
請求書を発行するソフトは色々販売されていますが、会計ソフトだったり販売管理ソフト

だったりで、市販ソフトを使いこなすのは大変です。『 うりあげ君 』は社会保険労務士事

務所の現場から開発され、請求書の発行や、入金管理、報酬データの集計など請求書管理

に特化したシステムです。全国の社労士事務所や税理士事務所のユーザーニーズにもとづ

いたきめ細かい実務に即した機能、業務の特性に合わせた専用ツール機能が、毎月の請求

書発行業務や入金処理等の負担軽減に役立ちます。 



請求・入金管理と請求書・送付状の印刷 請求書・書類送付印刷

請求・入金データをもとに集計して台帳作成

請求書を効率よく発行するためのマスター設定 請求書・書類送付印刷 

請求・入金データをもとに集計して台帳作成 

税務署提出の所得の内訳書・支払調書作成 



２つの職（報酬）で請求データを管理できます。 

マスターデータの登録 

本ソフトは社会保険労務士事務所、又は税理士

事務所向けのシステムですが、行政書士業務の

請求データも登録できます。請求書データを登

録する際、社労士請求、行政書士請求の選択が

可能なので、２つの職（報酬）で集計や帳票を

作成、管理できます。 

顧問先やその顧問報酬額を登録してお

き、ボタンを押すだけでそのデータを

読込、請求書を作成、印刷します。自

動引き落としのように、請求書や領収

書 の「要 / 不 要」も 選 択 で き、さ ら

に、消費税、源泉税の「有/無」も選

択可能です。 

事務所マスター 

よく利用する報酬の名称や内容を登録できます。 

顧問先のグループ分け 

毎月顧問料を請求する事業所、２ヶ月毎、労働保険手続きの

み、・・・etc 

社労士事務所は顧問先にあわせて請求書を発行するタイミングを分

けるケースがよくあります。「毎月請求」、「2ヶ月請求」、「ス

ポットで請求」など顧問先により規則的な請求を行う場合、それら

をグループ化してそのグループ単位で一括して請求データを登録・

印刷することができます。 

担当者の登録 

あらかじめ、顧問先のデータに担当者を登録しておけば、請求書を

発行する際、担当者を選択して作成できます。顧問先毎に担当者を

振り分けて業務を行っている場合には特に役立ちます。  

その他 

請求書に記載される振込先銀

行は３つまで設定できます

（A)。請求書タイプはA4サイ

ズ普通紙をメインに６種類の

中から選択（B）、入金方法の

設定も可能です（C）。2019

年10月以降とそれ以前の消費

税率（８％⇔10％）はお手元

で切り替えます（D)。 



マスターデータの登録 

顧問先マスター 

顧問先毎に毎月定額の報酬額を登録できます。事前に源泉、消費税の控除設定や領収書の

要、不要を登録しておけば、請求書を作成する際、悩むことなく素早く作成できます。 

労務統合管理システム「台帳」をご利用のお客様へ 

「台帳」をご利用のお客様は、「台帳」の事業所データ（所在地、電話番号）を取りこむ

ことが可能です。 

○○事業所は毎月の顧問料が発生して７月に算定と年度更新の報酬を請求して・・・・ 

など年間の報酬パターンを顧問先毎に登録できます。 

請求書を作成する際、請求月を選択して選択した請求月に請求しなければならない事業所

がリスト表示されるので、請求漏れの防止にも役立ちます。 

マスター情報に登録されている報

酬額を確認しながら請求書データ

を登録できます。 

過去にどのような報酬額の変更

があったかを確認できます。 

年間の請求予定を確認できます。 
過去に請求した情報や入金があったか否か

を確認できます。 

源泉税や諸費税の有り、無しを切り替えられます。 

顧客やその顧問報酬額を登録しておきボタンを押すだけでそのデータを読込み請求書を作成､印刷します｡領収書の

｢要/不要｣も選択でき さらに消費税､源泉税の｢有/無｣の選択もする事ができます。 

過去の請求データを変更・削除することも可能で、過去データも簡単に表示できます。 

請求書登録時の年月日も登録されるため、その登録日を指定して一括印刷、（例えば、昨日と今日登録したデータを

まとめて印刷）また「請求書発行済」はチェックされるため、請求書の発行忘れもなくなります。  

請求データの登録・請求書の作成はすべて１画面で処理しますので迅速に合理的に請求書を作成します。  

「源泉税を引くか、消費税をつけるか」、「請求書・領収書を印刷するか」、「社労士報酬か、行政書士報酬

か」、「入金区分（現金、振込、その他）」等の設定を顧問先毎に設定できます。これらは顧問先によりある程度

決まっているため、あらかじめこれらを登録し、請求データや入金データの入力時にその設定が表示されるので、

さらに簡単に、確実に作成できるようになります。 

請求データ登録と同時に請求書印刷、顧問先ごとに源泉、消費税、報酬区分を設定  

請求データを登録したタイミングで自動的に請求書を発行！！ 

職名を選択できます。 

請求書データの登録フォーム 



その① 請求パターンを登録して請求書を連続印刷 

請求書を連続印刷するために4パターンの登録方法が用意されています。

毎月顧問料を請求する事業所、２ケ月毎、労

働保険手続きのみ、…など顧問先により規則

的な請求を行う場合、顧問先をグループ単位

で管理しておけば、そのグループを指定して

一括して請求データを登録・印刷できます。  

 

