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事務所管理R4 （Ver.14.10）をリリースします。次の内容についてまとめましたので、ご確認くださ

い。 

 

１．発行プログラム ５．システムの対応内容（概要） 

２．リリース時期 ６．連動可能な製品バージョン 

３．プログラムのご提供方法 ７．フォルダー構成 

４．プログラム容量 ８．パッケージの内容 

１．発行プログラム 

事務所管理R4には「顧問先管理」「報酬請求」のアプリケーションが収録されます。 

システム名 システムの位置付け リリース 

バージョン 

コンバート対象 

事務所管理R4  Ver.14.10 
 

 

顧問先管理 
 

InterKX顧問先情報 後継 

顧問先情報 後継 
Ver.14.10 Ver.3.00 以降 

報酬請求 
InterKX報酬請求 EX 後継 

報酬請求 EX 後継 
Ver.14.10 Ver.5.00以降 

※R4 シリーズのアプリケーションを初めてセットアップする際、Ｅｉボードが自動でセット

アップされます。 

※ネットワーク環境でご利用の場合は、別途［ネットワーク基本ライセンスサーバー版］およ

び接続端末台数分の［ネットワーク基本ライセンス 

 クライアント版］が必要です。アプリケーションは同時接続数ライセンス仕様となります。 

※コンバートを行う環境には、既存システムの上記対象バージョンがセットアップされている

必要があります。アップグレード製品にはコンバート用に既存システムのセットアッププロ

グラムを収録します。 

■事務所管理 R4のライセンスについて 

事務所管理R4のライセンスは、顧問先管理と報酬請求で共通です。 

ライセンス認証は、事務所管理 R4 インストール後、Ei ボードまたは報酬請求のいずれかの起動

時に表示される「ライセンス取得画面」で行います。 

２．リリース時期 

システム名 新規製品 アップグレード製品 

事務所管理R4 2014/05/28（水） 

InterKX顧問先情報、InterKX報酬請求EX 

からのアップグレード：2014/6/25（水） 

顧問先情報、報酬請求EX 

からのアップグレード：2014/6/23（月） 

※現行商品の保守契約のご加入により、後継商品のR4シリーズを無償でご提供します。 

 保守未加入の場合は、有償アップグレート商品の購入が必要です。 

３．プログラムのご提供方法 

Ｒ４シリーズの新規製品及び全てのアップグレード製品（有償／無償）の初回のご提供は、ＣＤーROM

でご提供しますが、Ｅｉボードまたはマイページからも、ダウンロードでご取得いただけます。 

なお、リリース後の機能アップは、すべてダウンロードでのご提供が基本となります。ＣＤ-ROM で

の機能アッププログラム提供をご希望のお客様向けには、通常保守契約に対する CD オプション契約

（有償）をご用意しています。 

ＣＤ保守についての詳細はセールスインフォメーション（No. 1201-13-011）をご参照ください。 
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■Ｅｉボードダウンロードマネージャーの公開 

