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■あなたは現金出納帳SPXを使えますか？
・マウスは使えますか？
・日本語入力はできますか？
・半角数字入力はできますか？
上記３点が「Ｙｅｓ」の場合、現金出納帳SPXを使用できる方と認定いたします。

■現金出納帳SPXで何ができる？
１）現金の入金・出金を記入することで現金の流れが明確になります。
２）必要な方は預金の預け入れ・払い戻しを記入します。
３）顧客リストを利用した入力や集計ができます。
４）図形や画像を貼り付けたプレゼンテーション印刷ができます。
５）他ソフトで利用できるようＣＳＶファイルで保存できます。
６）詳細は現金出納帳SPXカタログまたは（有）クレストホームページをご覧下さい。

■購入までの流れ
①（有）クレストのホームページから現金出納帳SPXをダウンロードします。
②現金出納帳SPXをインストールします。
③自動的にサンプルが起動しますから入力や印刷を試してみて下さい。
　１ヶ月間は無料でお試しできます。
④操作に満足いったなら「現金出納帳SPXを購入する」メールをクレストに送って下さ
い。折り返し「購入のご連絡、ありがとうございます」メールが返信されます。
⑤あなたの希望する振り込み手段で金額を振り込みます。
⑥クレストで入金を確認した時点で「パスワード」を記入したメールが送信されます。
⑦現金出納帳SPXを起動し、最初の画面で「パスワード」を入力します。

■試しに使ってみる
▼お試しの流れ
①（有）クレストのホームページから現金出納帳SPXをダウンロードします。
②現金出納帳SPXをインストールします。
③自動的にサンプルが起動しますから入力や印刷を試してみて下さい。

導入編
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■ダウンロードとインストール
①（有）クレストのホームページを開きます（http://crest3.cside.com/index）

②　　　　　　　　　　　「現金出納帳SPX」ボタンをクリックすると
　　　　　　　　　　　　　現金出納帳SPXのページが表示されます。現現金金出出納納帳帳SSPPXX

③【現金出納帳SPX】Ver1.28のダウンロード (04年7月13日公開）をクリックします。
　上記バージョンや年月日は変化いたします。 

④（有）クレストを信頼いただき「実行」ボタンを押します。
　ダウンロードが開始されます。 

ダウンロードとインストール導入編

⑤「実行する」ボタンを押します。（次ページへ続く） 
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⑥次へボタンを押します。

⑦「同意する」ボタンを押します。
同意できない方は現金出納帳SPXを使用できません。

⑧「次へ」ボタンを押します。（次ページへ続く）

ダウンロードとインストール導入編
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ダウンロードとインストール

⑩「次へ」ボタン
を押すとインスト
ールが開始されま
す。

⑨新規にインストールする場合には左記のメ
ッセージが表示されます。

「はい」ボタンを押して下さい。

⑪理解できる範囲でチェックを変更し、ＯＫボタンを押して下さい。　（次ページへ）

ディスクトップに
はアイコンが作ら
れます。

導入編
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ダウンロードとインストール

⑫ＯＫボタンを押します。

⑬「試用」ボタンを押すと現金出納帳サンプルが表示されます。

▼パスワードがある場合
パスワードを入力し、「確認」ボタンを押します。

▼購入希望ボタン
購入に関する詳細ヘルプが表示されます。

導入編
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■グラフィック印刷を望まない方
インストール直後の画面には（有）クレストで準備したサンプルが表示されます。
このサンプルはグラフィック用ですから、このままではグラデーションのかかったきれ
いな出納帳が印刷されてしまいます。
あなたが「ごく普通の白黒印刷」を望んでいる場合は〔ファイル．．．開く〕でグラフ
ィックでないサンプル出納帳を開いて下さい。また、〔ファイル．．．初期設定に戻す
〕を実行しても「ごく普通の白黒印刷」となります。

▼現金出納帳ファイル名・・・拡張子「.GSP」 

▼預金出納帳ファイル名・・・拡張子「.CSV」 

▼「***.CS̃」ファイルについて
　「平成15(年締用).GS̃」というファイルがあれば、それは本日分のバックアップ現金
出納帳です。もし、何らかのトラブルで「平成15(年締用).GSP」を無くした場合、「平
成15(年締用).GS̃」をご利用下さい。《ファイル．．．バックアップの読込》で利用で
きます。

