LP ガス顧客管理システム（ガステム）
ＬＰガスの売上販売管理や、ガスの検針管理、器具等や工事の見積管理及び売上管理、出庫や入庫の在庫管理、入
金管理や売掛管理等の請求業務、保安管理等ができるＬＰガス販売店向けの総合管理ソフトです。

顧客管理

ガス顧客管理
一般顧客管理
集合物件管理
顧客基本情報
家族年齢管理
顧客販売機器
配送予測管理
マップ表示
エクセル出力
宛名ラベル

画像登録

保安管理

検針業務

売上管理

メーター管理
調整器管理
連結管管理
警報器管理
燃焼器管理
ガス栓管理
配管管理
漏洩試験履歴
変更記録履歴
周知管理
交付記録
定期点検管理
バルク点検管理
タブレット点検

計量ガス売上
料金表
ガス仕入
粗利計算
指針管理
ハンディーター
ミナル検針
タブレット検針
手書き検針

器具工事売上
質量販売売上
見積管理
灯油売上
灯油配送予測
リース管理
商品マスタ
エクセル出力
タブレット灯油

帳票例（数量区分別集計）

画面例（売上照会）

帳票例（保安台帳）

画面例（保安照会）

請求入金

請求書発行
口座振替

入金管理
領収書発行
顧客残高管理
残高履歴管理
分割管理
タブレット集金

受付業務

苦情管理
緊急時受付
開栓受付
閉栓受付
受付一括管理

保安管理

ガス検針/ガス売上
タブレットパソコンやハンディーターミナルを利用

開栓時点検、通常の定期点検等の情報を入力し点検業務

し、検針効率を向上します。

の管理が行えます。またメーター、調整器、ホース管理、

手書き検針票の発行もでき、ハンディーターミナルを使

警報器管理はもちろん、周知管理、燃焼器管理、ガス栓

用しない販売店にも対応できます。

管理、配管管理、漏えい試験管理、設備変更記録も行え、
保安台帳とリンクします。

◎特徴
・

売掛があるお客様のガス料金売上や器具等の売上

◎特徴

は、売掛残高金額だけでなく、どの月の何の売上

・

画的に点検が行えます。

が、いくら売掛があるかまで把握できます。また売
上入金帳簿（売上入金の明細、繰越額）も発行でき

・

・

定一覧表）の発行可能何日経過したかすぐにわかり

す。

ます。

締め後に過去のデータが追加でき、売掛金等を再計

・

もちろんメーカーリコールにもすぐに対応できま

ガス料金は基本料金と従量料金に区別しデータ保存

過去のＬＰガス料金データの仕入単価を一括修正も
可能！

・

単価マスタの料金表や料金早見表を出力できますの
で料金改定もスーズ

・

検針票はオリジナルの検針票に作成可能

・

料金計算方式も変更可能です。

燃料器リストでは多数の条件を入力し選出されたリ
ストを発行できますので安全装置無し機器の選出は
す。また燃焼器は誰の所有なのか把握することがで

されていますので利益計算もできます。
・

保安業務規程に応じた定期点検計画表（定期点検予

ますのでお客様からの問合せでもすぐに応答できま

算し、正しく表示します。
・

定期点検予定リストも指定した日付で絞込みでき計

きます。
・

指定した製造年月で絞込みリスト化を行い機器の販
売促進にも役立ちます。

・

指定した日付や指定した検針地区で周知記録の一括
登録が行えますので面倒な記録登録もらくらく

・

法定の安全周知を実施した記録の他、料金改定や、
保安機関変更の交付文書の配布等の記録も行えま
す。
帳票例（定期点検予定件数表）

一般売上管理
見積管理や売上管理から、器具代金、工事代金、灯油販
