連絡してください。
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有 料 サ ポ ー ト 

 

お店までお伺いして、インストール

からデータ変換まで行ないます。 

料金 インストール  5,000 円/1 台（サーバ、クライアント PC） 

データ変換   5,000 円（サーバ PC のみ） 

   使用方法の説明 5,000 円（1 時間） 

   交通費  実費 

事前に Windows のアップデートを済ませてください。訪問時に未完了の場合は追加料金いただきます。 

必ず使用条件に合致したパソコンをご用意ください。既存のほかのソフトの動作保障はできません。 

実施日等はできるだけご希望に沿うようにご相談させていただきます。 

インターネット経由で、スタッフがお

店のパソコンを操作して、インストー

ルとデータ変換を行ないます。 

料金 インストール 5,000 円/1 台（サーバ、クライアント PC） 

データ変換  5,000 円（サーバ PC のみ） 

事前に Windows のアップデートを済ませてください。 

必ず使用条件に合致したパソコンをご用意ください。 

既存のほかのソフトの動作保障はできません。 

インターネット回線やパソコン環境によりリモートできな

い場合、極端に反応が遅い場合は、リモートサポートで

きません。（リモートサポートできない場合は、パソコン

を送付いただいての対応になります） 

楽本 5のインストール、ラクプロ２・楽本 4からのデ

ータ変換（もしくは新規にデータ作成）し、すぐに使

える状態にしてお届けします。 

Endeavor AT992E 

Windows7 HomePremium32bit 

PC リサイクルマーク付     

インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー (3.3GHz) 

メモリ 2.0GB(2.0GB×1) PC3-10600 DDR3 SDRAM

ハードディスク 500GB シリアル ATA 300MB/s 対応 

DVD-ROM ドライブ シリアル ATA 対応 

シリアル (D-SUB 9 ピン×1)  

109 PS/2 キーボード 

ホイール付き PS/2 オプティカルマウス 

1 年間無償 お預かり修理 

エプソン AT992E Windows7 メモリ 2G 

料金 パソコン（AT992E）  お問い合わせください

  インストール＆データ変換 10,000 円 
プログラムインストール後に郵送、 

リモートにて、ラクプロ2・楽本4データから、楽本５データに変換し、使用で

きる状態にします。 

スペックの変更、ノートパソコン、ディスプレイ、セキュリティソフトなどご希望

の場合はご相談ください。 

Windows7 が入手できない場合は Windows8 になります。 

 

ディスプレイは別売です 

エプソン AT992E 

プログラムのインストールやデータを移したりするのは難し

そうで自信のない書店さんにお勧めします。 
このページの案内は 2014 年 2 月現在の対応です。 

今後変更することもあります。

リモートサポートは予約制です 
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困 っ た と き 

全ての場合に 

(ア) 「システム要件」を見て、お使いのパソコンが条件を満たしているかを確認 

(イ) Windows のアップデートはされていますか？  

(ウ) Windows のログインユーザーは管理者権限になっていますか？ 

(エ) ノートンやウイルスバスターが入っていたら、すべて終了させてください。 

(オ) 他のプログラムはすべて終了していますか？ 

(カ) コンピュータ名が全角、半角アルファベット、「－」などを記号含んでいませんか？ 

(キ) 業務用ソフトを使用しているパソコンでは相互に影響して動作不可になる可能性あり。 

(ク) 既にＳＱＬ Server がインストール済みの場合（他バージョン含む）、動作保障しません。 

(ケ) 古いパソコンやハードの状態が良くないパソコンでは、正常に動作しないことがあります。 

楽本データ 5やらくほん 5を起動できないとき 

(ア) 楽本データ 5 を起動しようとすると、「データベース

に含まれている VBA プロジェクトを読みとれないた

め・・・・・」と表示される。 

対応 

Windows のアップデートを実行しましたか？ 

WindowsUPDate → 設 定 の 変 更 で 、 Microsoft 

UpDate にチェックできているかを確認（右図） 

その上で、WinodowsUpDate を更新プログラムがな

くなるまで何度か再起動を含めて繰り返すと解決す

ることがあります。 

(イ) 楽本データ 5 を起動すると、「データベースファイルが見つかりません。」「指定したパス名とファイル名が正しいか

どうかを確認してください」「C:\Raku5\RHonDT5.accdr が見つかりません・・・」など表示される。 

または新規データ作成やデータ変換したあとに、結果を表示すると「テキストファイルがありません」と出る。 

対応 

まずは「インストールするための事前準備」をよく読んで、出来ていないことがあれば、アンインストール後にやり直

してください。 

ラクプロ 2データからの変換が出来ないとき 

(ア) 変換元のデータファイルはラクプロ 2 のデータですか？（初代楽樂ほんやさんやラクプロ 1 のデータか

らは変換できません。

(イ) 変換元のファイルは同じパソコンですか？（他のパソコンなら同じパソコンにコピーしてください。） 

(ウ) 変換元のデータファイルは破損していませんか？ラクプロ 2 が起動するか試してください。 

楽本４データからの変換が出来ないとき 

(ア) サブバックアップファイルからですか？（フルバックアップや他のファイルからの変換はできません。） 
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「らくほん５インストールＣＤ－ＲＯＭ」使用許諾契約書 