請求書データは１件ずつ入力して登録

もできますが、あらかじめ顧問先をグ

ループ分け（毎月請求や２ケ月請求な

ど）したり、年間請求予定を登録して

月単位でグループ分けなどをしておく

ことで、複数の事業所の請求書データ

をボタン一発で登録します。請求書

データを登録したタイミングで印刷も

できるので、請求書の作成業務が効率

よくできます。 

一括処理機能が事務処理軽減につながる 

その② 顧問先毎に担当者を振り分けて請求書を印刷 

あらかじめ、顧問先のデータに担当者を登録

しておけば、請求書を発行する際、担当者を

選択して作成できます。業務を顧問先毎に担

当者を振り分けて行っている場合には特に役

立ちます。  

パターンの登録方法が用意されています。 

その③ 年間請求パターンを登録して請求書を印刷 

その④ 過去請求したデータをコピーして請求書を印刷 

請求書データ登録フォームには、過去に請

求したデータが表示されています。この過

去データをコピーして新規の請求書データ

を登録・印刷できます。 

入金データの確認 

「年間（月別）請求予定」に報酬内容をあらかじめ登録することで、請求書作成の際、その月のデータを読み

込んで効率的に作成できます。今月、どの事業所に請求書を渡さなければいけないかを一目で把握でき、請求

書の発行漏れを防ぐのにも役立つ機能です。  

請求書データ登録フォームに、入金状況を確認できる機能が搭載さ

れています。 



お好みに合わせて、選べる請求書フォーマット

A/Gパターン Bパターン Cパターン 

請求書A…A4用紙に請求書請求書控を印

刷。領収書もA4用紙に領収書と控を印

刷、真ん中で切り取って使用します。 

請求書G…請求書Aに、宛名を表示して印

刷できます。 

A4用紙に請求書と領収書を印刷、真ん中で切

り取って使用します。控えは印刷しません。 

B5用紙に請求書、領収書を印刷します。請求

書A、Bのように切り取る必要はありません。

お好みに合わせて、選べる請求書フォーマット 

Dパターン E/Fパターン 

用紙に請求書、領収書を印刷します。請求

のように切り取る必要はありません。 

「請求書A」タイプの(長3号)窓付き封筒用 請求書E…請求書CはB5の横に印刷します

が、このタイプは縦に印刷します。 

請求書F…請求書EのA4タイプです。 



お好みに合わせて、選べる請求書フォーマット 

Hパターン Iパターン 

A4用紙縦に行ごと色付きで印刷します。 「請求書B」タイプの(長3号)窓付き封筒用 

その他お勧め機能 

請求データを作るような感覚で、見積書も作成できます。 

新しく顧問先となった事業所に、サッと見積りを提示でき

ます。一度作成したデータは、保存しておけばそのデータ

を利用して請求データを起こすことも可能です。 

新しく顧問となる事業所への見積り作成 

年間月別台帳で一年の売上推移を確認 

一年の売上を月別で確認できる、「年間月別台帳」作成機能を搭載しました。顧問先ごとの月別の請求の有無や

事務所全体の請求合計額を表示し、事務所の売り上げ状況が賃金台帳のように一目で分ります。 

差引請求額をキリの良い金額で逆算 

復興増税を含む源泉税や消費税を適用すると、顧問先

に請求する差引請求額はたいてい、キリの良い金額に

はなりません。 

現金で顧問報酬の支払いがある顧問先や、スポットの

お客さんに支払いやすい金額を提示したい場合は、差

引請求額の「逆算」機能が便利です。 



入金年月日や入金区分が同一であれば、請求デー

