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IT戦略で勝ち抜く起業家へ
21世紀インターネット・ビジネスをサポートする、
戦略的顧客管理ソフト｢顧客奉行2000｣、新登場。

IT戦略で勝ち抜く起業家へ
21世紀インターネット・ビジネスをサポートする、
戦略的顧客管理ソフト｢顧客奉行2000｣、新登場。

IT革命は、�
奉行シリーズ�

■処理スペック

■適応機種 「顧客奉行2000」（スタンドアロン）をご使用いただくためには、以下の機器が必要です。

PentiumⅡ以上を搭載したWindows2000、WindowsNT4.0（ServicePack4以降が必要）
本体 またはWindows Me/98/95が稼動するコンピュータ（Pentium III500MHZ以上を推奨）

NEC PC-9821・9801シリーズでの運用はできません。

メモリ 64MB以上（128MB以上を推奨）

ディスプレイ 本体に接続可能で、Windows Me/2000/98/95/NT4.0に対応したディスプレイ

解像度 1024×768以上を推奨

プリンタ
Windows Me/2000/98/95/NT4.0で使用可能なプリンタ
（B4対応レーザープリンタ推奨） ※欄外〈ご注意〉をご参照ください。

OS Windows2000、Windows Me/98/95、WindowsNT4.0（ServicePack4以上）

InternetExplorer4.01ServicePack1以降
※このソフトウェアがインストールされていない場合、

必要なソフトウェア 本製品のセットアップが正常に行われませんのでご注意ください。
※本製品は、Internet Explorer5.01がCD-ROM内に収録されています。
インストールされていない場合はこちらをご使用いただけます。

本製品はデータベースとして、SQLServer7.0と互換のあるMSDE（Microsoft Data 
Engine）を採用しています。以下の点をご確認ください。※MSDEは、データベー
ス領域として最大2GBまで使用可能です。※本製品のデータベースとして
SQLServer7.0を使用される場合、SQL Serverの1クライアントライセンス
消費されますのでご注意ください。※MSDEおよびSQL Server7.0のセットアップ
時に指定する並べ替え順は「バイナリ順」のみサポートしています。
※本製品をインストールされると、MSDEに対応したODBCのファイルバージョンに
書き換わります。※SQLServer6.5がインストールされているコンピュータにはイ
ンストールできませんのでご注意ください。

日本語変換システム Windows Me/2000/98/95/NT4.0に対応した日本語変換システム

マウス Windows Me/2000/98/95/NT4.0で使用可能なマウス

110MB以上必要(データは除く)（郵便番号辞書含む）

ハードディスク
※標準添付される「電話番号辞書」は、別個のCD-ROM提供となります。
「電話番号辞書」はハードディスクに予めインストールするものではなく、
「電話番号辞書」使用時に、CD-ROMドライブに挿入、参照します。

ディスクドライブ CD-ROMドライブ必須　　FDドライブ1台以上必須

〈ご注意〉※専用用紙には単票専用用紙と連続専用用紙があります。※単票印刷にはB4以上対応レーザープリンタが必要。※連続紙印刷には15インチ連続紙が印刷可能なドットプリンタが必要。※プリンタドライバの余白編集が0.00mm指定可能なプリンタ。※プリンタドライバ
でユーザー定義サイズが指定可能なプリンタ。※連続専用用紙の印刷にはトラクタフィーダが必要です。※インクジェットプリンタでは専用用紙の印刷はできません。※ドットプリンタ・インクジェットプリンタで単票専用用紙の印刷はできません。
※必要メモリ容量、ハードディスク容量はシステム環境によって異なる場合がありますのでご注意ください。※快適にご利用いただく為により高スペックのCPUを搭載したコンピュータ、並びにより多くのメモリ搭載をお奨めします。※Microsoft SQL Serverおよび弊社アプリケ
ーション使用領域（バックアップ含む）は圧縮フォルダでの運用をサポートしておりませんのでご注意ください。※OSがWindows2000の場合は、セットアップはAdministratorsグループのメンバで行う必要があります。※Windows Meのスタンバイモードには対応しておりませ
ん。尚、その他最新対応状況は弊社ホームページ（www.obc.co.jp）または、弊社各事業所にてご確認ください。※本製品にはWindows Me/2000/98/95/NT4.0は含まれておりません。※電話番号辞書の開発元は、日本ソフト販売株式会社です。※Windows2000と記載されて
いるものはWindows2000 Professionalの省略です。

