弥生製品を
インストール
しよう
はじめよう！ やよいの見積・納品・請求書

● 弥生製品登録番号

−

−

−

「弥生製品登録番号」を転記してください。
弥生製品登録番号は、
下記の方法で確認することが
できます。
• 店頭で製品購入されたお客様の場合
DVD-ROM のケースに記載されている
「弥生製品登録番号」
• 弊社より発送した製品をご利用のお客様の場合
発送時同梱の
「弥生製品登録番号」を記載した文書
• オンラインで入手された製品をご利用のお客様の場合
マイページ
（www.yayoi-kk.co.jp/ist/11/seikyu/mypage.html）
いずれの方法でも、ユーザー登録が完了している方は、マイページ（www.yayoi-kk.co.jp/ist/11/
seikyu/mypage.html）で弥生製品登録番号を確認することができます。
【重要】
弥生製品登録番号は、製品の初回起動時だけでなく、
コンピューター移行時や再インストール
時、次バージョンのインストール時にも必要となります。
大切に管理しておいてください。

● OS に影響する操作を行う場合
インストールやコントロールパネルの操作など、OS に影響する操作を行うには管理者権限が
必要となります。これらの操作を行う際に、
「ユーザーアカウント制御」
に関するメッセージが
表示された場合は、メッセージ内容を確認し、
［続行］
（［はい］）
または［実行］ボタンをクリック
します。管理者アカウントのパスワードを要求された場合は、
コンピューターの管理者にご確
認ください。

【お断り】
本書およびやよいの見積・納品・請求書のヘルプは、Microsoft Windows 7 の環境で作成しています。Microsoft Windows
10/8 や Vista では、画面および表記等が異なることがあります。
本書は、2015 年 8 月現在の製品仕様により作成しています。
そのため、本書の記載事項や画面などと、製品仕様が異なる場合も生じますことを、あらかじめご了承下さい。
また、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、弊社にご連絡下さい。
弥生製品のサポートは、サポート加入状況によって、サポート・サービスの対象となる機能や環境が異なります。詳細は『あん
しん保守サポートガイド』でご確認ください。

『弥生』は、弥生株式会社の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista、SQL Server、Internet Explorer、
Outlook、Excel は、米国
Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Adobe、Adobe Reader、Adobe Acrobat Reader DC は、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米
国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他、記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。
本文中、® マークは明記しておりません。
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1
製品のインストール

お使いのコンピューターにやよいの見積・納品・請求書のプログ
ラムをインストールします。

1 必要なハードウェアとソフトウェア ……………………… 4
2 製品のインストール ………………………………………… 6
3 やよいの見積・納品・請求書の起動 ………………………… 9
4 ライセンス認証と認証解除 ……………………………… 10
5 ユーザー登録 ……………………………………………… 15
6 製品を使用してみよう …………………………………… 16

1 必要なハードウェアとソフトウェア

1

必要なハードウェアとソフトウェア
やよいの見積・納品・請求書をインストールする前に、必要なハードウェアやソフ
トウェア、
およびインストール方法を確認してください。

日本語 OS

Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista
※インターナショナル版・日本語ランゲージパックは動作対象外となります。
※Windows RT/RT8.1/7 SP なし /Vista SP なし /Vista SP1 は除く

Web ブラウザー

Microsoft Internet Explorer 8.0 以降必須または Microsoft Edge が必要です。

対応機種
（パソコン本体）
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上記日本語 OS が稼動するパーソナルコンピューター
インテル Core2 Duo 以上または同等の性能を持つプロセッサ

メモリ

Windows 10/8.1/8/7-1GB 以上
（32 ビット）/2GB 以上（64 ビット）
Windows Vista-1GB 以上

ディスプレイ

本体に接続可能で、上記日本語 OS に対応したディスプレイ
解像度：1024×768 以上必須、High Color
（16 ビット）以上を推奨

ハードディスク

必須空き容量：180MB 以上（データ領域は別途必要）
※インストール時や製品動作時にはシステムドライブに一時ファイル領域が必要
になります。

マウス / キーボード

上記日本語 OS で使用可能なマウス / キーボード

日本語入力システム

上記日本語 OS に対応した日本語入力システム
※対応している文字コードは、JIS コードの第一水準と第二水準です。
その他の文字コードについては、代替文字または、ひらがなでご入力ください。

