
添付資料

ビジネス 素材・テンプレート CD-ROM 収録一覧

営業関係

経営管理

経理関係

人事関係

税務

フォルダ名
［1週２点改善運動記入表］

［お客様協働計画書］
［フランチャイズ契約書］
［運転日報］

［営業マン時間分析］
［営業活動計画書兼報告書］
［営業管理シート］

［業務管理分担表］

［社長月間行動計画表］
［信用限度申請書］

［粗利分析表］
［得意先別行動管理表］
［稟議書］

［医業パック(1)経理手順］
［医業パック(2)入力用シート］

［医業パック(3)勘定科目基準］
［医業パック(4)窓口収入差異検討表］

［リース管理台帳］
［リース料支払一覧表］
［仮出金票］
［期日別手形管理表］
［決裁願］
［現金出納帳］

［資金繰（建設業用）］

［資金繰・支払予定表］

［資金繰り表（月次）］

［資金繰り表（年次）］
［車両管理台帳］
［借入金一覧表］
［総債権残高検討表］
［日報］

［入金集計表］
［買掛金支払予定表］

［買掛金集計表１年分］
［売掛金・買掛金・未払金管理表］

［売掛_買掛集計表］

［保険管理台帳］
［立替経費精算書］
［領収書の見本］

［応募者電話受付表］
［応募者問合せ応対マニュアル］
［機密保持に関する誓約書］
［交通費申請兼給与振込口座申請書］
［通勤申請書社員情報　記入用紙］

［職種別条件一覧表］
［選考結果通知］
［選考準備チェックリスト］
［選考対象者名簿記入表］

［入社式概要］
［入社承諾書］
［入社前事前準備リスト］

［備忘録］
［不採用通知（サンプル）］
［履歴書受付表兼チェックリスト］
［労働条件のあらまし（サンプル）］

［開始貸借対照表］
［株式・出資名簿］

［金融財産の名義変更］
［個人事業届出書］

［消費税関係届出書一式］

［税務署異動届］
［相続開始の手続き］
［相続財産概算計算］

［相続人関係図］

［必要書類リスト］
［不動産買った時の税金計算シート］
［法人異動届（大阪市）］
［法人異動届（府税）］　

フォルダ名
［プロジェクト管理］

ファイル名
１週２点改善運動記入表.stc

H16年度お客様協働計画表.stc
フランチャイズ契約書.stw
運転日報.stc

営業マン時間分析.stc
営業活動計画書兼報告書.stc
営業管理シート.stc

業務管理分担表（例）.stw
業務管理分担表.stw
社長月間行動計画表.stc
信用限度申請書.stc

粗利分析表.stc
得意先別行動管理表.stc
稟議書（原本）.stc

経理業務手順書.stw
クレジットカード明細入力シート.stc

勘定科目シート.stc
窓口収入差異検討表.stc

リース管理台帳.stc
リース料支払一覧表.stc
仮出金票.stc
期日別手形管理表.stc
決裁願.stc
現金出納帳.stc

資金繰（建設業用）.stc

資金繰・支払予定表.stc

資金繰り表（月次）.stc

資金繰り表（年次）.stc
車両管理台帳.stc
借入金一覧表.stc
総債権残高検討表.stc
日報.stc

入金集計表.stw
買掛金支払予定表.stc

買掛金集計表　１年分.stc
売掛金・買掛金・未払金管理表.stc

売掛_買掛集計表.stc

保険管理台帳.stc
立替経費精算書.stc
領収書の見本.stc

応募者電話受付表.stw
応募者問合せ応対マニュアル.stw
秘密保持に関する誓約書.stw
交通費申請兼給与振込口座申請書.stc
通勤申請書社員情報　記入用紙.stc

職種別条件一覧表.stc
選考結果通知.stw
選考準備チェックリスト.stc
選考対象者名簿記入表.stw

入社式概要.stw
入社承諾書.stw
入社事前準備リスト.stc

備忘録.stw
不採用通知（サンプル）.stw
履歴書受付表兼チェックリスト.stw
労働条件のあらまし（サンプル）.stw

開始貸借対照表.stw
株券不所持の申出書.stw
株主名簿(改定版）.stw
株主名簿（株券不発行）.stw
出資名簿.stw
金融財産の名義変更.stw
個人事業届出書.stc

