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まいびーびー見積も

りソフト管理モード

はここからログイン

します

お客様との商談は

ここからログイン

します
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営業所ごとの在庫を表示

します

お客様と商談するモード

営業モードへ移ります

車輌データを新規登録し

ます

車庫使用承諾書や委任

状、譲渡証などをPDF
で保管しています何時

でも印刷して使えます

PCからと携帯からの車
ごとのｱｸｾｽﾗﾝｷﾝｸﾞを表

示します

各種設定やホームページ

の変更します

設定によって緑、黄、赤と

変化します

同じパソコンからは１個し

かカウントしません

パソコンからと携帯からの

アクセスを示します

画像をクリックして商談、

見積書、注文書を作ります

見積もりや注文書の確認

をします

お客様の名前やメールア

ドレスを登録します

営業所を示します

ワンタッチでホームペー

ジへ公開します、もう一

度押すと非公開にします

登録した車輛データをお

客様のパソコンや携帯へ

画像付きで送信します

在庫データを雑誌社さん

へ画像付きでメール送信

します。送信したら緑で

送信済みとなります

ボタンを押すたびに商談

中、売約済、と変化しも

う一度押すと在庫に変わ

ります

標準経費で見積書を印刷

します。急いで見積もり

を作るとき便利です

社内モードです経過日数やアクセスカウント、

車体番号、入庫日などお客様に知られたくない

情報も含まれます。商談は営業モードでお願い

します。 ホームページへ公開するとパソコン

用と携帯用、同時に公開されます。

まいびーびーモバイル（携帯商談モード）には

公開しなくても掲載されます

お客様の月々のお支払

予算からの元金計算機

能付きローンシュミレ

ーションへ移動します

画像や入力したデ

ータが変化しない

とき押します

ここで入力した車輌データはまいびーびー

モバイルで参照できます、社外での商談、

社員とのデータの共有と非常に便利です。

まいびーびーモバイルはローンシュミレー

ションや個別メール送信も出来ます。

管理画面
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リサイクル料金から下８

項目名は自由に変更でき

ます

全て入力したら計算を

押して登録を押します

年式、メーカー、車名、

グレード、色、走行、車

検、などを入力していき

ます。記録簿と修復歴は

選択しなければ表示しま

せん。ほとんどがマウス

からの選択で出来ます。

画像の登録です、デジカ

メで写真を撮ります、こ

のときファイルの設定を

６４０×４８０にしま

す、これより大きいと圧

縮率が高くなり画像が荒

れます場合によっては表

示しなくなる場合も有り

ます。参照で画像を指定

してファイル送信で登録

します。

自動車税と自賠

責は設定ボタン

を押して自動車

税と自賠責の全

額を入力、車検

残やその月の自

動車税を自動計

算して書き込み

ます、月を超え

ると、その月の

自動車税、自賠

責で計算しなお

します。

車体番号は全て書いてもホームペ

ージには下３桁しか出ません、雑

誌原稿は全部出ます。 ここで入力したデータは商談、PC＆携帯ホームページ、雑誌原稿、
モバイル、クーポン、全て同じデータになります、間違えないよう

確認して登録してください。

消費税込み

で入力しま

す

入力画面

経費項目は非課

税額、手数料部

分、消費税の合

計を記入しま



- 4 -

詳細画面登録

元データもの訂正または新規登録画

面から登録します
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新規登録または元データの訂正画面

から詳細画面を押す
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詳細写真の解説です、わかりやす

く丁寧に書きましょう、ここでロ

ーンの支払い方とか、保証書の画

像なども登録します。

画像を指定して登録を押します
枠を追加します、最大３０枚まで追

加が出来ます
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すべて終わったら書き込みを押して

ください
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この画面でお客様と商談

します、この画面は元の

データを参照していま

す。この画面でお客様と

商談して変化させても元

データは変えていませ

ん、見積書を作ったら印

刷してください、印刷す

る時に自動でそのデータ

を保存します

画像をクリックすると大

きい画面になります

設定ボタンを押すと先月、来月の経費で商談で

きます、車検渡しも出来ます。経費の金額を変

えたら最後に計算ボタンを押してください。こ

の画面からお支払いプランに行き月々の支払い

にチェックして見積書、注文書を作ります。

ローンがないときは、ここから見積

書を作ります。

商談画面

この画面でオプションを含めた

全ての計算をしてお支払いに行

き見積もり、注文書を印刷しま

す。



- 9 -

お客様の月々のお支払い

予算から金利を除いた元

金を計算します、同じ支

払いで回数を変えると高

い車も買えます。

金利を設定、クレジット会社で微妙に違う金

利でもOKです、金利の名前はわかりやすい
名前に変更可能です。（ｱﾌﾟﾗｽA等）

ここにチェックを入

れると見積書に転記

できます。

全ての計算が１画面で確認できるので、お客様がこの画面だけ

で決定しやすい！！

これを使って、いくら払えば買えるのだろうの不安をなくし、

これなら買える の決断を早めます

まいびーびーモバイルでもほぼ同じ事が出来ます。

月々３万円、ボーナス８

万円の支払いで３６回で

は１４１万、４８回では

１８２万円の車が買える

事を計算しています。

お支払い画面

この逆算プログラムを使ってお

客様の”ホンネ”を聞き出し、

本物の商談を進めます。

まいびーびーモバイルでも計算

できますのでお客様のちょっと

した雑談の中から本物の商談を

見つけます。

計算した結果のボーナスの比率が５０～６

０％の場合は黄色、６０％以上は赤で示さ

れます、モバイルの場合は三角と四角で表

示します。
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見積書か注文書を選

びます

総額を入力すると逆

算して本体価格を訂

正します

車検渡しの場合ここで

変更します

印刷画面

キレイな画像付きで見積書