本屋の村有限責任事業組合（以下 「本組合」と称する）の「らくほん５CD-ROM」（以下「本 CD-ROM」と称する）は、こ

の使用許諾契約書にご同意いただいた場合にのみ使用することができます。本 CD-ROM を使用された場合はこの

使用許諾契約書にご同意いただけたものとさせていただきますので、この使用許諾契約書を充分お読みの上ご使用

ください。この使用許諾契約書に同意できない場合は、本 CD-ROM をお使いにならないでください。  

インストールについて 

 本 CD-ROM に含まれているプログラムは、それぞれのプログラムで決められた期間内のみ無料で使用することが

出来ます。この期間を過ぎて、継続してご使用される場合は、正式ライセンスをご購入頂く必要があります。無料使用

期間中は日付入力が無料使用期間内に制限される以外は正式ユーザーと同じ機能を使用することができます。各

種帳票は実際に使う場合と同じように印刷する事ができ、各種の設定も正式使用と同じように使用する事ができます。

本プログラムをインストールまたは使用して生じた結果については、いかなる責任も負いません。インストールおよび

使用にあたっては 自己責任での取り扱いをお願いします。  

第三者への譲渡について 

 本 CD-ROM は、本組合が指定した個人（もしくは所属する法人）のパソコンでのみ使用することができます。第三

者は譲渡、貸与、交換、転貸、複写等いかなる方法であってもこれを取得もしくは占有して使用することはできませ

ん。  

責任の制限 

 本 CD-ROM に含まれるプログラム、および付随する著作物は、現状有姿での提供となります。商品性及び、特定

の目的への適合性などについての保証を含む、いかなる保証も、それを明記する、しないに関わらず、提供されませ

ん。本組合は、本 CD-ROM に含まれる機能が、使用者の特定の目的に適合することを保証するものではなく、物理

的な紛失、盗難、事故による損害、誤用等の保証は致しません。ユーザーが期待する成果を得るための本 CD-ROM

に含まれるソフトウェアの選択、導入、使用および使用結果につきましては、使用者の責任とさせていただきます。  

サポート 

 らくほん５に関するサポ―トは、メーリングリスト、電子メール、ＦＡＸで行います。電話や直接の訪問指導等のサポー

トを行なう義務を負いません。サポートは最新バージョンにておこないます。ご要望は参考意見としてうかがいます。

原則としてご要望に対する回答は保証いたしません。  

著作権 

 本 CD-ROM に含まれるソフトウェア製品および付属するマニュアル類は、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ならびに条約によって保護されています。ソフトウェア製品は許諾されるもので、

販売されるものではありません。 らくほん５の各プログラムは、本組合の著作物であり、本組合によってのみ、ライセン

スされます。また、本 CD-ROM に含まれるソフトウェアについてリバ―ス、エンジニア、逆コンパイルまたは逆アセンプ

ルすることはできません。また、使用者の改造により本ソフトウェアに何らかの障害が生じたとしても本組合では一切

の補償は致しません。 

正式ライセンス 

ライセンスを購入いただける際の使用許諾契約につきましては、別にさだめるものとします。 

本屋の村有限責任事業組合 
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「らくほん５ ライセンス」 使用許諾契約書 

