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FAX 073-435-4115

ホームページ

商品紹介 http://www.sanpai.com

会社案内 http://www.sms-corp.net

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ http://smsonline.shop-pro.jp/

　　ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞでは、消耗品等を格安にて御提供しております。

サポートセンター

TEL 073-433-6233(代表)

FAX 073-402-2109

電子メール　support@sanpai.com
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新規御購入のお客様へお買い上げありがとうございます。新規御購入のお客様へお買い上げありがとうございます。新規御購入のお客様へお買い上げありがとうございます。新規御購入のお客様へお買い上げありがとうございます。

【はじめに】

この度は、弊社商品をお買い求め頂きましてまことに有難うございます。

【動作環境】

動作可能ＯＳ　Windows １０　Windows ８.1　Windows ８　Windows 7

上記以外のＯＳにおいて本ソフトウェアーは動作しません。

推奨のメモリーサイズは、４ＧＢ以上にて運用をお願いいたします。

他社ソフトにてすでにSQLserverをご使用の際は別のパソコンをご用意ください。

弊社ソフトでは１つのSQLserver内で他社ソフトを共存させることを推奨しておりません。

32bitのメインマシンには、SQLserver2014のインストールとなります。

32bitのメインマシンには、SQLserver2014のインストールとなります。32bitのメインマシンには、SQLserver2014のインストールとなります。

32bitのメインマシンには、SQLserver2014のインストールとなります。

【ユーザ登録のお願い】

納入商品明細書のユーザ登録用紙に貴社会社名など必要事項をご記入頂きFAXを

お願いいたします。

また同時にSMS-PC契約をして頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

※ユーザ登録をして頂いていないお客様からのサポート等のご質問には一切お答えできません。

【お買い上げ直後の初期質問について】

ユーザ登録をして頂いたお客様は、第一回目のご質問から1ヶ月間無償でお受けできます。

ご質問は全てFAXにて受け付けております。

サポートセンターとの電話サポート対応をご利用する場合はＳＭＳ－ＰＣ契約をお願いいたします。

FAX内容を確認後弊社から必要に応じてFAXや電話にて対応いたします。

商品に同梱しておりますFAX質問用紙をご利用ください。

念の為一度コピーをしたものにご質問等を記入して送信くださいますようお願いいたします。

【ＳＭＳ－ＰＣ契約のお願い】

コンピュータにて本ソフトウェアーを円滑に運用するためにＳＭＳ－ＰＣ契約に加入することを

お勧めいたします。

加入のメリット

１）廃棄物処理法等の変更などにおけるマニフェスト用紙の形式変更やバージョンアップ

　　ソフトは無料にてご利用になれます。

２）サポートセンターへの電話連絡によるサポートが受けることが出来ます。

３）サポートセンターからリモートサポートにて直接的なサポートが受けることが出来ます。

【購入時にＳＭＳ－ＰＣ契約を締結して頂いているお客様】

０７３－４３３－６２３３　サポートセンター　をご利用ください。

リモートサポートをご希望のお客様は、

弊社HP（http://www.sanpai.com/）から　リモートサポートをクリックし、ホームページの

内容に従って遠隔支援サービスを貴社PCへインストールして下さい。

実際の画面は、付録1（１４ページ）を参照してください。

【産廃ソフトを含むＵＳＢメモリーが破損、故障した場合】 （ＵＳＢメモリーの修理は対応しておりません。）

・ＳＭＳ－ＰＣ契約ユーザであれば無償で交換可能。

・ＳＭＳ－ＰＣ契約ユーザでない場合、購入後半年まで無償で交換可能。

　半年以上経過した場合は、産廃ソフトの再購入、もしくはＳＭＳ－ＰＣ契約に

　加入して頂くことになります。
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１　ソフトウェアの導入 1台のパソコンで運用する場合