を印刷、商談の後の家族会

議でも成約率UP！！
展示会場でも印象に残りま

す。

奥様に見せてからという理

由もOK
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必要な書類にチェック

を入れます

お支払いを入力しま

す。残債がある場合も

OK

オプションの詳細を入力

します

下取り車や特記事項が有る

場合に記入します

このボタンを押してお

支払いプランから転記

できます

点検、車検、現状渡しが

選べます

総支払い額から車両価

格消費税を逆算します

印刷画面
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営業モード商談画面

車体番号はしも３桁のみ

元データの訂正がありません、元データを参照

で見ています、ここでお客様の見積書を作って

も元データは変わりません。同じ車に次のお客

様がいらしても元データからの商談です。

この画面でお客様と商談します、商談テーブルにパソコンを

置いてお客様が納得いくまで商談できます。お役立ちリンク

から色々な情報をお客様と検索して商談してください。
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ホームページ設定画面

携帯用です

店舗写真はPC、携帯両
用です

パソコン用です
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QRコード画面

営業用のQRコードですここを読んで
まいびーびーモバイル（携帯商談モー

ドへログインできます、このQRコー
ドを読んでインターネットへつないで

ブックマークしてください、次回から

はすぐに呼び出せます、IDは暗号化し
ています、パスワードは数字ですから

すぐにログインできます。

お客様用携帯ホームページです、名刺や

チラシ折り込みなどに印刷して携帯から

も見てもらいます。クーポンを契約して

いる方はここからも発行できます。

携帯電話用QRコードです、モードは２つお客様用と商談用です。社員の方はまいびーびーモ
バイルを設定しますいつでもどこでも自社在庫の確認と経費を含めた総額の確認、それのロ

ーンシュミレーションが出来ます。携帯商談ツールです。お客様にも車輛情報がリアルタイ

ムで配信されます。御社を取り巻く全ての人と情報の共有が出来ます。
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メールアドレス設定画面

お客様からのメールを受信するアドレスを設定します、お客様からのメールは

ここに設定した３つのアドレス全部に送信されます。設定さらたら必ずテスト

送信してメールが来ることを確認しておいてください。携帯用はまいびーびー

モバイルのリンクが有りますのでそこからお気に入りへも登録できます。
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パスワード名変更画面

管理用パスワードと営業（商談）用を別のパスワードに出来ます。営業と携

帯用は同じ物です。営業用では商談だけで登録や削除は出来ません、管理用

は全て出来ますので分けています。お客様が管理用パスワードでログインす

るのを防ぎます。
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経費項目名の変更が

出来ます

項目名変更画面
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金利設定画面

初期設定にチェック

します

ここを押して新規登

録します

この番号を変えると並べる

順序を変えます



- 19 -

金利設定画面

ここを選択

実質年利を半角で

入力 ①

クレジット早見表

の１００円当たり

の手数料の中から

選びます。 ②

計算ボタンを押すと

計算します ③

金利表と照合し間違いなければ追加ボ

タンを押します ④

表示の順番を決め

ます

名前はアプラスAとか
に変えられます

お支払いプランを開

いた特に最初に出て

くる金利にチェック

を入れます

実質金利からアドオン金利を設定します、クレジット会社によって計算方法が

微妙に違います、実際の金利表と照合して追加ボタンを押してください。もし

違う場合は直接回数の金利を訂正できます。ほとんどがアプラス方式です。メ

ーカー系は違うようです。その場合でも１００円当たりの金利を直接入力するこ

とにより計算できます。

このローンシュミレーションではボーナスの月はボーナスと

月払いが合計されて計算します、この計算方法を採用してい

るローン計算はすべてほぼ全て対応できると思います、回数

によって金利が違う計算も有りますがそのときは直接１００

円当たりの金利を入力して追加ボタンを押してください。

このローンシュミレーションを使って計算した結果について

は本部は責任を負いません。販売店様の責任でお使いくださ

い。
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まいびーびーモバイル

社員さんの携帯に設定します

管理モードで登録した車輛情報を全て確認できます。（ホ

ームページに非公開も含めて）社内の整理番号、車体番

号、装備、走行キロ、車体価格、経費詳細、総合計、それ

のローンシュミレーション、逆算プログラム、お客様への

メール送信などが出来ます。 社内社外を問わず自社の在

庫を確認、商談、ローンシュミレーションが出来ます。

管理モードで登録した車輌データの中で公開しているデ

ータをお客様に紹介します。QRコードを名刺、チラ
シ、折り込み、納品書などに印刷します、お客様は何時

でも最新情報にたどり着けます。クーポンを契約されて

いる販売店様はこの情報がニュースとともにリアルタイ

ムでお客様へ配信されます。

携帯用ホームページ

パソコン用ホームページ

管理モードで登録した車輌データの中で公開中のデータを

紹介します、現在ホームページをお持ちでない方はもちろ

ん、お持ちの方も在庫一覧をここにリンクしてもらえばリ

アルタイムで更新出来ます。携帯用のQRコードも掲載して
います。

まいびーびー商談システムは最初に登録したデータをとことん使います。

同じデータを何回も書く必要は有りません、

社内では、車両管理、商談、見積もり、注文書印刷、モバイル、メール送信、複

数テーブル、待合室、営業所、営業所からの入力、展示会場での商談、

社外ではPC用携帯用ホームページ、雑誌原稿、クーポンと御社を取り巻く全て
の社員様、お客様、ともデータを共有します。

このように まいびーびー商談システム は中古車屋さんのためにいつでも使え

る商談ツールとして作りました。

これからも改良し便利に使いやすくバージョンUPしていきます、どうぞ宜しく
お願いします。