2014/08/01（金） 9:00 ～ 

■マイページのダウンロード公開 

2014/08/01（金） 9:00 ～ 

４．プログラム容量 

環境 詳細 

プログラム容量 

・顧問先管理：40MB以上 

・報酬請求：60MB以上 

・Ｅｉボード：500MB  *1 

データ容量 
・顧問先管理：4MB以上 

・報酬請求：1事務所データあたり、3MB以上 

*1 R4シリーズのアプリケーションを初めてセットアップする際に、別途必要です。 

※ＯＳ、メモリ、プリンタ等の動作環境は、システムインフォメーション「14XA002 Ｅｉボー

ド（Ver.14.10）のリリース」をご参照ください。 

５．システムの対応内容（概要） 

※ 詳細は、ACディーラーズネットの［R4シリーズ 各種ツール］→［サポートツール］→ 

［各種資料］をご参照ください。 

各種資料の項目 詳 細 

R4シリーズ今回の変更点 

（機能アップ編） 

サポートメニューから起動する今回の変更点（機能アップ

編） 

（報酬請求の場合は起動時にも画面表示されます）） 

R4シリーズ今回の変更点 

（操作変更編） 

サポートメニューから起動する今回の変更点（操作変更

編） 

（報酬請求の場合は起動時にも画面表示されます） 

＊旧システムの画面との比較をしながらご説明 

導入まるわかりガイドブック 

（カラー） 

既存のお客様がR4シリーズへアップグレードする際の商

品に同梱される、（インストール）~（認証）~（データ

移行）までの導入ガイドブック ＊紙媒体はモノクロ 

R4シリーズ要望対応一覧 
システム開発意見要望の中で、今回 R4シリーズで対応し

た一覧資料 

コンバートマニュアル 
コンバータを起動した際に表示される「マニュアル」ボタ

ンで表示されるコンバートマニュアル 

5-1. 顧問先情報 

■Ｅｉボードに機能をアドイン 

顧問先管理は、Ｅｉボードの機能の一部として動作します。 

■アラーム機能の充実 

従来の提出・改選アラームに加え、任意にアラームが作成できるようになりました。 

また、起動時にアラームがポップアップし、業務完了時にはそのまま日報に連携ができます。 

■業務日報、税理士業務処理簿の対応 

業務日報の作成に対応しました。 

税理士業務処理簿の作成に対応しました。入力した業務日報から作成することができます。 

■PDF出力標準搭載 

帳票の PDF出力を標準搭載しました。 

5-2. 報酬請求 



3/5 

■請求処理の簡略化・請求書出力条件の拡大 

締処理と請求書作成の機能統合、締処理を請求書出力時に行うように対応しました。 

また、請求書のレイアウトや出力対象の指定などの条件項目を拡張しました。 

■伝票登録に関する機能追加・連動処理の対応 

作成時期の設定や入金伝票作成条件など、伝票自動作成に関する設定条件を拡張しました。 

また、報酬自動支払制度 e-NETの入金情報からの伝票作成に対応しました。 

■管理、分析帳票の追加 

新たに 5つの管理および分析帳票を追加しました。 

■PDF出力標準搭載 

帳票の PDF出力を標準搭載しました。 

6．連動可能な製品バージョン 

6-1. 顧問先情報 

システム名 Ver  

財務 R4シリーズ 14.10～ 決算書のデータを、顧問先プロフィールの「営

業成績」に取り込みます。 

法人税R4 14.10～ 法人税・地方税のデータを、顧問先プロフィー

ルの「営業成績」に取り込みます。 

所得税R4 13.10～ 確定申告書のデータを、顧問先プロフィールの

「営業成績」に取り込みます。 

6-2. 報酬請求 

システム名 Ver  

財務 R4シリーズ 14.10～ 財務システム側で手動で取り込むための仕訳資

料（テキストファイル）を出力します。 

７．フォルダー構成 

■データベース 

¥ 

└ R4_RDB   ............................................ データベース格納フォルダー 

  └ hoshu_1 ......................................... 報酬請求 データフォルダー 

  └komon_1 ......................................... 顧問先管理 データフォルダー 

 

■プログラム 

¥ 

└ Program Files（64bitOSは Program Files(x86)） 

  └ Epson 

   └ R4 

    └hoshu_1 ........................... 報酬請求 プログラム 

    └tools_1 ............................. 顧問先管理 プログラム 

（Ｅｉボードと同一フォルダ） 

８．パッケージの内容 

製品種類と梱包内容は、次のとおりです。 

 

※セットアップディスク(CD-ROM)には「顧問先管理」「報酬請求」のアプリケーションが収録さ

れます 
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8-1.インターKX 事務所管理R4 

【新規 1ユーザー】 

・InterKX事務所管理R4 セットアップディスク   Ver.14.10 CD-ROM 1枚 

・インターKX 事務所管理R4 セットアップガイド 1冊 

・事務所管理R4 導入マニュアル 1冊 

・事務所管理R4 パッケージの内容 1部 

 

【アップグレード 1ユーザー】 

・InterKX事務所管理R4 セットアップディスク   Ver.14.10 CD-ROM 1枚 ※1 

・事務所管理R4 導入マニュアル 1冊 

・事務所管理R4 導入まるわかりガイドブック 1冊 

 

※1 （旧製品）InterKX顧問先情報 Ver.3.21、InterKX報酬請求 EX Ver.6.00が含まれます。 

EPSON R4コンバーター／事前チェックツールが含まれます。 

 

【追加 1ユーザー】 

・追加ライセンスのご案内 1部 

・インターKX R4シリーズ 追加ライセンスの登録手順 1部 

 

【アップグレード 追加 1ユーザー】 

・追加ライセンスのご案内 1部 

・インターKX R4シリーズ 追加ライセンスの登録手順 1部 

8-2.事務所管理顧問R4 

【新規 1ユーザー】 

・事務所管理顧問R4 セットアップディスク     Ver.14.10 CD-ROM 1枚 ※2 

・事務所管理顧問R4 セットアップガイド 1冊 

・事務所管理顧問R4 導入マニュアル 1冊 

・ユーザー登録と無償初期サポートのご案内 1冊 

・サポート＆サービスあんしんＢＯＯＫ 1冊 

・R4シリーズ ソフトウェア年間保守サービス契約 申込書 1部 

・預金口座振替依頼書 自動払込利用申込書 1部 

・返信用封筒 1部 

・事務所管理顧問R4 パッケージの内容 1部 

 

※2 CD-ROMケースには、プロダクト IDを記載したラベルが貼付されています。 

ユーザー登録（保有商品登録）を行う際に必要となります。 

 

【アップグレード 1ユーザー】 

・事務所管理顧問R4 セットアップディスク     Ver.14.10 CD-ROM 1枚 ※3 

・事務所管理顧問R4 導入マニュアル 1冊 

・事務所管理顧問R4 導入まるわかりガイドブック 1冊 

・サポート＆サービスあんしんＢＯＯＫ 1冊 

・R4シリーズ ソフトウェア年間保守サービス契約 申込書 1部 

・預金口座振替依頼書 自動払込利用申込書 1部 

・返信用封筒 1部 

 

※3 （旧製品）顧問先情報 Ver.3.21、報酬請求EX Ver.6.00（スタンドアローン版、ネットワー

ク版）が含まれます。 

EPSON R4コンバーター／事前チェックツールが含まれます。 

 

【追加 1ユーザー】 

・追加ライセンスのご案内 1部 

・顧問R4シリーズ／応援R4シリーズ 追加ライセンスの登録手順 1部 

・ユーザー登録と無償初期サポートのご案内 1部 

・R4シリーズ ソフトウェア年間保守サービス契約 申込書 追加 1ユーザー 1部 
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・預金口座振替依頼書 自動払込利用申込書 1部 

・返信用封筒 1部 

 

【アップグレード追加 1ユーザー】 

・追加ライセンスのご案内 1部 

・顧問R4シリーズ／応援R4シリーズ 追加ライセンスの登録手順 1部 

・R4シリーズ ソフトウェア年間保守サービス契約 申込書 追加 1ユーザー 1部 

・預金口座振替依頼書 自動払込利用申込書 1部 

・返信用封筒 1部 

 

【マニュアルセット】 

・事務所管理R4（顧問先管理） リファレンスマニュアル Ver.14.1 1冊 

・事務所管理R4（報酬請求） リファレンスマニュアル Ver.14.1 1冊 

 

 

以上、よろしくお願いいたします。 