プリンター

上記日本語 OS に対応したプリンター
※インクジェットプリンターについては機種および使用できる専用用紙に一部制
限があります。ドットインパクトプリンターには対応しておりません。

動作に必要なソフト
ウェア

本製品の動作には、Microsoft .NET Framework 3.5 SP1、VC++2013ランタイ
ムが必要です。
インストール済みでない場合は本製品のインストール時に同時にイ
ンストールされ、
300MB 以上の空き容量が別途必要になります。
インストール時
に、再起動が必要になる場合があります。なお、製品付属の PDF マニュアルなどを利
用するには Adobe Acrobat Reader DC が必要です。

その他

• 64 ビット OS での動作について
Windows Vista は 64 ビット版には対応しておりません。
Windows 10/8.1/8/7（64 ビット）では、WOW64 の環境で動作します。
• ディスクドライブについて
製品を DVD-ROM からインストールする場合は DVD-ROM ドライブが必要で
す。
• スタートアップガイドを利用する場合
スタートアップガイドを「音声あり」で利用する場合には音声を再生できる環境
が必要です。
• 住所録データの書き出し機能を利用する場合
ContactXML 形式（Version1.1a）に対応した製品が別途必要になります。
※ContactXML は、はがき作成・宛名印刷ソフト等で広く利用できる標準データ
フォーマットです。
• 送り状データの書き出し機能を利用する場合
ヤマト運輸 送り状発行システム /B2Web、佐川急便 送り状発行システム /e 飛
伝 II、西濃運輸 送り状発行システム / カンガルー・マジック II、日本郵便 送り状印
字ソフト / ゆうパックプリント R が別途必要になります。
• インターネット環境について
インターネットに接続できる環境が必要です。
• ネットワーク環境について
ネットワーク（マルチ）での運用には対応しておりません。

1 必要なハードウェアとソフトウェア

• 詳細については弥生ホームページをご覧ください。
• やよいの見積・納品・請求書を使用するには、標準ユーザー
（Users グループ）
以上のユーザー権限が必要です。

注意：

印刷に関する注意
やよいの見積・納品・請求書で印刷を行った際に以下のような現象が発生し
た場合、お使いのプリンターまたは、プリンタードライバーが原因の可能性
があります。
最新のプリンタードライバーを入手してください。詳細はプリンターのマ
ニュアルを参照するか、プリンターメーカーにお問い合わせください。
•
•
•
•
•

罫線が欠落する、または罫線がずれる
網かけが途中で途切れる、または塗りつぶされる
特定の箇所だけ印字されずに抜けてしまう
特定の文字列で文字化けが起こる
印字位置がずれて次ページに送られてしまう

ネットワーク上のプリンターを利用する場合の設定方法は、Windows の
ヘルプやマニュアルを参照してください。

PDF ファイルの作成には
「Microsoft XPS Document Writer」が必
要です
印刷ダイアログで「PDF ファイルの作成」を選択して PDF を作成するに
は、プリンターの一覧に「Microsoft XPS Document Writer」が登録され
ている必要があります。
「Microsoft XPS Document Writer」がない場合
は「プリンターの追加」で追加してください。プリンターの追加方法につい
ては Windows のヘルプを参照してください。
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製品のインストール
コンピューターに
「やよいの見積・納品・請求書 16」をインストールします。
メモ：

新しいコンピューターへの移行について
や よ い の 見 積・納 品・請 求 書（プ ロ グ ラ ム）や 事 業 所 デ ー タ を、別 の コ ン
ピューターに移行する方法については、弊社ホームページの「新しいコン
ピューターへの移行」を参照してください。
やよいの見積・納品・請求書の DVD-ROM をお持ちでない方のために、プ
ログラムを入手する方法も説明しています。
www.yayoi-kk.co.jp/ist/seikyu/help/ikou.html