データベース

顧客奉行2000

※記載価格は税抜きの価格です。

NEW
顧客管理ソフト

顧客情報画面数

履歴情報画面数

参照区分件数

参照データ件数
（1参照区分あたり）

1画面

99画面

999件

参照ウィンドウ・ドロップダウンリストは無制限（ハードディ
スクの空き容量まで）・オプションボタンは4件まで

管理資料パターン件数

印刷レイアウト件数

汎用データ受入パターン件数

会社住所件数

無制限（ハードディスクの空き容量まで）

無制限（ハードディスクの空き容量まで）

無制限（ハードディスクの空き容量まで）

最大99件 コード：2桁

顧客情報（1履歴情報）（→1画面あたりスペック）

入力項目件数

管理可能タブ数

顧客コード

項目名称桁数

データ桁数

最大200件 システム項目含む

最大5 画面タイトル：半角10桁

最大13桁 コード：4～13桁

最大20桁 1～20桁

項目の属性により異なります

最大全角20桁（半角40桁）

最大半角40桁

整数：12桁　整数：1～12桁
小数：3桁　小数：0～3桁

固定　入力桁数は拡張設定に依存

固定　入力桁数は拡張設定に依存

入力項目の属性（顧客情報及び履歴情報共通）

文字列

英数カナ

数値

年月日

年月

参照区分
参照区分名

コード

データ

全角10桁（半角20桁）

1～13桁

1～40桁

管理資料

検索条件数

並び順設定数

画面表示項目数

6条件　ANDかORで組み合わせが可能

4条件

20項目

年

郵便番号

電話番号

FAX番号

バーコード

メールアドレス

固定　入力桁数は拡張設定に依存

10桁固定

13桁固定

13桁固定

25桁固定

半角40桁

品　番 数　　量種類 品　　　　　　名

ページ
プリンタ用

ドット
プリンタ用

OBC�
オリジナル�
サプライ�
なら安心�
�

�

類似品には十分ご注意ください。また、本製品を無
断で複製すると意匠権、商標権、その他工業所有権
の侵害となりますのでご注意ください。
注）●詳細は「奉行サプライ」カタログをご覧下さい。

LT-22 単票タックシール（2連用） 600（7,200片）

LT-42 単票タックシール（4連用） 600（14,400片）

LT-21 タックシール（2連用） 600（7,200片）

LT-41 タックシール（4連用） 600（14,400片）

（2000年12月末まで）

WindowsMe対応
○R
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大満足の項目設定数

顧客データを各種分析するために、さまざまな条件設定を記憶することが
可能です。次回からはいちいち設定する必要はありません。必要な項目
を抽出し､顧客の購買動向や商品分析など、販売戦略を立てるのに重要な
役割を担います。もちろん、集計結果のデータを表計算ソフトに受け渡
し、より詳しい分析も可能です。顧客満足度向上はここから始まります。

必要な情報を集計できても、印刷するときにわかりにくければ、せっか
くの資料が台無しです。顧客奉行2000は、管理資料も自由設計可能で
すので､今まで使用していた帳票や、改良しようと思っていてもなかなか
手がつけられなかった自社の資料をかんたんにカスタマイズ可能です。
より見やすく、より効果的な資料の完成です。

さらに最初から､ラベルタックや各運送会社の送り状の印刷データを搭載
しています。もちろん、収録されていないラベルタックや送り状も作成
可能です。

収録されている帳票データ

■送り状印刷
ゆうパック・ヤマト運輸・近鉄物流・佐川急便・西濃運輸・日本通運・福山通運
名鉄運輸・フットワークエキスプレス

■ラベルタック印刷
ドットプリンタ用2連（LT-21）・ドットプリンタ用4連（LT-41）
ページプリンタ用2連（LT-22）・ページプリンタ用4連（LT-42）