▼「***.OLD」ファイルについて
　「平成15(年締用).OLD」というファイルがあれば、それは昨日までのバックアップ現
金出納帳です。もし、何らかのトラブルで「平成15(年締用).GSP」を無くした場合、「
平成15(年締用).OLD」をご利用下さい。昨日までの内容は確保されます。《ファイル．．
．バックアップの読込》で利用できます。

■ファイル名の説明

■操作の流れ
①付属のサンプルで正常に印刷できるか確認します。
②〔ファイル．．．新規作成〕を実行します。
③画面項目があなたの希望と一致しない場合、〔設定．．．詳細設定〕を実行します。
④前年度（前月）繰越を入力します。

導入編
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導入編
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■行を追加する
最終行に新しい行を追加します。

①最終行にカーソルを移動します。

②↓キーを押します。必要なだけ何度でも押して下さい。空白行が増加します。

操作テクニック編
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■不要となった行を消す

①５行目のＮｏセル（赤枠）をクリックします。

②〔編集．．．行の削除〕を選びます。キーボードでは〔Ctrl+D〕

結果・・・５行目が消え６行目が繰り上がりました。

５行目を消してみます。

★間違えて消した場合
　〔編集．．．元に戻す〕を実行下さい。消された行が復活します。

操作テクニック編
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■途中に空白行を作る
２行と３行の間に空白行を作ってみます。

①３行目のＮｏセル（赤枠）をクリックします。

②〔編集．．．行の挿入〕を選びます。キーボードでは〔Ctrl+I〕

結果・・・３行目に空白行が作成されました。

操作テクニック編
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■列を新しく作る
「差引残高」の右に「領収書Ｎｏ」列を作ってみます。

①１行目のマークセルでカーソルを点滅させます。

③項目ゼロをダブルクリックし「領収Ｎｏ」と書き換えます。
項目変更の詳細は〔操作テクニック初級編．．．項目をマウスで変更する〕をご覧下
さい。

②〔編集．．．列の挿入〕を選びます。

結果・・・項目ゼロが作成されました。

操作テクニック編
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　セルを拡げたり、狭めたりするにはマウスを使用します。
　用紙幅を飛び出して印刷された場合、セル幅を狭くして下さい。
　画面でのセル幅は印刷幅と連動しています。

１）下画像の赤丸の部分にマウスカーソルを移動してみて下さい。
　　カーソルの形が変わります。

２）マウス左を押したまま左右どちらかへ移動します。
　　マウスを放すと完了です。収入金額セルが拡大縮小されました。

★ご注意
　セル幅を変更した場合は《ファイル．．．印刷プレビュー》で印刷内容を確認して下さい。
　拡大しすぎると用紙両端が切れる場合があります。大量入力後では遅過ぎます。厳重にご注
意下さい。

■セル巾を拡大縮小して印刷巾を調整
操作テクニック編
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■項目をマウスで変更する
例として「科目」を「勘定科目」に変更してみます。

①科目の位置（赤丸）でマウスをダブルクリックします。

②科目位置でカーソルが点滅しますから「勘定科目」と書き換えます。

③変更完了したなら項目以外のどこかをマウスクリックします。

★その他の手段
〔設定．．．列の設定〕でも項目変更が行えます。

操作テクニック編
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■列を移動する
摘要を月日の右隣に移動してみます。

①摘要セル（赤枠）でマウス左を押します。

②マウスを押したままで月日の右隣（赤丸）まで移動します。

③マウスを放します。

操作テクニック編
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■新しい現金出納帳を作る

１）〔ファイル．．．新規作成〕をクリックします。
　　画面内容が変更されていた場合、「保存しますか？」のメッセージがでます。
２）真っ白な現金出納帳が画面に表示されます。
　１行目の残高をゼロ円にしたい場合、マウスで残高セルをクリック、〔Delete〕キーで残高
を消　して下さい。

★ご注意
　新規作成された項目が希望に沿わない場合〔設定．．．詳細設定．．．画面と印刷〕で新し
い項目が追加できます。また〔編集．．．列の挿入・削除・移動〕でも項目の増減が実行でき
ます。

基本編
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■画面の現金出納帳を保存する

　「名前を付けて保存」ダイアログが表示されたなら「保存する場所」をフロッピード
ライブに変更します。
　WindowsXPでは「3.5 吋ＦＤ（A:）」がフロッピードライブとなっております。
　それ以降の操作はハードディスクへの保存と同じことをして下さい。