1台のパソコンで運用する場合1台のパソコンで運用する場合

1台のパソコンで運用する場合

32bitパソコンの場合はSQLserver2014がインストールされます。

１．１　　SMS産廃ソフトを使用するコンピュータを決定してください。

事前にWindowsアップデートを必ず行ってください。

事前にWindowsアップデートを必ず行ってください。事前にWindowsアップデートを必ず行ってください。

事前にWindowsアップデートを必ず行ってください。

そうしないと、SQLserverインストールに失敗する場合があります。

そうしないと、SQLserverインストールに失敗する場合があります。そうしないと、SQLserverインストールに失敗する場合があります。

そうしないと、SQLserverインストールに失敗する場合があります。

１．２　　商品の中に在るＵＳＢフラッシュメモリーをパソコンに挿入してください。

ソフトウェア運用時も挿入したままで使用しますので、なるべくパソコンの背面

のＵＳＢに挿入してください。

下記、画面が現れます。 （出現しない場合はマイコンピュータから表示してください。）

画面　１．２

１．３　　インストールをします。

画面１．２の中の　Install.exe  をダブルクリックにて起動します。

１．３．１ 「１．SMS産廃ソフトのインストール」を行ってください。

インストーラーの指示に従ってください。

ご契約を頂きました必要なソフトが自動的にインストールされます。
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１．３．２ 引き続き

「２．SQL Server Expressのインストール」を行ってください。

（１５ページ）

（１５ページ）（１５ページ）

（１５ページ）

１．３．３ 「３．データベースの設定」を行ってください。

１．３．４ 「４．データベースの認証」を行ってください。

「ローカルコンピュータで使用」にチェックがある状態で「保存」を

クリックしてください。

「閉じる」で終了し、インストール画面も「閉じる」をクリックしてください。

再起動しますか？で「OK」をクリックしてください。

パソコンが再起動されるまでお待ちください。

インストール作業は、これで終了です。　お疲れ様でした！！

１．３．５ 産廃ソフトを起動して業務を行ってください。

管理者のログイン時の初期パスワードは、ゼロ　6桁です。

【注意】

【注意】【注意】

【注意】

パソコンの再起動がかかります。

パソコンの再起動がかかります。パソコンの再起動がかかります。

パソコンの再起動がかかります。

コンピュータ名とログインユーザー名

は別のものを設定してください。

同名称だと、インストールがエラーに

なる可能性があります。
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２　ソフトウェアの導入 複数台のパソコンで運用する場合

複数台のパソコンで運用する場合複数台のパソコンで運用する場合

複数台のパソコンで運用する場合

サーバー機を構築せずにパソコンだけで運用する場合

親機が32bitパソコンの場合はSQLserver2014がインストールされます。

２．１　　データベースを格納するコンピュータを決定してください。

決定したパソコンのＩＰアドレスを固定にします。

事前にWindowsアップデートを必ず行ってください。

事前にWindowsアップデートを必ず行ってください。事前にWindowsアップデートを必ず行ってください。

事前にWindowsアップデートを必ず行ってください。

そうしないと、SQLserverインストールに失敗する場合があります。

そうしないと、SQLserverインストールに失敗する場合があります。そうしないと、SQLserverインストールに失敗する場合があります。

そうしないと、SQLserverインストールに失敗する場合があります。

２．２　　商品の中に在るＵＳＢフラッシュメモリー（メイン）をパソコンに挿入してください。

ソフトウェア運用時も挿入したままで使用しますので、なるべくパソコンの背面

のＵＳＢに挿入してください。

下記、画面が現れます。 （出現しない場合はマイコンピュータから表示してください。）

画面　２．２

２．３　　インストールをします。

画面２．２の中の　Install.exe  をダブルクリックにて起動します。

２．３．１ 「１．SMS産廃ソフトのインストール」を行ってください。

インストーラーの指示に従ってください。

ご契約を頂きました必要なソフトが自動的にインストールされます。
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２．３．２ 「２．SQL Server Expressのインストール」を行ってください。

インストールは、別紙　ＳＱＬ　Ｓｅｒｖｅｒ　インストールを参照してください。

（１５ページ）

（１５ページ）（１５ページ）

（１５ページ）

２．３．３ SQLserverBrowserの設定とSQLｻｰﾊﾞｰ開放設定手順をして、

クライアント用に開放してください。

２．３．４ 「３．データベースの設定」を行ってください。

２．３．５ 「４．データベースの認証」を行ってください。

「ネットワーク経由で使用(ワークグループ)」にチェックして、「IP」に

このパソコンのIPアドレスを入力してください。

その後、「保存」をクリックしてください。

「閉じる」で終了し、インストール画面も「閉じる」をクリックしてください。

再起動しますか？で「OK」をクリックしてください。

パソコンが再起動するまでお待ちください。

産廃ソフトのメイン版のインストール作業は、これで終了です。　お疲れ様でした！！

引き続いてクライアントのパソコンへインストールを行います。

【注意】

【注意】【注意】

【注意】

パソコンの再起動がかかります。

パソコンの再起動がかかります。パソコンの再起動がかかります。

パソコンの再起動がかかります。

コンピュータ名とログインユー

ザー名は別のものを設定してくだ

さい。

同名称だと、インストールがエ

ラーになる可能性があります。
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２．３．６ クライアントパソコンへのインストール