売代金、重量販売のガス代金の売上管理を行います。
◎特徴
・

小型容器管理が行えますので貸出した容器の所在は
もちろん出庫日や貸出日数がすぐにわかります。

・

灯油配送を行っている販売店の場合は灯油配送予測
も可能。

・

灯油配達日数経過リストで前の灯油配送した日から
何日経過したかすぐにわかります。

・

見積管理のデータを売上管理にコピーが可能ですの
で重複での打ち込みが回避できます。

帳票例（自社販売燃焼器一覧表）

請求入金業務

顧客管理業務

お客様の締日に応じて請求書が発行できます。ガス料

お客様基本情報、お客様売上入金売掛情報、お客様保

金、器具工事代のデータを全銀協フォーマット形式に変

安情報をすべて管理します。

換し口座振替請求が行えます。
◎特徴
◎特徴
・

・ お客様住所からグーグルマップを表示できますので、

お客様が来店してのガス料金のお支払いに来た場合
等はすぐに領収書が発行できます。領収書には入金

・

お客様の位置情報の把握に役立ちます。
・ 家族構成の管理が行えます。家族の性別や誕生日な

後の売掛残高が表示されます。

ど記録できます。誕生日リストの発行もできますの

ダイレクトに封筒に請求書宛名を印字できます。

で、データの活用しだいで他社移行防止に役立ちま
す。また独居老人対策や、今後の需要家減少予測に

帳票例（領収書）

画面例（領収書発行画面）

も役立ちます。
画面例（顧客位置情報

受付業務

グーグルマップ表示）

その他

お客様からの連絡で苦情、開栓、閉栓、の受付を行い

顧客情報は様々な条件によりラベルに印刷やエクセル

苦情伝票、緊急時受付票、開閉栓伝票を発行し受付業

ファイルに変換が可能です。

務の管理を行います。

売上集計業務では、グラフ表示や前年同月比の比較が
行えます。また顧客データや売上データはエクセルフ

◎特徴

ァイルに変換が可能です。

・ 苦情業務受付伝票にはお客様の器具情報やメーター

灯油販売はもちろん灯油配送予測管理も行えます。

情報、さらに苦情履歴も印刷されますので苦情対応に
役立ちます。緊急時受付表の帳票発行も可能です。
帳票例（苦情・業務受付票）

画面例（顧客別灯油予測照会画面）

オプション

業務体系に適したシステムに変更可能
≪ＬＰガス保安管理システム≫

≪ハンディーターミナル検針≫

保安管理システムだけの導入も可能！

・

・

ＬＰガス保安管理に限定した保安管理ソフトです。

・

ガスの販売管理は今まで通りで保安管理業務を強化

・

検針作業に優れたハンディーターミナルで検針業務
が行えます。

したいＬＰガス販売店様にお勧めします。

≪タブレット検針システム≫

メーター管理、調整器管理、高低圧ホース管理、定

・

タブレットパソコンとサーマルプリンターで検針作

期点検期限管理、周知管理、再交付記録、警報器、

業効率がアップ！ハンディーターミナルよりも導入

顧客保有機器管理等保安に関するデータ管理が可能

コストが大幅削減できます。

です。
点検予定表や周知予定表、保安台帳、工事台帳等さ

≪タブレット灯油配送管理システム≫

まざまな帳票が組み込まれており保安維持も安心し

・

タブレットパソコンとサーマルプリンターで灯油配
送時に納品書や領収書を発行できます。

て管理できます。
≪検針システム≫

≪タブレット集金システム≫

検針システムだけの導入も可能！

・

・

ＬＰガス検針に限定した検針管理ソフトです。

・

保安や売上は今まで通り、ガスの検針を管理したい