顧客の入力や、履歴データの入力項目は、それぞれ200項目まで作成可
能。大量の顧客情報の入力にも耐える大容量です。さらに､設定項目の検
索しやすさも参照ウィンドウやオプションボタンを作成することにより
簡単でスピーディーです。

昨今、郵送でのDMよりもメールでのお知らせを要望されるケースが増
加しています。顧客奉行2000ではメールとの連動にも優れています。
例えば､特定の商品を購入した顧客にDMを出す場合､集計した結果を元
にしてMicrosoft Outlook2000からメール送信が可能です。
Microsoft Outlook2000がインストールされている環境では､顧客奉
行2000のファンクションキー を押すと、抽出した顧客へのメー
ル送信に対応します。簡単に顧客への情報発信が行えインターネットを
ビジネスで活かすことが可能です。

■Microsoft Outlook2000でメール販促

■Microsoft Excel2000で手早く一括入力・訂正

入力画面はドラッグ&ドロップで簡単に設計できます。イメージしたと
おりの場所に項目を置いていくだけで､社内業務にマッチした入力画面を
設計でき､入力効率が大幅にアップします。選択項目は、ドロップダウン
リストやオプションボタンを選択可能です。プログラミングいらずで、
使いやすい入力環境を構築。
日々の業務で培った最適な入力方法と顧客奉行の最新テクノロジーが融
合し､顧客に新しいサービスを提供できます。

辞書の使用により､入力の負担を大幅に軽減できます。入力時に顧客の電
話番号しかわからないケースなどでも､電話番号辞書がすばやく検索し､
住所・氏名などが自動で表示・入力されます。電話番号辞書は全国4,100万
件を網羅、また郵便番号辞書も搭載しております。さらに､年間保守契約を
お結びいただくと、年に1回最新電話番号辞書CD-ROMをお送りします。

業務の入力の特色である、キーボード入力（テンキーやファンクションキー）
中心の操作性を重視し､キーボード上のファンクションキーでジョブの切替
を実現した、OBC独自のキーボード入力「Windowsファンクション」を標準
搭載しました。ファンクションキーの画面表示は「上配置」「下配置」の選択
も可能で､マウスでクリックすることでツールバー感覚でも操作できます。

ホテル旅館業・通信販売・システムプロバイダー・宅配業・イベント管理・在宅介護支援サービス・タクシー・生花販売・学習塾・写真スタジオ・
不動産・自動車販売・造園・酒類販売・訪問販売・燃料販売・リフォーム・電話販売・ペンション管理・・・etc.

迅速性と正確性で安心感と信頼性がアップ
顧客奉行では、簡単な操作で設計でき、さまざまな業種でも顧客情報を管理することができます。顧客情報
には、顧客の性格や嗜好、要望などを蓄積していくことにより、顧客に合ったアフターフォローや困ったと
きのアドバイスなど、的確な対応が可能です。「ああしてほしい」、「こうだったらいいのに」というタイミン
グにピッタリあわせた、迅速でしかも正確な提案に、安心感と信頼性がますますアップします。

入力ツールとしてMicrosoft Excel2000を使用でき､一括入力を行うこ
とができます。Microsoft Excel2000がインストールされている環境
でEXCEL入力メニューを起動すれば､自動的に起動され､大量のデータを
扱う場合などに威力を発揮します。入力や修正をまとめて行うことはも
ちろんExcelの多彩な機能が使用できるので､さまざまな分析や、他ソフ
トへデータを受け渡すことが可能です。

多彩な条件設定で目的の資料を確実にヒット 必要な資料は好みの様式に印刷

ラベルや送り状印刷機能

例）今月○○円以上お買い上げの顧客リストで要因を分析したい
特定地域の顧客にDMを出したい。
12歳未満の子供がいる顧客を抽出して、入会をすすめたい。
今月修理した顧客にアフターフォローのご連絡をしたい。
所有物件を契約金額別に集計したい。
社員人事情報をまとめて管理したい。
ペンションの空室状況をチェックしたい。

Microsoft製品で顧客データの活用が広がります

画面はドラッグ&ドロップで簡単設計

4,100万件電話番号辞書で入力をサポート

Windowsファンクションで業務は快適
（特許第3015862号、実用新案登録済第3020226号）

↑上配置

↓下配置
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