商品の中に在るＵＳＢフラッシュメモリー（クライアント）をパソコンに挿入してください。

ソフトウェア運用時も挿入したままで使用しますので、なるべくパソコンの背面

のＵＳＢに挿入してください。

下記、画面が現れます。 （出現しない場合はマイコンピュータから表示してください。）

上図画面中の　Install.exe  をダブルクリックにて起動します。

「１．ＳＭＳ産廃ソフトのインストール」を行ってください。

インストーラーの指示に従ってください。

ご契約を頂きました必要なソフトが自動的にインストールされます。
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データベース管理ツールを起動する

スタートメニューから全てのプログラムを選定し“エスエムエス”の中の

データベース管理ツール10を起動します。

データベース設定タブを選定し「データベースをネットワーク経由で使用する

（ワークグループ使用）」を選定してください。

サーバー名の左枠に、メインPCの「IPアドレス」をセットしてください。

プログラムの選択は、ご契約を頂きましたプログラムを選定してください。

設定を保存してください。

終了をクリックしデータベース管理ツールを終了してください。

産廃ソフトのクライアント版のインストール作業は、これで終了です。　

お疲れ様でした！！

２．３．７ 産廃ソフトを起動して業務を行ってください。

管理者のログイン時の初期パスワードは、ゼロ　6桁です。
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３　ソフトウェアの導入 複数台のパソコンで運用する場合

複数台のパソコンで運用する場合複数台のパソコンで運用する場合

複数台のパソコンで運用する場合

サーバー機を構築して運用する場合

３．１　　データベースを格納するサーバー機を決定します。

決定したパソコンのＩＰアドレスを固定にします。

事前にWindowsアップデートを必ず行ってください。

事前にWindowsアップデートを必ず行ってください。事前にWindowsアップデートを必ず行ってください。

事前にWindowsアップデートを必ず行ってください。

そうしないと、SQLserverインストールに失敗する場合があります。

そうしないと、SQLserverインストールに失敗する場合があります。そうしないと、SQLserverインストールに失敗する場合があります。

そうしないと、SQLserverインストールに失敗する場合があります。

３．２　　商品の中に在るＵＳＢフラッシュメモリー（メイン）をパソコンに挿入してください。

ソフトウェア運用時はフラッシュメモリーは外しますので前面の

ＵＳＢに挿入してください。

下記、画面が現れます。 （出現しない場合はマイコンピュータから表示してください。）

画面　３．２

３．３　　インストールをします。

画面３．２の中の　Install.exe  をダブルクリックにて起動します。

３．３．１ 「１．SMS産廃ソフトのインストール」を行ってください。

インストーラーの指示に従ってください。

ご契約を頂きました必要なソフトが自動的にインストールされます。
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３．３．２ 「２．SQL Server Expressのインストール」を行ってください。

インストールは、別紙　ＳＱＬ　Ｓｅｒｖｅｒ　インストールを参照してください。

（１５ページ）

（１５ページ）（１５ページ）

（１５ページ）

３．３．３ SQLserverBrowserの設定とSQLｻｰﾊﾞｰ開放設定手順をして、

クライアント用に開放してください。

３．３．４ 「３．データベースの設定」を行ってください。

３．３．５ 「４．データベースの認証」を行ってください。

「ネットワーク経由で使用(ワークグループ)」にチェックして、「IP」に

このパソコンのIPアドレスを入力してください。

その後、「保存」をクリックしてください。

「閉じる」で終了し、インストール画面も「閉じる」をクリックしてください。

再起動しますか？で「OK」をクリックしてください。

パソコンが再起動するまでお待ちください。

産廃ソフトのメイン版のインストール作業は、これで終了です。　お疲れ様でした！！

引き続いてクライアントのパソコンへインストールを行います。

【注意】

【注意】【注意】

【注意】

パソコンの再起動がかかります。

パソコンの再起動がかかります。パソコンの再起動がかかります。

パソコンの再起動がかかります。

コンピュータ名とログインユーザー名

は別のものを設定してください。

同名称だと、インストールがエラーに

なる可能性があります。
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３．３．６ クライアントパソコンへのインストール