ＬＰガス販売店様にお勧めします。

タブレットパソコンとサーマルプリンターで売掛の
あるお客様を集金業務で領収書を発行できます。

≪タブレット点検調査システム≫
・

タブレットパソコンとモバイルプリンターやサーマ
ルプリンターでLPガス定期点検を行えます。

≪ＬＰガス販売店様の業務に応じてカスタマイズ≫
ＬＰガス販売店様オリジナルシステムの導入も可能！
・

ＬＰガス販売店様の業務実態、仕様に合わせてシス

≪タブレットバルク点検システム≫

テムをカスタマイズが可能です。

・

タブレットパソコンとモバイルプリンターやサーマ
ルプリンターでバルク点検を行えます。

使用環境

その他

≪パソコン≫
・

「ＬＰガス顧客管理システム」の起動にはマイクロ

・

配送予測管理で自社容器配送管理が行えます。

ソフト Access 2010以上が必要です。

配送予測日や交換時指針は検針時にタブレットで確

・

パソコンOSがWinows7以上（Pro推進）であること。

認できます

・

パソコンのメモリ が2GB以上であること。

・

グーグルマップをご使用する場合はインターネット

・

画像取込み機能でお客様の画像管理が行えます。
お客様のガス機器画像や供給設備画像が取り込めい

環境が必要です。

つでも確認できます
≪プリンター≫
・

余白が上5mm 下5mm 左右5mm 取れるプリンターなら

・

滞納者管理で未入金のお客様に文書を発行できます

・

ラベル印刷（２列６段）で指定した場所のラベルに

ば、インクジェットプリンター ・レーザープリン
ターどちらでも可能。

印刷が行えます。
※

液石法の改正やお客様からのご要望でシステムを予
告なく改良する場合がございます。

・

請求書や納品書、領収書には社判や担当者印の印刷
が行えます

《発行可能帳票》
区分
ＬＰガス料金売上一覧表
ＬＰガス料金未収一覧表
ガス料金
警報器リース加算ガス料金一覧表
再請求手数料加算ガス料金一覧表
顧客別売上一覧表
売上 担当者別売上一覧表
区分別売上一覧表
売上
関係
ＬＰガス年月別仕入金額集計表
ＬＰガス数量区分別集計表
売上集計
ＬＰガス数量区分別集計表一般用
ＬＰガス料金仕入コード別集計表
売上明細 出庫明細一覧表
商品別出庫一覧表
在庫関係
商品区分別売上一覧表
入金一覧表
入金関係
入金一覧表【集金】
請求書月末
請求書
請求書締め日指定
顧客未入金一覧表 2 ヶ月
請求
関係 売掛関係 顧客未入金一覧表 3 ヶ月
顧客売掛残高一覧表
口座振替 口座振替一覧表
緊急時受付票
伝票 苦情伝票
閉栓伝票
納品書
伝票帳
票関係 発行帳票 納品書質量販売
請求書（伝票単位）
売上入金帳簿
帳簿
顧客登録票
顧客台帳一覧表
顧客台帳一覧表【仕入先別】
顧客台帳一覧表【保安業務区分】
顧客台帳 顧客台帳一覧表【廃止日】
顧客台帳一覧表【支払方法別】
顧客台帳一覧表【料金表】
顧客台
帳関係
顧客台帳一覧表【新設日】
集合物件名簿ヨミ順
集合物件
集合物件名簿所有者別
ダイレクト封筒印刷指定
宛名 ダイレクト封筒印刷請求対象
ダイレクト封筒印刷請求書指定
仕入伝票一覧表
仕入関係
仕入伺い発注リスト
仕入伺書
当月検針データ仕入先別一覧表
当月検針データ区分別一覧表
検針関係
当月検針データ配送別一覧表
未検針一覧表
検針実績検針区分別一覧表
苦情業務受付一覧表
苦情受付未処理一覧表
処理関係
苦情業務受付一覧表【ガス切】
苦情業務受付一覧表【緊急出動】