「新しい製品が既にインストールされています。
」と表示された場合
インストール時に「このセットアップより新しい製品が既にインストール
されています。インストールすることはできません」と表示された場合は、
現在インストールされている『やよいの見積・納品・請求書 16』をアンイン
ストール（削除）してから、再度本製品のインストールを実行してください。
ア ン イ ン ス ト ー ル（削 除）方 法 に つ い て は、
「製 品 の ア ン イ ン ス ト ー ル」
（P18）を参照してください。

Windows 10/ 8 をご使用の場合はインストール時にインターネッ
トへの接続が必要です
Windows 10/8 をご使用の場合、.NET Framework 3.5 SP1 は Windows Update を通じて提供されるため、インストール時にインターネッ
トに接続している必要があります。

弥生 16 シリーズ インストールランチャー
DVD-ROM ドライブにやよいの見積・納品・請求書 16 の DVD-ROM をセット
すると、
［弥生 16 シリーズ インストールランチャー］が表示されます。
やよいの
見積・納品・請求書は、
この画面からインストールします。

インストール前の注意事項
などが表示されます。インス
トールする前にお読みくだ
さい。

製品の導入から日常処理に
ついて説明した動画を弊社
ホームページでご覧いただ
けます。
「や よ い の 見 積・納 品・請 求
書」の イ ン ス ト ー ル が 開 始
されます。

インターネット
接続ができる状
態 で あ れ ば、弊
社ホームページ
がご覧いただけ
ます。
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インターネットに接続でき
る 状 態 で あ れ ば、弥 生 16
シリーズの体験版をダウン
ロードするホームページを
ご覧いただけます。
DVD-ROM の内容が表示さ
れます。

2 製品のインストール

メモ：

［弥生 16 シリーズ インストールランチャー］が表示されない場合
次の手順でインストールランチャーを表示してください。
1.エクスプローラーを表示します。
Windows 10/8 の場合：デスクトップを表示してタスクバーの［エクス
プローラー］ボタンをクリックします。
Windows 7/Vista の場合：
［スタート］ボタンをクリ ックして、
［コン
ピューター］
（または［マイコンピュータ］）をクリックします。
2.やよいの見積・納品・請求書 16 の DVD-ROM をセットしたドライブのアイ
コンを右クリックして、表示されるメニューから［開く］をクリックします。
3.
［yayoi16］ファイルをダブルクリックします。



やよいの見積・納品・請求書 をインストールする
1. DVD-ROM ドライブに「やよいの見積・納品・請求書 16」の DVD-ROM をセット
します。
［弥生 16 シリーズ インストールランチャー］が表示されます。
2. ［やよいの見積・納品・請求書のインストール］をクリックします。
コンピューターをチェックして、
インストールが必要な項目と、
そのインス
トール状況が表示されます。
表示される項目は、
コンピューターの OS や環境
により異なります。
3. 表示された
［弥生シリーズセットアップ］画面で、
［インストール開始］ボタン
をクリックします。

メモ：

インストールの途中で再起動を促す画面が表示された場合
DVD-ROM はそのまま取り出さず、指示に従って再起動してください。再起
動後は、
［弥生シリーズセットアップ］画面が自動的に表示されるので、
［イン
ストール開始］ボタンをクリックして、
インストールの続きを再開します。

4. 表示される画面の指示に従って、
やよいの見積・納品・請求書をインストール
します。
インストールが終了したら、ウィザードの完了画面が表示されるの
で、
［完了］
ボタンをクリックします。
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5. ［弥生シリーズセットアップ］
画面が表示されるので、
［完了］ボタンをクリッ
クします。
再起動を促す画面が表示された場合は、必ず再起動してください。
6. DVD-ROM ドライブから DVD-ROM を取り出します。
DVD-ROM を取り出す前に、
［完了］ボタンをクリックして［弥生シリーズ
セットアップ］
画面を必ず閉じてください。
インストール後、
デスクトップに以下のアイコンが作成されます。