本屋の村有限責任事業組合（以下 「本組合」と称する）の「らくほん５」ライセンス(以下本プログラムと称する）は、この使用許諾契約書に

ご同意いただいた場合にのみご使用いただけます。本プログラムを使用された場合はこの使用許諾契約書にご同意いただけたものと

させていただきますので、この使用許諾契約書を充分お読みの上ご使用ください。 

本組合の他のプログラムとの関係について 

 らくほん５は、（初代）楽樂ほんやさん、ラクプロ、ラクプロⅡ、ラクWebData、ラク注など、本組合が過去にリリースしたソフトとは別のプロ

グラムです。したがいまして使用ライセンスは別途に必要です。 

但し、らくほん４の外商・商管・ＰＯＳライセンスは、それぞれの使用期限の残期間をらくほん５ライセンスとしてを使用できるものとします。 

使用ライセンスの内訳について 

らくほん５の使用ライセンスは、「外商」「商管」「ＰＯＳ」とし、それぞれの機能別使用権とします。 

使用ライセンスの期間について 

 らくほん５の各使用ライセンスはいずれも期限付きライセンスとし、別途定められた期間と料金で使用できます。使用期限を過ぎて使

用することはできません。 

ライセンス単位について 

 「外商」「商管」は１ライセンスで使用できる範囲は１データのみとし、その範囲内であればパソコン台数は制限しません。同じ店舗内で

あっても複数のデータを常時実使用する場合は、データ数の使用ライセンスが必要です。 

「ＰＯＳ」は１台のパソコンのみで使用できるものとし、予備機であってもその常時使用は認めません。使用するパソコンを替えた場合は、

前パソコンの残期限使用できるライセンスを発行します。複数のパソコンをＰＯＳとして常時実使用する場合は、その台数分の使用ライ

センスが必要です。 

使用権について  

 ライセンスの購入は、本プログラムの著作権の購入を意味するものではありません。また、購入済みのライセンスについては、いかなる

理由をもってしても換金及び返品することはできません。  

第三者への譲渡について 

 本ソフトウェアの全部または一部を第三者に譲渡、貸与、交換、転貸、複写またはその他のいかなる方法であっても処分することはで

きません。  

バージョンアップ 

 本ソフトウェアのバージョンアップについて、使用期限内は無償としますが、この場合はユーザーがインターネットサイトより自身の手で

入手する必要があります。CD-ROM等のメディアでの郵送を希望される場合については実費として送料・手数料を頂きます。 

責任の制限 

  本プログラムおよび付随する著作物は、現状有姿での提供となります。商品性及び、特定の目的への適合性などについての保証を

含む、いかなる保証も、それを明記する、しないに関わらず、提供されません。本組合は、本プログラムに含まれる機能が，使用者の特

定の目的に適合することを保証するものではなく、物理的な紛失，盗難，事故による損害，誤用等の保証は致しません。ユーザーが期

待する成果を得るための本ソフトウェアの選択、導入，使用および使用結果につきましては，使用者の責任とさせていただきます。 

使用機能の保証について 

 パソコンのハード性能や、搭載された基本ＯＳ・その他のソフトの影響によって、正常に動作しない場合でも、本組合はその責を負い

ません。また本プログラムを使用したインターネット接続をした場合のセキュリティ対策はユーザーが行うものとします。 

 Ｗｅｂ機能に関しては、接続する取次Ｗｅｂサイトの変更や関連ソフトの変更によりその動作ができなくなった場合でも、本組合は責を

負いません。 

サポート 

 ユーザーにたいする無料サポ―トはメーリングリスト、電子メール、ＦＡＸにて受付けますが、継続して行なうことを保証しません。また、

電話や直接の訪問指導等のサポートを行なう義務を負いません。 サポートは最新バージョンのみ行ないます。ご要望は参考意見とし

てうかがいます。ご要望に対する回答は保証いたしません。  

著作権 

 本プログラムおよび付属するマニュアル類は、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ならびに

条約によって保護されています。ソフトウェア製品は許諾されるもので、販売されるものではありません。本プログラムは、本組合の著作

物であり、本組合によってのみ、ライセンスされます。また，本プログラムについてリバ―ス、エンジニア、逆コンパイルまたは逆アセンプ

ルすることはできません。また、使用者の改造により本ソフトウェアに何らかの障害が生じたとしても本組合では―切の補償は致しませ

ん。  

本屋の村有限責任事業組合 
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らくほん５ 新消費税率（8％）対応について 
 

外   商 

納品書 

日付で税率が決まります。 

 ２０１４年３月３１日まで・・・5％ 

 ２０１４年４月１日以降 ・・・8％ 

画面上部と明細行右端に、税率が表示されます。 

 

 

 

例外処理として F10 キーを押すと、日付に関係なく税率を変更でき

ます。顧客からの返品を処理日でおこないたいときなどにお使いくだ

さい。（但し、財務処理などで消費税計算が煩雑になるためお勧め

できません） 
 

 

 

 

各種伝票 

明細行右端に税率が表示されます。必要であ

れば変更して伝票発行も可能。 

下段の集計欄には 5％8％それぞれの金額が

表示。「行削除」して「再計算」を押印すれば

表示値で再計算できます。 

 

 

 

 

 

外税商品は明細行に印字される「消費税額」に税率を加えて印

字可能。各種伝票印刷設定画面（右図）の「明細外税税額印字」

にチェックすれば印字されます。 
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請求書 

20 日締め請求書など４月１日を挟む

請求書を作成する場合、基本設定に

より、5％8％の消費税額を明細行に

印字することができます。 

請求書見本 

 内税・・・右図 

請求書作成期間に消費税増税

日（2014/4/1）を含む場合のみ明

細行に税額が印字されます。 

 

 外税・・・右下図 

請求書作成期間に関係なく、常

に明細行に税額が印字されま

す。 

 

基本設定の請求書タブ「明細に印字

する消費税に税率を付記する」にチェ

ックすると 

 内税・・・上記の場合印字されま

す。 

 外税・・・チェックすると税率も印

字、チェックしないと「外税税額」

と印字されます。 

売掛一覧表  

財務会計上、消費税申告のために３月末での売掛金を計上することが

必要になります。 

３月末までの全ての納品・入金登録が完了した段階で、らくほん 5 のメニ

ューバー→「外商・売掛」→「売掛一覧表」を選び、右図のように「売掛

残＝０円は印刷しない」にチェックし、プレビューもしくは印刷 

ボタンを押すと一覧表が画面表示か印刷されます。 
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