発行帳票内容
ＬＰガス料金仕入コード別一覧表（㎥換算）ＬＰガス料金未収顧客一覧表
ＬＰガス料金仕入コード別一覧表（㎏換算）ＬＰガス料金配送先別一覧表
ＬＰガス料金表別一覧表（㎥換算）
ＬＰガス料金表別一覧表（㎏換算）
灯油等燃料別売上一覧表
未収売上一覧表
灯油等燃料別売上仕入金額一覧表
見積書発行一覧表
開閉栓手数料売上一覧表
ＬＰガス料金表別仕入金額集計表
ＬＰガス料金前年同月比較表
ＬＰガス料金表別集計表
区分別売上集計表
ＬＰガス業種別集計表
ＬＰガス料金前月比較表
ＬＰガス販売量月別集計表
見積明細一覧表
売上明細一覧表
在庫商品一覧表
商品区分別売上集計表
器具工事等売上明細一覧表
在庫管理対象商品マスタ一覧表
ＬＰガス保証金預り台帳
入金明細一覧表
保証金預り入金指定一覧表
保証金預り返金指定一覧表
請求書発行対象一覧表
請求書残高
請求書発行一覧締日指定
請求供給停止予告状
顧客売掛残高履歴一覧表
請求供給停止予告状分割
ガス供給停止予告状発行リスト
請求口座振替不能通知
請求督促状
口座振替集計表
口座振替器具等一覧表
開栓時チェック票
開栓伝票
メーター交換伝票
検針伝票
領収証
請求書控
見積書横
見積書縦
売上入金帳簿全売上入金
定期点検先通知
顧客台帳一覧表【状態別】
顧客台帳一覧表【配送委託先別】
顧客台帳一覧表【開始日】
顧客台帳一覧表【集合コード別】
顧客台帳一覧表【高齢者世帯】
顧客台帳一覧表【点検日】
顧客台帳一覧表【検針地区別】
集合物件名簿管理者別

定期点検先往復はがき 01
定期点検先往復はがき 02
顧客台帳個別
顧客台帳集合物件一覧表
顧客ＬＰガス販売地域と戸数
顧客誕生日選出一覧
一般顧客ガス使用者台帳一覧表
顧客台帳一覧表【業種別】

ラベル印刷使用者
ラベル印刷請求書発行
ラベル印刷顧客台帳
仕入先別入庫一覧表
仕入明細一覧表
仕入発注書
検針実績配送先別一覧表
検針時集金実績一覧表
検針時集金未回収一覧表
検針数量エラー表示一覧表
検針実績ガス仕入先別一覧表
メーター交換リスト
メーター交換取付実績一覧表
苦情業務受付一覧表【顧客別】
苦情業務受付集計表

ダイレクト封筒印刷請求書発行先
ラベル請求書発行対象先
はがき縦差出人無
仕入先別仕入明細一覧表
仕入見積依頼書

顧客台帳集合物件一覧表

検針時ハンディ集金リスト
検針時ハンディ集金リスト当月
ハンディ受信エラーリスト
ハンディ送信エラーリスト
検針伝票
調整器交換取付実績一覧表
ガス漏れ警報器交換実績一覧表
火災警報器交換取付実績一覧表

ガス漏れ警報器未設置先一覧表
一般顧客等機器台帳一覧表
リース警報器一覧表
機器関係
火災警報器未管理顧客一覧表
火災警報器設置先一覧表
保安台帳
工事台帳
工業用台帳（計量販売）
台帳関係
工業用台帳（質量販売）
保安業務実施先別件数集計表
顧客メーター台帳
周知予定一覧表
周知予定件数表
定期点検予定一覧表
期限管理
定期点検予定一覧表（予定日）

保安
関係

分割物件リース物件一覧表
リース物件未完了顧客一覧表
分割リース一覧表（支払日指定）
分割物件未完了顧客一覧表

自社販売燃焼器一覧表
自社販売燃焼器一覧表【販売日】
顧客別リース物件明細
顧客別分割明細

顧客ガス栓台帳
顧客連結ホース台帳
顧客自動通報装置台帳
燃焼器台帳一覧表
配管図
機器調査台帳
検満調整器予告一覧表
検満連結ホースリスト
検満ガス栓リスト
検満火災警報器リスト