タから未入金のリストを表示し、選択したリスト

をまとめて登録することができます。 

① 請求月やグループリストから請

求データを表示 

入金処理を効率よく作成するために４パターンの登録方法が用意されています。

 ⑤未入金データの一括登録 

入金データの登録は、フォーム左のリストに事業所を

表示させ、左側の「この請求分を入金する」ボタンを

クリックして登録を行います。左のリストに入金処理

を行いたい事業所を素早く表示するための検索機能が

充実しています。 

例：「毎月請求、2ケ月請求、3ケ月請求」などのグ

ループ指定   「請求年月指定」「顧問先担当者」 

請求登録と一緒に入金登録 

「口座振替」など、請求先によっては「請求書」も

「領収書」も不要な場合があります。ただし、これ

らのデータも請求データとして登録しなければ「売

り上げ」に反映されません。また、入金処理を行わ

なければ繰越として残高が計上されることになりま

す。このようなケースのために、「請求データ」が

作成されたタイミングで「入金処理」も自動的に行

える処理も搭載されています。 

入金データの登録の際、「現金」「振込」「小切手」等の区分も登録することが

できます。「入金台帳」ではこの入金区分により集計をおこなうことができま

す。例えば振込の場合に金融機関が複数ある場合はその金融機関を区分名にする

と、その金融機関ごとの集計が可能になります。 

入金区分で集計 

① 

④ 

入金処理を効率よく作成するために４パターンの登録方法が用意されています。 

②請求データと入金データを並列に並べて状況を確認 

③直近の請求データが表示され、直観的な 

操作で入金処理を効率化 

直近５つの請求データが表示されるので、処理したい入金データ

をカンタンに検索できます。 入金処理を行いたい請求データを

選択して「この請求分を入金する」をクリックするだけで入金

データを登録します。 

④振り込み手数料や相殺分がある場合にも 

柔軟に対応 

たとえば、9500円の差引請求額に対し、振込入金額が9000円

（振り込み手数料が500円）の場合は、入金額に「9000」その他

に「500」（計は9500）と入力して対応できます。 

選択した事業所の入金履歴、請求履歴等が一目で把握できるので、入金漏れのチェックにも役立ちます。 

② 

③ 

⑤ 



顧問先売上台帳 

指定期間内における請求データと入金データの顧問先台帳を作成します。 

月別売上台帳 

指定した期間内（請求年月日）の売上（請求）一覧表を作成します。 

年間事業所別売上台帳、年間売上台帳、月別売上台帳等を作成します。もち

ろん随時これらの台帳を画面で確認、又は印刷できます。これにより、今ま

で大変だった各帳簿の転記作業が無くなり、うりあげに関する管理を簡単か

つ合理的に行うことができ、申告の際にも大変楽になります。

すべての顧問先を対象とし、指定した期間内（請求年月日、入金

年月日）の合計を集計します。 

入金台帳と未入金リスト 

指定した期間内（入金年月日）の入金データを一覧表示します。指定した期間内（請求年月日）の請求データの

うち、入金されていないデータを抽出し、台帳も作成可能です。 

年間事業所別売上台帳、年間売上台帳、月別売上台帳等を作成します。もち

ろん随時これらの台帳を画面で確認、又は印刷できます。これにより、今ま

で大変だった各帳簿の転記作業が無くなり、うりあげに関する管理を簡単か

つ合理的に行うことができ、申告の際にも大変楽になります。 

年間売上台帳 