「元の内容に上書きされます。よろしいですか？」と表示されます。
〔OK〕ボタンを押せば保存完了です。

ここに書いて ここをクリックする

②ファイル名(N)：の右側ボックスに、好みのファイル名を手入力して下さい。 
　　たとえば、「16年度用」と入力します。 
　「.GSP」は省略されても問題ありません。 
③保存ボタンをクリックします。 
　　保存された現金出納帳ファイル名は「16年度用.GSP」となります。 
　　年度ごとのファイル名が最も分かり易いでしょう。 

▼２種類の保存手段
・新規に現金出納帳を作った場合は〔ファイル．．．名前を付けて保存〕をクリッ
クします。
・過去に保存してあった現金出納帳の内容を変更したり追加した場合は〔ファイル．
．．上書き保存〕をクリックします。

できるだけ早い時期に保存の仕方をマスターして下さい。自動保存はしませんから保存
を忘れると入力したばかりの文字は全て消えてしまいます。

①「名前を付けて保存ダイアログ」が表示されます。

▼〔ファイル．．．上書き保存〕の場合

▼フロッピーへ保存するには

▼〔ファイル．．．名前を付けて保存〕の場合

基本編
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１）《ファイル．．．開く》を選択します。 
　　ファイルの「開く」ダイアログが表示されます。 

２）「平成15(年締用).GSP」をクリックして青くします。
３）「開く」ボタンをクリックします。 
　　「平成15(年締用).GSP」の内容が画面に表示されます。 
 
　画面表示後、内容を変更した場合は《上書き保存》で保存しましょう。 

■過去の現金出納帳を画面に表示する

ここを選んで青くして

ここをクリックする

基本編
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■印刷タイトルを変更・決定する

１）タイトルボックスを自由に変更して下さい。
２）タイトルボックス右側の矢印ボタンをクリックします。
　「タイトルボックスの内容を印刷タイトルとしてよろしいですか？」と表示されます。
３）〔OK〕ボタンで印刷タイトルが完成しました。

★その他の手段
〔設定．．．印刷レイアウト〕でも変更できます。

タイトルボックス

基本編
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■年月日を手入力する

・年月日セルは画面左端の第一セルとなります。
・年月日の表示は##.##.##形式、または##.##形式となります。
・初期値では「17.04.06」形式で表示されています。

良例１：今月が平成１７年４月の場合、6と入力しEnterを押すと 
　　　　17.04.06となります（和暦の場合） 

良例２：今月が２００５年４月の場合、6と入力しEnterを押すと 
　　　　2005.04.06となります（西暦の場合） 

良例３：0406と入力しEnterを押すと 
　　　　17.04.06となります（和暦の場合） 

良例４：0406と入力しEnterを押すと 
　　　　2005.04.06となります（西暦の場合） 
 
良例５：170406と入力しEnterを押すと 
　　　　17.04.06となります（和暦の場合） 

良例６：050406と入力しEnterを押すと 
　　　　2005.04.06となります（西暦の場合） 
 
悪例１：406（３文字はダメ） 
　　　　20050406（先頭の20は不要） 

★年月日が悪例の場合、警告のメッセージが表示されます。また、《年月日並べ替え》
や《科目別並べ替え》が不良となります。 

〔Enter〕

基本編
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15.04.20 ---> 04.20　に表示されるよう変更できます。
《設定．．．詳細設定．．．画面と印刷．．．年月日は月日だけを使用》にチェックを
入れて下さい。
・画面左側の年月日セルから年を外し月日だけとなります。
・印刷も画面同様、月日のみとなり左肩には「○○年」と印字されます。
・Ａ４、Ｂ５、Ｂ４普通紙を選んだ場合のみご利用できます。

②カレンダーの日をクリックすれば年月日が自動入力されます。

■年月日を月日の４文字とする

■年月日をマウスで入力する
①年月日のセル（赤枠の部分）をダブルクリックします。

小さなカレンダーが表示されます。

基本編
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■科目を手入力する（科目コード利用）

②〔Enter〕

■科目をマウスで入力する（科目コード利用）
①科目コードセル（赤枠）をダブルクリック。 科目リストが表示されます。

②必要な科目をクリックすれ
ば科目が自動入力されます。

科目コードを暗記している場合にご利用下さい。

①「Kｺｰﾄﾞ」セルでコード番号を手入力。 科目が表示されます。

基本編
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■科目をマウスで入力する（科目コード無し）

①科目セル（赤枠）をダブルクリック。 科目リストが表示されます。

②必要な科目をクリックすれ
ば科目が自動入力されます。

■科目を手入力する（科目コード無し）

①科目リスト左端の行番号を手入力。

②〔Enter〕

科目が自動入力されます。

基本編



26

■摘要を手入力する

①摘要セル（赤枠）をクリックします。

②日本語で手入力します。

■摘要をマウスで入力する
①摘要セル（赤枠）をダブルクリックします。 ②必要な摘要リストをクリック。

自動入力されました。

基本編
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■金額を入力する
①Enterキー、←↑→↓キー、またはマウスで「支出金額」セルでカーソルを点滅させ
　ます。