消費税関係届出書一式.stc

税務署異動届.stc
相続開始の手続き.stw
相続財産概算計算.stc

相続人関係図.stc

必要書類リスト.stc
買ったときの税金計算シート.stw
法人異動届（大阪市）.stc
法人異動届（府税）.stc

ファイル名
プロジェクト管理.stc

販売業務/担当者スケジュール.stc

シート名
・サンプル
・原本
・原本

・運転日報
・運転日報記入例
・営業マン時間分析

・販売目標必達月次計画
・月度訪問計画_実績表
・営業週報

・与信申請
・試験研究費
・粗利益分析表

・最新版

・カード_家賃明細
・控除金明細

・原本
・リース料支払一覧表
・仮出金票
・期日別手形管理表

・現金出納帳_見本
・現金出納帳
・1ヶ月ごとの資金繰り表
・使用ガイド
・資金繰予定_実績検討表
・使用ガイド
・資金繰り_月次_
・資金繰り_月次__2_
・原本
・車両管理台帳_原本_
・借入金一覧表原本
・総債権残高検討表
・業務日報
・使用ガイド

・買掛金仕入支払表
・使用ガイド
・買掛金管理表
・売掛管理表
・買掛管理表
・未払金管理表
・売掛金集計表
・買掛金集計表
・原本
・シート1
・12_11領収書の見本

・交通費_給与口座申請書
・通勤_給与
・通勤
・職種別条件一覧表_記入用紙_

・選考準備チェックリスト

・入社事前準備事項リスト
・交通費_給与口座申請書

・個人開廃業届
・青色申告承認申請
・給与支払事務所届
・納特届
・簡易課税選択不適用届
・課税期間特例選択届
・課税期間特例選択不適用届
・原本

・相続依頼時確認事項
・相続依頼時確認事項2
・家族名義財産リスト
・必要書類リスト
・身辺関係図
・相続人情報
・必要書類リスト

・原本
・原本

シート名
・業務一覧表
・担当者_予定表
・製作プロジェクト_タスク表
・製作プロジェクト_フロー
・製作プロジェクト_予定表

■ マネージメントの道具箱　（テンプレート）

■ プロジェクト管理　（テンプレート）

■ 宛名ラベル　（テンプレート） ■ 写真　（素材）
ファイル名
宛名10面 WL-SG9957.ott
宛名21面 WL-SG3864.ott
宛名24面 WL-SG3464.ott
宛名16面 WL-SG3499.ott
宛名18面 WL-SG4663.ott
宛名14面 WL-SG3899.ott
宛名1面   WL-SG199289.ott
宛名8面   WL-SG9967.ott
宛名12面 WL-SG6372.ott
宛名4面   WL-SG99139.ott
宛名6面   WL-SG9993.ott
宛名65面 WL-SG3821.ott
宛名2面   WL-SG188143.ott

オーディオカセット12面 WL-SGACL.ott
CDDVD2面 WL-SGCDA4.ott
CDDVD2面No2 WL-SGCDB.ott
CDフルフェイス2面.ott
フロッピーディスク12 WL-DISKw.ott
フロッピーディスク15 WL-DISKf.ott
ミニCD4面 WL-SGMINICD.ott
ビデオテープ12面 WL-SGVTF.ott

フォルダ名
［住所ラベル］

［メディアラベル］

［素材］／［写真フォルダー］／［写真］の中に JPEG形式で
900点以上の写真素材を収録しています。

■ クリップアート　（素材）

［素材］／［クリップアート］の中にジャンル別に PNG形式で
6,500点以上のイラスト素材を収録しています。

● インストール先について

初期設定では、［アプリケーション］内に［RexOfficeビジネス素材
テンプレート］フォルダとしてインストールされます。

※収録されている素材の使用条件は、それぞれのフォルダに納められ
ているライセンスに関する文書ファイルに記載されています。

※［テンプレート］フォルダ内の「収録テンプレート.stc」に、ビジネス
用テンプレートというシートが掲載されていますが、今回のバージョ
ンでは未収録です。ご了承ください。