やよいの見積・納品・請求書の最初の起動時には、
製品情報などの設定が必要で
す。
「やよいの見積・納品・請求書の起動」
（P9）を参照してください。
メモ：

「ツールとマニュアル」
フォルダー
「ツールとマニュアル」フォルダーには、マニュアルやサンプルデータなど
を開くためのショートカットが用意されています。
Windows 10 の場合：
［スタート］ボタンをクリックして［すべてのアプ
リ］−［弥生 16 シリーズ］−［やよいの見積・納品・請求書 16 ツールとマ
ニュアル］をクリックして開きます。
Windows 8 の場合：スタート画面からすべてのアプリを表示して、
［弥生
16 シリーズ］−［やよいの見積・納品・請求書 16 ツールとマニュアル］を
クリックして開きます。
Windows 7/Vista の場合：
［スタート］ボタンをクリックして［すべての
プログラム］−［弥生 16 シリーズ］−［やよいの見積・納品・請求書 16］−
［やよいの見積・納品・請求書 16 ツールとマニュアル］をクリックして開
きます。
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やよいの見積・納品・請求書の起動
やよいの見積・納品・請求書の起動
やよいの見積・納品・請求書は、
Windows のスタート画面や［スタート］
メニュー、
インストール時に作成されるショートカットアイコンから起動します。
●［スタート］メニューから起動（Windows 10）
［スタート］ボタンをクリックして、
［すべてのアプリ］−
［弥生 16 シリーズ］−
［やよいの見積・納品・請求書 16］をクリックします。
● スタート画面から起動（Windows 8）
スタート画面からすべてのアプリを表示して、
［弥生 16 シリーズ］−
［やよい
の見積・納品・請求書 16］
をクリックします。
●［スタート］メニューから起動（Windows 7/Vista）
［スタート］ボタンをクリックして、
［すべてのプログラム］を選択し、
［弥生 16
シリーズ］−
［やよいの見積・納品・請求書 16］
−［やよいの見積・納品・請求書
16］
をクリックします。
● ショートカットアイコンから起動
デスクトップに作成されているやよいの見積・納品・請求書のショートカット
アイコンをダブルクリックします。

メモ：

やよいの見積・納品・請求書を初めて起動した場合
必要に応じて次の画面が表示されます。また、最初は起動に時間がかかるこ
とがあります。
•［ライセンス認証］画面（P10）
• ユーザー登録画面（P15）

セキュリティプログラムの警告メッセージが表示される場合
弥生製品の起動時にセキュリティプログラムの警告メッセージが表示され
た場合は、弥生製品に関するプログラムの通信を許可してください。
許可するプログラムについては、
『はじめにお読みください』の「セキュリ
ティプログラムの通信許可の設定」を参照してください。
『はじめにお読み
ください』は「ツールとマニュアル」フォルダーにあります。

旧製品からの移行
旧製品がインストールされている場合、やよいの見積・納品・請求書 16 を
初めて起動したときにデータのコンバート（変換）を行うか、確認のメッ
セージが表示されます。
「はい」を選択すると旧製品のデータがコンバートされます。旧製品のデー
タは、変更されずにそのまま残りますが、コンバート後のデータを、旧製品
で開くことはできません。
また、複数の事業所データを使用していた場合は、
［事業所データ選択］ダイ
アログから開いてコンバートできます。詳しくは、ヘルプ「事業所データの
選択と削除」を参照してください。
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ライセンス認証と認証解除

4-1

ライセンス認証について
弥生製品をご使用いただくには、
正規の製品であることを確認する必要がありま
す。
ライセンス認証は、不正利用を防止する技術で、弥生製品が正規にライセンス
されたソフトウェアであることを確認するためのものです。また、1 台のコン
ピューターにつき 1 つのライセンスが必要です。ライセンス認証の手続きは、弥
生製品の初回起動時から 30 日以内に行ってください。
弥生製品のインストール後にライセンス認証を行わないと、
以下の制限が発生し
ます。
• 初回起動時から 30 日が経過すると、
弥生製品を使用できなくなります。
• 起動時に［ライセンス認証］画面が毎回表示されます。
30 日を経過した場合でも、
起動時に表示される
［ライセンス認証］
画面でライセ
ンス認証を行うことにより、
引き続き弥生製品を使用することができますが、
ライ
センス認証はインストール後すぐに行うようにしてください。