②金額を手入力します。

③Enterキーを押します。残高が計算されました。

★ご注意
　金額を入力したなら必ず〔Enter〕キーを押して下さい。〔Enter〕キーを押さないと
　計算されません。
　また、金額をマウスクリックしても〔Enter〕と同じ結果となります。

▼入力テクニック
　〔Enter〕キーを押すとカーソルは右移動します（初期設定）。
　〔Enter〕キーで下移動するには「Enterで下移動」ボタン（赤丸）を押して下さい。

▼高速入力モードについて
　高速入力モード（初期値）では金額が右端から入力され、入力途中で３桁カンマが自
　動挿入されます。
　標準入力モードでは金額が左端から入力され、入力決定（Enter）後にカンマが自動
　挿入されます。
　できるだけ高速入力モードでご利用下さい。

基本編
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■印刷プレビューで結果を予想する
印刷プレビューでは印刷結果が画面に表示されますから、印刷の良否を画面で判断でき
ます。

印刷プレビューボタン（赤丸）をクリックします。

プレビュー画面が表示されました。タイトルや周囲の余白が正しいか、確認して下さ
い。

▼プレビュー画面からの印刷
印刷ボタン（赤丸）を押して下さい。画面に表示されているページだけが印刷されま
す。

基本編
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■実際に印刷する
①印刷ボタン（赤丸）をクリックします。

印刷開始ダイアログが表示されました。
②印刷開始ボタン（赤丸）を押して下さい。

印刷が開始されます。印刷完了まで次の仕事をしていて下さい。

基本編
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■科目リストを作る

①〔設定．．．科目リストの作成〕を選びます。

★科目リスト作成ダイアログが表示されます。

②コード、科目名は前もって登録されていますからあなた好みに変更して下さい。
また、不要な科目を消したり、追加したり自由に編集して問題有りません。
③編集完了後「閉じる」ボタン（赤丸）を押します。

④「はい」ボタンを押します。

★表示（赤枠）について
０＝表示しない、１＝表示する

「この科目は使わないが消さずに
残しておきたい」
そんな場合にゼロとして下さい。

科目を使わない方、このページは読まなくて結構です。

設定編
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■摘要リストを作る

①〔設定．．．摘要リストの作成〕を選びます。

★摘要リスト作成ダイアログが表示されます。

②摘要名を手入力します。
　摘要コードを使わない方、「Tｺｰﾄﾞ」は空白で結構です。
③編集完了後「閉じる」ボタン（赤丸）を押します。

④「はい」ボタンを押します。

★科目名（赤枠）について
ここで科目名を登録しておけば
現金出納帳入力画面で摘要名を
クリックしただけで科目と摘要
が同時に入力できます。

★ご注意
科目リストと同名の「科目名」
を登録します。
同名でない場合は有効に動作い
たしません。

設定編
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■銀行・預金口座を作る
預金出納帳を使わない方、このページは読まなくて結構です。

①〔設定．．．預金口座名の作成〕を選びます。

★預金口座名の作成ダイアログが表示されます。

②各項目を手入力して下さい。
項目の詳細は次ページをご覧下さい。
③完了後は「閉じる」ボタン（赤丸）を押します。

銀行・預金口座を作る設定編
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《Ｈコード》
　預金口座名の補助コードです。
　通常、01, 02, 03という形で入力されますが、別に決まりはありません。

《預金口座名（補助名称） 》
　主に金融機関名を入力します。
　一個の口座ならば大都会銀行。
　複数の口座なら大都会普通、大都会当座、大都会定期のように考えて下さい。
　同じ名前で重複した場合は保存できません。
　一端保存してしまうと口座名変更はやっかいになります。慎重に入力しましょう。

《Ｋコード》
　預金種類（科目名）に対する科目コードです。
　例．．．預金種類が「普通預金」の場合131。
　Ｋコードセルでマウスをダブルクリックすれば科目リストが表示されます。
　また、Ｋコードセルで131と入力、Enterすれば預金種類も同時入力されます。