商品の中に在るＵＳＢフラッシュメモリー（クライアント）をパソコンに挿入する。

ソフトウェア運用時も挿入したままで使用しますのでなるべくパソコンの背面

のＵＳＢに挿入してください。

下記、画面が現れます。 （出現しない場合はマイコンピュータから表示してください。）

上図画面中の　Install.exe  をダブルクリックにて起動します。

「１．ＳＭＳ産廃ソフトのインストール」を行ってください。

インストーラーの指示に従ってください。

ご契約を頂きました必要なソフトが自動的にインストールされます。
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データベース管理ツールを起動する

スタートメニューから全てのプログラムを選定し“エスエムエス”の中の

データベース管理ツール10を起動する。

データベース設定タブを選定し「データベースをネットワーク経由で使用する

（ワークグループ使用）」を選定してください。

サーバー名の左枠に、メインPCの「IPアドレス」をセットしてください。

プログラムの選択は、ご契約を頂きましたプログラムを選定してください。

設定を保存してください。

終了をクリックしデータベース管理ツールを終了してください。

産廃ソフトのクライアント版のインストール作業は、これで終了です。　

お疲れ様でした！！

３．３．７ 産廃ソフトを起動して業務を行ってください。

管理者のログイン時の初期パスワードは、ゼロ　6桁です。

【注意事項】

サーバー機にデータベースを設定した場合は、メインのＵＳＢフラッシュメモリーは

クライアント用として利用できます。

メイン用のフラッシュメモリを利用してクライアントパソコンにインストールする時は

ＳＱＬサーバーをインストールしないようにしてください。

もしも、インストールをしてしまってた場合は、クライアントにて

ローカル運用することが出来てしまうので、注意してください。
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４　ソフトウェアを運用する 基本的な考え方 （非常に重要です）

４．１　　画面操作プログラムを運用する上で御理解いただきたい事

起動した時は、新規入力モードになっています。

修正や削除をしたい場合は、絞込みから既に入力されているデータを

指定し操作画面上へ呼び出してから行ってください。

※　例えばエクセルを起動した場合を想定してください。

　　 起動時は新しいブックを作成するように起動されます。

　　 修正削除時は、元のブックを読み込ん（絞り込）でから行います。

マイクロソフトプログラムと同じ概念で作成しています。

※　一部上記概念で運用できないプログラムは、キングの契約単価登録プログラムです。

４．３　　帳票印刷プログラムを運用する上で御理解いただきたい事

印刷は必ずプレビューを表示してから印刷をする様になっています。

プレビューを画面上に表示をした後は以下の処理の中から選択できます。

ａ）　印刷をする

ｂ）　ＰＤＦへ出力をする

ｃ）　ＤＯＣ（ワード）へ出力をする

ｄ）　エクセルへ出力をする

※　一部上記概念で運用できないプログラムも在りますので御了承ください。
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付録　１付録　１付録　１付録　１

インターネット　エクスプローラー　http://www.sanpai.com で

弊社のホームページを開いてください。

リモートサポート開始をお選びください。

実際のサポートをリモートで行う場合にご利用ください。

弊社 ホームページ

リモートサポートをクリック

リモートサポートをクリックリモートサポートをクリック

リモートサポートをクリック
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SQL　Server 2017 Express　インストールSQL　Server 2017 Express　インストールSQL　Server 2017 Express　インストールSQL　Server 2017 Express　インストール

32bitマシンの場合は、31ページをご参照ください。

SQLserver2014のインストールの説明となります。

１．基本（B)をクリックしてください。

２．同意するをクリックしてください。
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３．インストールをクリックしてください。