「支払調書」「所得の内訳書」 

請求ベース、入金ベースの

切り替えが可能！！ 

1年分の請求データを集計して所得の内訳書や支払調書もボタン一発で作成します。Ａ４コピー用紙で印刷する

ので、余分な経費がかかりません。 

請求書の渡し忘れを防ぎます。「備忘録」 

助成金の請求など２ヶ月３ヶ月後に請求する予定の請求書を忘れてしまったことはございませ

んか？いつ、どこどこの何々をいくらで請求すること、といった大事な「請求」を備忘録機能

で請求データを瞬時に抽出、「請求忘れ」「請求遅れ」 をなくします。 

通常の報酬以外に、特別に請求するものがある場合に、それを忘れないよう「覚え」としてメ

モし「備忘録」として管理できます。 

「本年の助成金の報酬額トータルは？件数は？」  

請求データの区分、内容でその一部の文字列から検索をおこなうことができます。これに

より、報酬の内容による集計が可能です。分野別収益分析ができ、利益率の高いサービス

を集計し事務所の効率的な運営方針を導きます。 

例 

10月にＡＢＣ建設に山田太郎さんの助

成金（人材確保）として30000円請求

すること8月は甲乙株式会社に通常の月

以外にプラス10000円請求すること 

例 

本年の助成金申請関係は

何件でいくらあったか、 

建設業申請や経営審査関

係の酬額計や件数○件 

などきめ細かいデータ検

索・抽出が可能です。 



報酬管理システム「うりあげ君」価格と動作環境 
 

新規購入価格 33,000円（税込価格） 

年間保守契約 13,200円/年 (税込価格） 

OS Windows: 10/11         Microsoft Excel : 2016/2019/2021 

● 顧問先の最大登録件数は5,000件、請求・入金の各データ最大登録件数は40,000件まで登録できます（年

次更新により古いデータは別ファイルに移行が可能）。 

● 動作環境はMicrosoft社のWindows、Officeのサポート期間に準じます。Microsoft社のサポートが終了し

た場合、当社ソフトの動作保証も終了となります。 

年間保守契約について 

「うりあげ君」年間保守契約制度では、改正による税率変更に対応するためのシステムバージョンアップや、

操作上のアドバイスやソフト上のメンテナンスなどを細かくサポートします。「機能アップ」や「処理機能」

追加のバージョンアップもすべて無償でご提供します。なお、バージョンアップはインターネット経由で行な

います。 

【製品に関するご質問はこちらから】  
TEL:050-2018-6127 MAIL:info@cells.co.jp  
【うりあげ君公式サイトはこちら】  
https://www.cells.co.jp/uriage/ 

【所在地】  

〈小牧本社オフィス〉  

〒485-0014 愛知県小牧市安田町190  
〈名古屋オフィス〉  

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-26-13 ちとせビル4階  

〈名古屋伏見サテライトオフィス〉  

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目2-1 広小路伏見中駒ビル4階 

〈東京オフィス〉  

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-5-2 田澤日本橋ビル5階   

https://www.cells.co.jp/uriage/