注意：

コンピューターを買い替える場合などには認証解除を行ってください
やよいの見積・納品・請求書をアンインストール（削除）する場合だけでな
く、不具合などによりコンピューターをフォーマットする場合や、買い替え
などによりコンピューターを入れ替える場合も事前にライセンス認証の解
除が必要です。解除を行ってから製品のアンインストール（削除）やフォー
マット、新しいコンピューターへの入れ替えを行ってください。
→ライセンス認証の解除（P13）

4-2

ライセンス認証
ライセンス認証では、ライセンス認証サーバーへの接続のため、インターネット
への接続確認を必ず行います。インターネットを利用していない場合は、
接続確
認を行った後に表示される画面を経て、
インターネットを使わない方法でライセ
ンス認証を行うこともできます。
→インターネットに接続できない場合（P12）

弥生 ライセンス認証管理でライセンス認証を行う
弥生製品のライセンス認証は、弥生 ライセンス認証管理でも行うことがで
きます。弥生 ライセンス認証管理では、複数の弥生製品のライセンス認証
を、連続的に行うこともできます。
Windows 10 の場合：
［スタート］ボタンをクリックして［すべてのアプリ］
−［弥生シリーズ］−［弥生 ライセンス認証管理］をクリックして表示します。
Windows 8 の場合：スタート画面からすべてのアプリを表示して、
［弥生
シリーズ］−［弥生 ライセンス認証管理］をクリックして表示します。
Windows 7/Vista の場合：
［スタート］ボタンをクリックして［すべての
プログラム］−［弥生シリーズ］−［弥生 ライセンス認証管理］をクリックし
て表示します。
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ライセンス認証を行う
1. ［ライセンス認証］画面で［ライセンス認証を開始する］ボタンをクリックします。

弥生製品登録番号の入力画面が表示されます。
メモ：

やよいの見積・納品・請求書 15 以前がインストールされている場合
やよいの見積・納品・請求書 15 以前がインストールされている場合は、弥
生製品登録番号などの情報を引き継ぎ、入力画面を表示せずにインター
ネットへの接続を行います。引き継いだ情報でライセンス認証が行えない
場合は、改めて入力画面が表示されます。

2. 弥生製品登録番号などを入力します。
番号は、入力欄の下に表示されている
「弥生製品登録番号の確認方法」
で確認
できます。ユーザー登録済またはあんしん保守サポート加入済の場合は、マイ
ページ
（www.yayoi-kk.co.jp/ist/11/seikyu/mypage.html）
で確認してく
ださい。

入力欄の下に、番号の確認方法
が表示されます。

やよいの見積・納品・請求書の弥生製品登録番号を入力し、
正しい番号である
ことが確認されると、
「製品シリアル番号」の入力画面、
「お客様番号」の入力画
面、
「入手方法の選択」
画面のいずれかが表示されます。
入手方法の選択画面が表示された場合は、画面の説明を確認し、入手方法を選
択すると選択に応じて、
「製品シリアル番号」
の入力画面または
「お客様番号」
の入力画面が表示されます。
メモ：

が表示された場合
入力した番号に誤りがあると、入力欄が赤くなり、 と説明文が表示され
ます。この場合は、入力内容を再確認してください。
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3. ［処理を開始する］ボタンをクリックします。
必要な情報をすべて入力すると［処理を開始する］ボタンが表示されます。
このボタンをクリックすると、インターネットへの接続確認を行った上でラ
イセンス認証サーバーに接続し、
ライセンス認証が行われます。

場合により、画面に表示される
項目は異なります。

4. ［画面を閉じる］ボタンをクリックします。
「ライセンス認証の手続きが完了しました」と表示されたら、
［画面を閉じる］
ボタンをクリックして、
画面を閉じてください。
メモ：

インターネットに接続できない場合
ライセンス認証は、インターネットを通じてライセンス認証サーバーに接
続します。サーバーに接続できない場合、
［ライセンス認証サーバーに接続
できませんでした］画面が表示されるので、画面の説明に従って、インター
ネットへの接続やセキュリティソフトの設定の確認を行い、
［接続できるか
どうかもう 1 度確認する］ボタンをクリックします。

