
らくほんNext導入マニュアル（ｚから乗換：新しいパソコン編） 
本屋の村有限責任事業組合 

らくほんNextとは 

 楽本シリーズ初の単独で動作する実行プログラムです。（MicrosoftAccessを使いません）

そのため動作が軽くなります（PC環境に左右されます） 

 らくほんｚの後継バージョンです

らくほんｚは、動作プログラムAccessのサポート切れのため、2023年4月以降使えません。 

 データはらくほんｚと同じです。データ変換の必要がありません（SQLアップデートは必要です）

らくほんｚと同じパソコンで使えます 

 使い方はらくほんｚとほぼ同じです

使いたい処理をメニューバーから選ぶ方法にかわります。（棚卸集計と商品分析は別プログラム） 

 2023年10月実施のインボイス制度に対応

らくほんNextを使用できるパソコン 

ハードウェア 

ハード ディスク：Cドライブに最低150GB 以上のハード ディスク空き容量が必要 

モニター：解像度1600x900 以上、推奨1920×1080 

メモリ ： 推奨8GB以上 

CPUの速度：推奨3.0GHz以上 

CPUの種類：推奨  Core i5, Core i7 

注意:x64 プロセッサでのみ対応 

ソフトウエア 

OS：Windows 10 バージョン 1507 以降:Home、Professional もしくはWindows11 

インターネット接続環境が必要。 

ノートン・ウイルスセキュリティ等のセキュリティソフトが入っていると動作が影響される場合があります。 

既にSQL Serverインストール済のパソコンでは導入マニュアル記載通りにインストールできません。（サーバーPC） 

Excel連携機能を使用するには別途Excelが必要です。 

サポート切れのソフトや非対応のドライバーの入っているパソコンでは正常に動作しない場合があります。 

プリンター 

A4白黒レーザープリンターを推奨。カラー印刷には対応していません。 

上下左右最低余白6ｍｍ以上必要な機器では正常に印刷できません。 

らくほんNextライセンスについて 

 らくほんｚを 1 年毎に契約更新してお使いの書店様は、らくほんｚライセンスでらくほんＮｅｘ

ｔを追加料金なしでお使いいただけます。期間切れ後はライセンス更新をお願いいたします。

 らくほんｚ限定ラインセンスの書店様は、2023年4月以降1年毎のライセンス更新をお願いいた

します。
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らくほんNext インストール方法 

1. 本屋の村ホームページを開き（Google等で「本屋の村」検索）、らくほんNext用のID・パスワードでログイン
＜ログインID・パスワードはお問い合わせください。メールもしくはFAXにてお知らせします＞

手順（右図参照） 

①. メインメニューのらくほん

Nextをクリック 

②. らくほんNextをクリック

③. らくほんNextのダウンロード

ここをクリックするとダウン

ロードが始まります←下線部

をクリック 

この先の手順はブラウザ・インターネット設定により違います。9までの手順はMicrosoftEdgeの場合です。 

2. （右図）ブラウザの右上にダウンロード画面が開きます。

をクリックします。 

3. 「ダウンロードページを開く」をクリック

4. 右図のようにダイアログボックスが開い

たら「保存」をクリックします。
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5. 右図のように「このアプリは、お使いのデバイスに問題を起こ

す・・・」と表示されたら「詳細表示」をクリックします。

6. 「保持する」をクリックします。

7. 「フォルダーに表示」もしくは

「ダウンロードフォルダーを開

く」をクリックします。

8. エクスプローラが開きます。

その中の、7のファイル名をダブルクリックします。
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9. 右図のように「WindowによってPCが保護されました」と表示され

たら「詳細情報」をクリックします。

10. 「実行」をクリックします。

11. らくほんNextのインストールプログラムが開きます。

「次へ」をクリックします。

12. ファイルのコピー先フォルダの設定は変えないで「次

へ」をクリック
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13. 「デスクトップにショートカットを作成する」にチェ

ックがついていることを確認して「次へ」をクリック

14. インストールが実行された後、らくほんデータＮｅｘ

ｔのメニュー画面がひらきます。

サーバーパソコンの場合 → 16へ

クライアントパソコンの場合 → 15へ 

15. クライアントパソコンで使用する場合

らくほんでーたNextのメニュー画面（14図）の「サーバ

ー変更」をクリック。

右図のように変更後のサーバー名を入力し「OK」をクリ

ックします。

16. デスクトップに「らくほんNext」と「らくデータNext」のアイコンが出来てい

ることを確認します。
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SQL ServerはらくほんNextをクライアントパソコンで使用するときは必要ありません 

SQL Server 2019 Expressのインストール 

1. 本屋の村ホームページを開き（Google等で「本屋の村」検索）、らくほんNext用のID・パスワードでログイン

＜ログインID ＝ rakun 、パスワード = amamioshima ＞

手順（右図参照）

①. メインメニューのらくほんNextを

クリック 

②. SQL Server2019をクリック

③. SQL Server2019Expressのダウン

ロード ここをクリックするとダウ

ンロードが始まります←下線部をク

リック 

2. （右図）ブラウザの右上にダウンロード画面

が開きます。「・・・」をクリックします。

ファイルを開くをクリックします。

3. 右図が開きます。

「メディアのダウンロード」をクリックし

ます。

右図はMicrosoftEdgeです。ブラウザや

パソコンのセキュリティ設定により違う

場合があります。 

他のVersionのSQL Serverが入っているパソコンにはインストールできません
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4. どのパッケージをダウンロードします