《預金種類》
　預金の科目名です。
　預金種類セルでマウスをダブルクリックすれば科目リストが表示されるので、簡
単に入力できます。
　ここに「普通預金」と入っていれば《預金口座名（補助名称）》は大都会銀行だ
けで問題ありません。

《預金残高》
　預金出納帳を使用開始する時点での残高を入力して下さい。

《マーク》
　預金口座を保存すると「確定」マークがつきます。
　「この口座名は保存されましたよ」というマークです。
　このマークが付くと、口座名変更は困難となり複雑操作が必要です。

銀行・預金口座を作る（つづき）

▼確定マークの付いた口座名を変更する
１）変更したい口座名セルにカーソルを移動します。
２）《編集．．．口座名の変更》をクリックします。
３）口座名を書き直します。
４）《編集．．．口座名の確定》をクリックします。
この順序を正確に守って下さい。これ以外のやり方では変更できません。

▼預金口座を新規に作成するには
１）サンプルの内容を変更する・・・「確定マークの付いた口座名を変更する」を
ご覧下さい。
２）全てを消して新しく作り直す・・・「口座を消す」をご覧下さい。

▼口座を消す
①消したい行をクリックし、カーソルを点滅させます。
②《編集．．．削除》をクリックします。
「この口座名は削除されます。よろしいですか？」と表示されますのでＯＫボタン
を押します。

設定編
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■年月日を月日の４文字とする
17.04.20 ---> 04.20　に表示されるよう変更します。
・画面左側の年月日セルから年を外し月日だけとなります。
・印刷も画面同様、月日のみとなり左肩には「○○年」と印字されます。
・Ａ４、Ｂ５、Ｂ４普通紙を選んだ場合のみご利用できます。

①〔設定．．．詳細設定〕を選びます。

②「年月日は月日だけを使用」にチェックを入れ、ＯＫボタンを押します。

▼変更前 ▼変更後

設定編
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■科目コードを使いたくない

①〔設定．．．詳細設定〕を選びます。

②「科目コードを使用する」のチェックをはずし、ＯＫボタンを押します。

▼変更前 ▼変更後

設定編
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■印刷用紙を別用紙に変更する

①〔設定．．．詳細設定〕を選びます。

Ａ４普通紙タテをＡ４普通紙ヨコに変更してみます。

②Ａ４普通紙と横をクリックしチェックを付けて下さい。

設定編
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■印刷文字を小さく、行数を多くしたい

①〔設定．．．詳細設定〕を選びます。

フォントサイズ（文字サイズ）を小さくすると自動的に行が増加します。
１２ポイントから１０ポイントに変更してみます。

この▼をクリックすると
数字が選択できます。

②文字サイズを選択してＯＫボタンを押して下さい。

▼変更前（１２ポイント） ▼変更後（１０ポイント）

設定編
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■プリンタを変更する

①「印刷レイアウト」ボタンをクリックします。

②〔ファイル．．．プリンタ設定〕を選びます。

③▼（赤丸）をクリックするとあなたが所有するプリンタが表示されます。

④プリンタを選んで「ＯＫ」ボタンを押します。

設定編
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■全科目を科目ごとに並べる

①〔データ．．．科目別並べ替え〕を選びます。

結果・・・科目別に並び、小計が計算されます。

▼元の画面に戻すには

「元に戻す」ボタンをクリックします。

応用編
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■１科目の集計を出す
①〔データ．．．科目別集計〕を選びます。

②水道光熱費をクリックします。

結果・・・「水道光熱費」のみが集計されました。

科目リストが表示されました。

応用編



41

■摘要の中から指定文字を検索集計する
電気料で集計してみます。

①「月分電気料」を青くします。

②〔データ．．．摘要検索集計〕を選びます。

★「月分電気料」は自動表示されます。

③ＯＫボタンを押します。

★結果・・・電気料だけが集計されました。

応用編
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■銀行・預金出納帳を使う

①「預金出納帳を表示」ボタンをクリックします。

★「ＡＢＣ銀行」普通預金の内容が表示されました。
②必要なら内容を書き換えて下さい。

③「現金出納帳を表示」ボタンをクリックします。

現金出納帳の内容が変更されて
いれば左記の保存確認メッセー
ジが表示されます。
保存が必要な場合は「ＯＫ」ボ
タンを押します。

預金出納帳の内容が変更されていれば保存確認メッセージが表示されます。

★結果・・・元の現金出納帳が表示されます。

応用編
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■銀行・預金出納帳への預け入れ
（株）長島本店の88,200円を銀行へ預けてみます。