４．インターネット経由でダウンロードが始まります。しばらくお待ちください。

　　※インターネットに接続していないとダウンロードが出来ません。

　　※インターネットに接続していないとダウンロードが出来ません。　　※インターネットに接続していないとダウンロードが出来ません。

　　※インターネットに接続していないとダウンロードが出来ません。
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５．ダウンロードが完了すると、自動的にインストールが始まります。しばらくお待ちください。

６．「インストールが正常に完了しました」と出れば完了です。“閉じる”にて終了してください。
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７．「終了しますか？」で、“はい”をクリックしてください。

1台のパソコンで運用

1台のパソコンで運用1台のパソコンで運用

1台のパソコンで運用の場合は、

の場合は、の場合は、

の場合は、4ページに戻り

4ページに戻り4ページに戻り

4ページに戻り「１．３．３」から進めてください。

「１．３．３」から進めてください。「１．３．３」から進めてください。

「１．３．３」から進めてください。

次頁のSQLサーバーのSQLサーバー解放設定手順は

次頁のSQLサーバーのSQLサーバー解放設定手順は次頁のSQLサーバーのSQLサーバー解放設定手順は

次頁のSQLサーバーのSQLサーバー解放設定手順は不要

不要不要

不要です。

です。です。

です。

複数台のパソコンで運用

複数台のパソコンで運用複数台のパソコンで運用

複数台のパソコンで運用の場合は、

の場合は、の場合は、

の場合は、

次頁のSQLserverBrowserの設定、SQLサーバー開放設定に進んでください。

次頁のSQLserverBrowserの設定、SQLサーバー開放設定に進んでください。次頁のSQLserverBrowserの設定、SQLサーバー開放設定に進んでください。

次頁のSQLserverBrowserの設定、SQLサーバー開放設定に進んでください。
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SQLserverBrowserの設定

複数台のパソコンで運用時のみ設定必要

１．Windwosスタートメニュー　→　Microsoft SQL Server 2017　→

　　SQL server 2017 構成マネージャー　を開いてください。

２．このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？にて、

　　“はい”をクリックしてください。

19 / 36 ページ



３．SQLServerのサービスをクリックしてください。

４．SQLServer Browser　を右クリックして、プロパティをクリックしてください。

５．サービスのタブの開始モードを「自動」にして、適用をクリックしてOKをクリックしてください。

20 / 36 ページ



６．SQLServer Browser　を右クリックして、開始をクリックしてください。

７．SQLServer Browserの状態が「実行中」になれば完了です。

これで、SQLserverBrowserの設定は終了です。

これで、SQLserverBrowserの設定は終了です。これで、SQLserverBrowserの設定は終了です。

これで、SQLserverBrowserの設定は終了です。

続きまして、次頁のSQLサーバー開放設定に進んでください。

続きまして、次頁のSQLサーバー開放設定に進んでください。続きまして、次頁のSQLサーバー開放設定に進んでください。

続きまして、次頁のSQLサーバー開放設定に進んでください。

　（複数台のパソコンで運用の場合のみの設定です。）

　（複数台のパソコンで運用の場合のみの設定です。）　（複数台のパソコンで運用の場合のみの設定です。）

　（複数台のパソコンで運用の場合のみの設定です。）
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SQLｻｰﾊﾞｰ開放設定手順 複数台のパソコンで運用時のみ設定必要

1 スタート メニュー\プログラム\Microsoft SQL Server 2017\SQL Server 2017 構成マネージャーを

開いてください。

a. SQL Server ネットワークの構成 → SQLEXPRESSのプロトコル→TCI/IPを選択し、

右クリックして「有効化

有効化有効化

有効化」を選択しクリックしてください。

b. SQL Server のサービス → SQL Server(SQLEXPRESS)を選択し、

右クリックして「再起動

再起動再起動

再起動」を選択しクリックします。（処理に多少時間がかかります。）
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c. SQL Server ネットワークの構成 → SQLEXPRESSのプロトコル→TCI/IPを選択し、

右クリックして「プロパティ

プロパティプロパティ

プロパティ」を選択しクリックしてください。

d. IPアドレスのタブを開き、「TCP動的ポート」の数値を覚える。この場合は、「49917」となります。

TCP動的ポートが複数ある場合もありますが、

ゼロ以外のものが一つだけあるはずなので、その数値を覚えておいてください。
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2 コントロールパネル→Windowsファイアウォールを開き、詳細設定をクリックして以下の画面を出します。