［接続できない（インターネットを利用していない）］
ボタンをクリック
した場合
［ライセンス認証サーバーに接続できませんでした］画面で［接続できない
（インターネットを利用していない）］ボタンをクリックした場合、認証方法
を選択する画面が表示されます。画面の説明を参考に、認証方法を選択して
ください。
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4-3

ライセンス認証の解除
やよいの見積・納品・請求書をアンインストール（削除）
する場合には、
事前にライ
センス認証の解除が必要です。解除を行う前にやよいの見積・納品・請求書をアン
インストール（削除）すると、
別のコンピューターでやよいの見積・納品・請求書を
使用できなくなります。

ライセンス認証の解除が必要なケース
ライセンス認証の解除は、
以下のような場合に行います。
これらの作業を行う前
にライセンス認証の解除を行ってください。
• やよいの見積・納品・請求書をアンインストール（削除）する場合
• コ ン ピ ュ ー タ ー を 買 い 替 え て、
や よ い の 見 積・納 品・請 求 書 を 新 し い コ ン
ピューターにインストールする場合
• やよいの見積・納品・請求書を他のコンピューターにインストールし直す場合
• Windows を再インストール（またはリカバリ）する場合
• コンピューターをフォーマット（初期化）する場合



ライセンス認証の解除を行う
メモ：

ライセンス認証を解除する前に
ライセンス認証の解除を行うと、やよいの見積・納品・請求書を使用できな
くなります。ライセンス認証の解除を行う前には、事業所データのバック
アップなど必要な作業を行ってください。

1. ［弥生 ライセンス認証管理］を起動します。
Windows 10 の場合：
［スタート］ボタンをクリックして
［すべてのアプリ］−
［弥生シリーズ］−［弥生 ライセンス認証管理］をクリックして表示します。
Windows 8 の場合：スタート画面からすべてのアプリを表示して、
［弥生シ
リーズ］
−［弥生 ライセンス認証管理］
をクリックします。
Windows 7/Vista の場合：
［スタート］ボタンをクリックし、
［すべてのプログ
ラム］−
［弥生シリーズ］−
［弥生 ライセンス認証管理］をクリックします。
2. ［やよいの見積・納品・請求書 16］ボタン上に「認証済」
と表示されていることを
確認して、
［やよいの見積・納品・請求書 16］ボタンをクリックします。
［やよいの見積・納品・請求書 16］ボタン上に
「未認証」と表示されている場合
は、
ライセンス認証を解除済みです。以降の手順は必要ありません。
3. ［ライセンス認証を解除する］ボタンをクリックします。
ライセンス認証サーバーに接続し、
ライセンス認証解除が行われます。
4. ［画面を閉じる］ボタンをクリックします。
「ライセンス認証解除の手続きが完了しました」
と表示されたら、
［画面を閉じ
る］
ボタンをクリックして、画面を閉じてください。
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メモ：

インターネットに接続できない場合
ライセンス認証解除は、インターネットを通じてライセンス認証サーバー
に接続します。サーバーに接続できない場合、
［ライセンス認証サーバーに
接続できませんでした］画面が表示されるので、画面の説明に従って、イン
ターネットへの接続やセキュリティソフトの設定の確認を行い、
［接続でき
るかどうかもう 1 度確認する］ボタンをクリックします。

［接続できない（インターネットを利用していない）］
ボタンをクリック
した場合
［ライセンス認証サーバーに接続できませんでした］画面で［接続できない
（インターネットを利用していない）］ボタンをクリックした場合、認証解除
方法を選択する画面が表示されます。画面の説明を参考に、認証解除方法を
選択してください。
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5

ユーザー登録
ユーザー登録が行われていない場合、
ライセンス認証完了後ややよいの見積・納
品・請求書の起動後にユーザー登録画面が表示されます。ユーザー登録は、
イン
ターネットへ接続できる場合はインターネットで、接続できない場合は電話で行
うことができます。弥生製品を複数ご利用の場合は、製品ごとにユーザー登録が
必要です。
メモ：