①４１行目のどこかでカーソルを点滅させます。

②「行を自動作成し預金へ預け入れ」ボタン（赤丸）をクリックします。

③支出のセル（赤枠）でカーソルが点滅しますから88200と手入力し〔Enter〕キー
を押します。

④「ＯＫ」ボタンを押します。

★結果・・・長島本店の88,200円はＡＢＣ銀行普通預金へ預けました。

応用編
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■銀行・預金出納帳からの払い戻し

①６２行目のどこかでカーソルを点滅させます。

②「行を自動作成し預金から払い戻し」ボタン（赤丸）をクリックします。

③収入のセル（赤枠）でカーソルが点滅しますから200,000と手入力し〔Enter〕キ
ーを押します。

６２行目に銀行から２０万円を払い戻します。

④「ＯＫ」ボタンを押します。

★結果・・・ＡＢＣ銀行普通預金から２０万円が入金されました。

応用編
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■印刷位置を左右にずらす

①「印刷レイアウト」ボタンをクリックします。

★印刷レイアウト画面が表示されます。
②表をマウスでクリックすると表の周囲に黒子（赤丸）が８個表示されます。

③黒子をつけた状態で表を右方向へドラッグします。

★結果・・・左余白が大きくなり表は右へ移動しました。
★同じ操作でタイトルやページ番号も移動できます。
最後に印刷プレビューボタン（赤丸）で印刷結果を確認して下さい。

右に移動

印刷プレビュー

応用編
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■印刷・表高さを小さくする
①前ページの「■印刷位置を右にずらす」を参考にして印刷レイアウト画面を表
示します。

②表をクリックし８個の黒子を表示させます。

③表の下の方を見て下さい。
下中央の黒子にカーソルを合わせるとカーソルが変形します（赤丸）

④マウス左を押したまま上方にドラッグ。適当な位置で放します。

★結果・・・表の高さが小さくなり下余白が空きました。
この手段では行数が元のままで各行の高さが小さくなります。

応用編
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■印刷・会計担当を２名列記する
①前ページの「■印刷位置を右にずらす」を参考にして印刷レイアウト画面を表
示します。

Ａ

②「文字枠の作成」ボタン（赤丸）をクリックします。
　「文字枠の作成」ボタンがへこんだことを確認して下さい。

▼文字枠の作り方
１）Ａでマウス左を押します。
２）右下へドラッグします。
３）Ｂ位置でマウスを放します。

Ｂ

③Ａ位置でカーソルが点滅していますから会計担当者２名を書きます。
　書き終わったら文字枠以外の部分をマウスクリックして下さい。

★ヒント
黒子が８個表示されている枠はマウスドラッグにて自由に移動できます。
好みの位置に配置して下さい。

応用編
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■行とか列とか一体何のこと？
青枠が行、赤枠が列。下記表では見える範囲で６行、６列となっております。
なお、緑枠をセルと呼び、下記表では６×６＝３６個のセルがあります。

巾を狭くしたり拡げたりは現金出納帳画面の列セルを拡縮します。
詳細は「■セル巾を拡大縮小して印刷巾を調整」をご覧下さい。

■印刷巾を狭くしたい

■バージョンアップは無料ですか？
無料です。
最新の現金出納帳SPXはクレストホームページにあります。
　　　http://crest3.cside.com/index
現金出納帳SPXページからダウンロードして下さい。

■バージョンアップで前データが消える？

いいえ、消えません。安心してバージョンアップして下さい。
ただし、ハードディスク破損等でデータを失う方は相当数いるようです。
常にバックアップを心がけましょう。

良くある質問



郵便番号　３１９－２１４４
茨城県那珂郡大宮町泉５４１－３１７
（有）クレスト
電話　　０２９５－５３－６７７５
ＦＡＸ　０２９５－５３－６７７４
Ｅメール　　　　　crest@dream.ocn.ne.jp
ホームページ　　　http://crest3.cside.com/index

★ご注意
現金出納帳SPXは１ヶ月間の無料電話サポートがありま
す。１ヶ月以上の無料サポートはＥメールで行います。

このたびは現金出納帳SPXマニュアルをご覧いただき、誠にありがとう
ございます。
本マニュアルは「現金出納帳SPX」の販売促進を目的として作成された
ものです。
内容的には主な機能を抽出したものであり、全機能を網羅したものでは
ありません。
誤字、脱字等があればご指摘をお待ちいたします。

ごあいさつ
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