2-1.ＴＣＰのポート開放

画面左の受信の規則を選択し、右メニューの"操作"→"新しい規則"を選択してください。

ａ． ポート[O]を選択して、次へのボタンを押してください。

b. 「TCP」にチェックが入ってるのを確認し、1-d.で確認したTCP動的ポートを

入力して次へボタンを押してください。この例では、「49917」と入力します。
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c. 接続を許可する［A］を選択して、次へボタンを押してください。

d. ３つともチェックを入れた状態で次へボタンを押してください。

ｅ. 名前を入力して完了を押します。名前は何でも良いです。例：SQL_TCP　など。

（SQL_TCP49917と動的ポートの数字を入れておくと把握しやすいです。）

次に再度、右メニューの"操作"→"新しい規則"を選択してください。

a～eの同じ作業にて、今度はポート番号1433を設定してください。（この数字は固定の数字です）

　※名称は何でも良いですが、1433と名称にあると把握しやすいです。

25 / 36 ページ



2-2.ＵＤＰのポート開放

画面左の受信の規則を選択し、右メニューの"操作"→"新しい規則"を選択してください。

a. 受信の規則を選択した状態で、メニューの"操作"→"新しい規則"を選択、以下の画面を出します。

ポート[O]を選択して、次へのボタンを押してください。

b. 適当な名前を入力し、「ＵＤＰ［Ｕ］」にチェックが入ってるのを確認し、

「1434」と入力して次へボタンを押してください。
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c. 接続を許可する［A］を選択して、次へボタンを押してください。

d. ３つともチェックを入れた状態で次へボタンを押してください。

ｅ. 名前を入力して完了を押してください。名前は何でも良いです。例：SQL_UDP　など。

（SQL_UDP1434と入力しておくと把握しやすいです。）

Windoswsファイアウオー

ルをセキュリティソフトで

管理されている場合は、

セキュリティソフト側で

ポート開放が必要になり

ます。
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データのバックアップとリストアの仕方データのバックアップとリストアの仕方データのバックアップとリストアの仕方データのバックアップとリストアの仕方

データのバックアップやリストアは必ずメインパソコンで行ってください。

データのバックアップやリストアは必ずメインパソコンで行ってください。データのバックアップやリストアは必ずメインパソコンで行ってください。

データのバックアップやリストアは必ずメインパソコンで行ってください。

○バックアップを行う。 システム運用においてバックアップは必ず取ってください。

システム運用においてバックアップは必ず取ってください。システム運用においてバックアップは必ず取ってください。

システム運用においてバックアップは必ず取ってください。

バックアップを行う外部媒体（USBメモリーがオススメ）を用意してください。

※バックアップ1つだけだと、データトラブルに気付かず正しいバックアップにおかしくなったデータで

　上書きして困る場合がありますので、曜日毎にバックアップを取ることをお勧めいたします。

　USBメモリーを6本、または、1本のUSBメモリーに6つのフォルダを用意し、

　月曜日から土曜日の曜日名称を付け、それぞれに上書きバックアップしていってください。

　（バックアップは、曜日別に取っておくと最高で6日履歴で取れます。）

スタートメニューからプログラムを選定しエスエムエス＞データベース管理ツール10を起動します。

二回目以降の場合は上書き確認が

出ますが上書き許可を行って

上書きをしてください。

バックアップ・リストアのタブを選定した後以下の設

定をしてください。

① 産廃ソフトを全て終了してください。

② バックアップ媒体をセットしてください。

③ データベース枠内の“バックアップ”を

クリックしてください。

“リストア（元に戻す）”と間違えないように

充分ご注意ください。

バックアップドライブを指定して

OKをクリックしてください。

重要重要重要重要
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○リストアを行う。 データを元に戻すをクリックする。