ユーザー登録が不要な場合
弥生ストアで購入した製品や、あんしん保守サポートによって入手した製
品をお使いの場合は、ユーザー登録が必要ありません。



ユーザー登録を行う
1. やよいの見積・納品・請求書を起動します（P9）。
ユーザー登録画面が表示されます。
※［弥生ライセンス認証］画面が表示された場合は、ライセンス認証の手続き
を行ってください。
2. 画面の指示に従って、インターネットでユーザー登録を行います。

「ユ ー ザ ー 登 録 を 行 な
う」ボタンをクリックし
て、インターネットで登
録します。

ユーザー登録完了後には、お客様番号などが発行され、
「登録完了のお知らせ」
が通知されます。
メモ：

インターネットに接続していない場合
インターネットに接続していないなどの理由で弥生のサーバーに接続でき
ない場合、ユーザー登録の状態が確認できないため、ユーザー登録画面が一
定回数の起動時に表示されます。また、この場合はユーザー登録画面に電話
でユーザー登録を行う方法の案内が表示されます。
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6

製品を使用してみよう
やよいの見積・納品・請求書では、用紙イメージそのままの画面から帳票を作成す
ることができます。
また、
わずらわしい初期設定は必要ありません。見積書・納品
書・請求書・領収証などの帳票をすぐに作成できます。

やよいの見積・納品・請求書をはじめよう！
まずは 1 枚、
帳票を作成してみましょう。
1 度入力した商品や得意先などの情報は、リストに自動で追加されます。次回か
らはリストより選択するだけです。
①［日 常 業 務］を 選 択
します。

②作成したい帳票のアイコンを
クリックします。

③お好きな用紙を
選択します。

④商品や金額などを入力
（または、
選択）します。

帳票を作成した後は、
印刷して完成です。
印刷は、
弥生の専用用紙や白紙などの汎用用紙にも印刷できます。
また、レイアウトテンプレートを編集して、自社のロゴを取り込むなど自社に合
わせた帳票デザインにすることもできます。また、
レイアウトテンプレートは［メ
ニュー］カテゴリの
［サポート・サービス］
−［レイアウトのダウンロード］
から入
手することもできます。
機能の内容や操作方法については、
ヘルプを参照してください。
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のアンインストール（削除）
につい
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1 製品のアンインストール ………………………………… 18
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1

製品のアンインストール
やよいの見積・納品・請求書の削除
やよいの見積・納品・請求書をハードディスクから削除する場合は、次の手順で行
います。

注意：

弥生製品を削除する前の注意
弥生製品を削除する前に、必ずライセンス解除を行ってください。
ライセンス解除を行う前に弥生製品を削除すると、別のコンピューターで
その弥生製品を使用できなくなります。弥生製品を別のコンピューターに
イン ストールする場合、お使いのコンピュ ーターを廃棄する 場合、コン
ピューターをフォーマットする場合などは、必ずライセンス解除を行った
後、弥生製品を削除してください。
→ライセンス認証の解除（P13）

メモ：

やよいの見積・納品・請求書の事業所データは削除されません
やよいの見積・納品・請求書を削除しても、作成した事業所データが削除さ
れることはありません（サンプルデータは削除されます）。



やよいの見積・納品・請求書を削除する
1. ライセンス認証を解除します（P13）。
2. 起動しているすべてのプログラムを終了します。
3. コントロールパネルを表示します。
Windows 10 の場合：
［スタート］ボタンをクリックして、
［すべてのアプリ］
−［Windows システム ツール］−
［コントロール パネル］をクリックします。
Windows 8 の場合：スタート画面からすべてのアプリを表示して、
［Windows システム ツール］−
［コントロール パネル］をクリックします。
Windows 7/Vista の場合：
［スタート］
ボタンをクリックし、
［コントロール
パネル］
をクリックします。
4. ［プログラムのアンインストール］をクリックします。
5. 表示されるプログラムの一覧から［やよいの見積・納品・請求書 16］を選択します。
6. ［変更］ボタンをクリックします。
7. 「ようこそ」画面が表示されるので、
［次へ］ボタンをクリックします。
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8. ［削除］を選択して［次へ］ボタンをクリックします。

9. 削除の確認画面で、
［削除］ボタンをクリックします。
10.完了画面が表示されたら、
［完了］ボタンをクリックします。
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