顧客調整器台帳
顧客ガス漏れ警報器台帳
顧客燃焼器台帳
点検調査票
点検調査票集合用
集合供給設備管理台帳
検満メーターリスト
検満調整器リスト
検満ガス漏れ警報器リスト
検満メーター予告一覧表
供給設備点検予定一覧表（集合物
件）
ガス使用者別定期点検一覧表
供給設備点検実績一覧表（集合物
件）
集合物件別埋設管点検調査一覧表
集合物件埋設管対象先一覧表
書面交付実施先一覧表
交付文書配布実績一覧表
設備変更履歴一覧表
顧客別供給開始時定期点検一覧表
顧客別交付文書配布実績一覧表
燃焼器一覧表（CO 対策業種顧客別）
工業用顧客別周知実績一覧表
容器別出庫履歴一覧表
容器返却明細書
棚卸記入表
売上分析グラフ
マスタ振替銀行
マスタ商品区分中
マスタ商品区分小

定期点検予定件数表

検満ガス漏れ警報器予告一覧表

開栓時調査実績一覧表

顧客別供給開始時点検一覧表

定期点検実績一覧表

顧客別定期点検一覧表

周知実績一覧表
埋設管対象先一覧表
埋設管供給側点検調査一覧表
保安帳簿
埋設管消費側点検調査一覧表
定期点検実績一覧表保安機関別
定期点検リスト
定期点検拒否完了一覧表
定期点検不在完了一覧表
定期点検不在顧客訪問記録
容器出庫所在
容器関係
容器別出庫履歴
料金表
その他
料金早見表
その他
マスタ取引先ヨミ順
マスタ
マスタ取引先区分順
関係
マスタガス単価

顧客別周知実績一覧表
顧客別設備変更記録一覧表
顧客別検針時調査一覧表
顧客別配管データ一覧表
顧客別配管データ一覧表（埋設）
顧客別配管データ一覧表（埋設白）
顧客別配管調査一覧表
燃焼器集計表（CO 対策）
燃焼器一覧表（CO 対策業種機種別）
容器納入明細書
容器耐圧期限一覧表
灯油配送予測一覧表
灯油配達経過日数リスト
マスタ検針地区
マスタ商品
マスタ集合物件

《タブレット検針
画面例（タブレット検針システム）

タブレット点検システム》

帳票例（検針票）

帳票例（点検調査票）

（タブレット検針システム）

（タブレット点検システム）

《選べるＬＰガスのシステム》
お客様の業務体系に応じてシステムを選んで導入できます。

・LP ガス顧客管理総合システム

LP ガス販売事業者の全般を管理します
ガスの検針だけを行いたい

・検針システム

（手書き検針/タブレット検針）
ガスの検針とガスの売上を管理したい

・検針売上システム

（タブレット対応）
LP ガスの保安だけ管理したい

・保安システム

売上は他のシステムで・・・
灯油配送管理も行いたい

・灯油配送管理システム

（灯油販売業者様向け）

・売上管理システム

ガス売上のほか一般の売上も管理したい

・見積管理システム

見積も作成したい

・ハンディーターミナル検針

ガスの検針はハンディーターミナルやタ
ブレットで行いたい

・タブレット検針
・タブレット点検調査システム

定期点検調査はタブレットで行いたい
灯油配送時の納品書はプリンターで印刷

・タブレット灯油配送システム

したい
売掛の回収はタブレットで行い、
領収書は

・タブレット集金システム

プリンターで印刷したい

開発販売

エーティーソフトファクトリー
〒010-0201
秋田県潟上市天王字コアツコ50-1
TEL 018-878-4981

メールアドレス：info@atsoftfc.com
ホームページ ：http://www.atsoftfc.com

エーティーソフト

で

検索！