リストアを行う場合は現在の状態が

リストアを行う場合は現在の状態がリストアを行う場合は現在の状態が

リストアを行う場合は現在の状態がバックアップ状態に戻りますのでご注意ください。

バックアップ状態に戻りますのでご注意ください。バックアップ状態に戻りますのでご注意ください。

バックアップ状態に戻りますのでご注意ください。

リストアは非常に危険な処理です。

リストアは非常に危険な処理です。リストアは非常に危険な処理です。

リストアは非常に危険な処理です。

メインパソコン入替時以外は使うことはありませんので充分ご注意ください。

スタートメニューからプログラムを選定し、エスエムエス＞データベース管理ツール10を

右クリックして「管理者として実行」を選択してください。

自動のデイリーバックアップ機能や、クラウドバックアップ機能もございます。

自動のデイリーバックアップ機能や、クラウドバックアップ機能もございます。自動のデイリーバックアップ機能や、クラウドバックアップ機能もございます。

自動のデイリーバックアップ機能や、クラウドバックアップ機能もございます。

ご利用されたいお客様は、エスエムエスまでお問い合わせください。

ご利用されたいお客様は、エスエムエスまでお問い合わせください。ご利用されたいお客様は、エスエムエスまでお問い合わせください。

ご利用されたいお客様は、エスエムエスまでお問い合わせください。

バックアップ・リストアのタブを選定した後以下の設

定をしてください。

① 産廃ソフトを全て終了してください。

② バックアップ媒体をセットしてください。

③ データベース枠内の“リストア(元に戻す)”

をクリックしてください。

バックアップドライブを指定して

OKをクリックしてください。
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産廃イチロー、ケンザブローVer2／3シリーズからVer10へのデータコンバート

産廃イチロー、ケンザブローVer2／3シリーズからVer10へのデータコンバート産廃イチロー、ケンザブローVer2／3シリーズからVer10へのデータコンバート

産廃イチロー、ケンザブローVer2／3シリーズからVer10へのデータコンバート

エスエムエスまでご相談ください。073-435-4111

エスエムエスまでご相談ください。073-435-4111エスエムエスまでご相談ください。073-435-4111

エスエムエスまでご相談ください。073-435-4111

特別な処置が必要となりますので、エスエムエスにて作業フォローをさせていただきます。

　Ver2.0／3.0のバックアップ方法

　Ver2.0／3.0のバックアップ方法　Ver2.0／3.0のバックアップ方法

　Ver2.0／3.0のバックアップ方法

産廃イチローの画面左側、ユーティリティ＞バックアップ・リストアを選択してください。

1．保存先ドライブ選択

2．保存先フォルダ選択

3．実行ボタンを押してイチローVer3データバックアップ完了

※イチローかケンザブローのどちらかでバックアップ作業していただければ大丈夫です。

　１つの同じデータベースとなっております。

1111

2222

3333
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SQL　Server　2014　インストールSQL　Server　2014　インストールSQL　Server　2014　インストールSQL　Server　2014　インストール
32bitのメインマシン用です。

32bitのメインマシン用です。32bitのメインマシン用です。

32bitのメインマシン用です。

SQLserver2017がインストールできた場合は不要です。

SQLserver2017がインストールできた場合は不要です。SQLserver2017がインストールできた場合は不要です。

SQLserver2017がインストールできた場合は不要です。

ＯＫをクリックしてください。

こちらをクリックして、進めてください。

“ライセンス条項に同意する”

“ライセンス条項に同意する”“ライセンス条項に同意する”

“ライセンス条項に同意する”にチェックを付けて“次へ”

次へ”次へ”

次へ”をクリックしてください。
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そのまま“次へ”

次へ”次へ”

次へ”をクリックしてください。
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そのまま“次へ”

次へ”次へ”

次へ”をクリックしてください。

「SQL Server Browser」のスタートアップの種類を「自動

自動自動

自動」にして、

“次へ”

“次へ”“次へ”

“次へ”をクリックしてください。
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Windows認証モードを選定した状態で、“次へ”

次へ”次へ”

次へ”をクリックしてください。

インストール処理が入りますので、しばらくお待ちください。

多少時間がかかります。
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インストール処理が正常に終了すると、上記画面が出ます。

“閉じる”

“閉じる”“閉じる”

“閉じる”をクリックしてください。

本画面が出たところでインストールは完了です。

右上の×印

×印×印

×印をクリックして終了してください。

次頁も参照ください。

次頁も参照ください。次頁も参照ください。

次頁も参照ください。
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1台のパソコンで運用の場合は、4ページに戻り「１．３．３」から進めてください。

次頁のSQLサーバー解放設定手順は不要です。

複数台のパソコンで運用の場合は、22ページのSQLサーバー開放設定に進んでください。
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