か？は、「xpress Core(260MB) SQL

Serverエンジンのみ」にチェックし、ダ

ウンロードをクリックします。

次の画面までしばらく待ちます。 

5. 「ダウンロードに成功しました」と表示

されたら、フォルダを開くをクリックし

ます。

6. SQLEX_64_JPN.exe をダブルクリッ

クします。

らくほんNext乗換マニュアル（新しいPC編）

7 10.2022



7. 「展開されたファイルのディレクトリの選択」

ダイアログが表示されるので「OK」ボタンをク

リックします。

展開の準備が完了するまで待ちます。 

8. 「SQL Serverの新規スタンドアロン イ

ンストールを実行するか、既存のインス

トールに機能を追加」をクリックします。 

9. 「ライセンス条項に同意します。(A)」

にチェックし「次へ(N)>」ボタンをク

リックします

「Microsoft Update を使用して更新

プログラムを確認する(推奨)(M)」をチ

ェックし「次へ(N)>」ボタンをクリッ

クします 
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10. 操作が完了しましたで失敗がないこと

を確認して、「次へ(N)」をクリックしま

す。

11. 名 前 付 き イ ン ス タ ン ス が

「SQLEXPRESS」となっていることを確

認して「次へ（N）」をクリックします。
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12. SQL Server データベースエンジン、SQL

Server Browser、両方とも「自動」に設定

して「次へ(N)」をクリックします。

13. 「混合モード (SQL Server 認証と

Windows 認証)(M)」にチェックし、パス

ワードは「0000」（ゼロ4つ）と設定して、

「次へ(N)>」ボタンをクリックしてくだ

さい。

インストールが完了するまで待ちます。 

14. すべて成功となっていることを確認して

「閉じる」をクリックします。

これでSQL Serverのインストールは完了しまし

た。 
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らくほんｚパソコンでバックアップをおこない、らくほんNextのパソコンへコピー 

この方法でデータ移行できるのはらくほんｚからだけです。 

らくほん4・5やラクプロ2からのデータ変更はできません。お問い合わせください。 

1. らくほんｚ使っていたパソコンで、らくほんデータｚを起動

「バックアップ」をクリック

らくほんｚの「サブバックアップＡ・Ｂ」でバックアップしたファイ

ルでもできます。4に記載したようにコピーしてください。 

2. 参照ボタンを押し、バックアップ先フォルダを指定

通常は C:¥Rakuz

3. 右図のように完了メッセージが表示されます。

4. 3で表示されたファイルをLANもしくはUSBメディア経由でらくほんNextを使

用するパソコンにコピーします。

（コピーの方法はパソコンに詳しい方にお尋ねください）

らくデータNextを起動して、データを復元します 

5. デスクトップにある「らくデータNext」をダブルクリック

6. 「新規データ」をクリックすると「らくほんを使われるのは初めてです

か？」と表示されます。「はい」を選びます。

7. しばらくすると表示される「新規データを作成しました。結果を表示し

ますか？」で「はい」を押すと、右図のようにメモ帳で3つのファイル

が開きます。

右図のように「・・・処理されました」と表示されたら、メモ帳を閉じ

次へ進んでください。
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8. データ復元をクリックします

9. 「この処理をおこなうと、現在のデータはすべて削除・・」と表示されたら「は

い」をクリック。

10. 「復元するバックアップ元ファイルを選択してく

ださい。」と表示されます。4でコピーしたファイル

を指定。このとき更新日時を確認し間違えないよう

にします。

11. 「C:RakuN¥RHonZ_0.bakから復元しますか？」の確認メッセージで「はい」

を押します。

12. しばらく待つと「・・・復元しました。復元結果を表示しますか？」で「はい」を

押します。

13. 右図のようにメモ帳が開き「・・・正常に処理さ

れました」と表示されます。

14. メモ帳を閉じ、デスクトップにある「らくほんNext」をダブルクリックします
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ら く ほ ん N e x t を 起 動

15. 「らくほんNext」の使用者選択画面が開きます。リストからクリックします。

16. らくほんNextが開きます。

Nextのメニュー選択はメニューバーでおこないます。

右下（右図赤矢印）をマウスでドラッグしてサイズを変更でき

ます。

17. 使用するメニューバーをクリックすると、そのメニュー項目が表

示されます。右側に矢印があるメニューをクリックするとサブメ

ニュー項目が表示されます。

使用するメニューをクリックするとその処理が始まります。

18. 基本設定について

設定内容はらくほんｚと共通です。

一部、らくほんｚにはない設定もあります。右図のバ

ックアップには「終了時のサブバックアップ」「終了時

にサブバックアップする時間差」の設定があります。

らくほんｚでは使用するメニュー毎に開始時に使用者選択画面が表示されました

がらくほんnextでは起動時のみ表示されます。 
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19. 起動時に管理者権限のない使用者を指定した場合、権利者権限の必要なメニュー

を開こうとすると右図のように「この処理を行う権限がありません」と表示され

ます。

20. その場合は、ツールの「使用者変更」メニューを選んで、管理者権限のある使用者に変更して

ください。

21. 管理者権限の確認は「担当者」メニューでおこないます。

使用者選択の時に使用者パスワードの入力が煩わしいときは担当者メニューでPwdを空白にすることで入力しなくてもいい

ことになります。（お店の状況により判断してください）

管理者権限が必要なメニューかは「メニュー」で設定できます。

（いずれもらくほんｚと共通の設定です）
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