ライセンス数を増やしたいお客様へ

桐10s 通常版
桐の標準パッケージです。
初めて桐をご利用になる場合にお買い求めください。

桐10s 追加ライセンス
（1本、5本、10本）

すでに桐10sをご利用のお客様が、ライセンス数を増やす場
合にお買い求めください。
桐10sの標準ライセンスをお持ちのお客様が対象です。

梱包内容：インストールキーカード・お客様登録カード、CD-ROM、使用
許諾契約書、はじめにお読みください、
ファーストガイド

梱包内容：インストールキーカード・お客様登録カード、使用許諾契約
書、登録のご案内

桐10s 優待版

桐（全バージョン）、Excel（全バージョン）をお使いのお客様、
および教育機関を含む学生・学校関係者向け優待商品です。
※「学割版」
「アカデミック版」をお求めの方はこちらをご購入ください。
※商品内容は「桐10s 通常版」
と同じです。

オンラインショップ「桐プレミアムクラブ」

桐10s 優待版 アカデミック10本セット

オンラインショップ「桐プレミアムクラブ」
では、桐ユーザー様向
けの特別商品を扱っています。
詳しい内容はこちらをご覧ください。

教育機関、および学生・学校関係者向けに「桐10s 優待版」を
10本セットにした商品です。

桐プレミアムクラブ

https://kiri.kthree.co.jp/premium-club/

※商品内容は「桐10s 通常版」
と同じです。

表計算ソフトのような操作感、柔軟なデータ処理、美しい印刷。
国産のデータベースシステム『桐』ならではの
使いやすさと表現力をぜひ体感してください。

桐の仕様

動作環境
OS

Microsoft Windows 10 日本語版（32ビット/64ビット）
Microsoft Windows 8.1 日本語版（32ビット/64ビット）
Microsoft Windows 7 SP1 日本語版（32ビット/64ビット）
※ 64ビット版Windows環境で使用した場合でも、桐は32ビットアプリケー
ションとして動作します。
Windows RTでは動作しません。

CPU/メモリ
OSごとに必要とする環境以上を推奨
推奨：快適なご利用のために約1.0GBの空きメモリがあること

画面

XGA(1024×768)、ハイカラー（16ビット、65536色）以上

インストールに必要なハードディスクの空き容量
400MB以上
推奨：桐の運用のために2.0GB以上の空き容量があること

そのほかに必要な機器
マウスまたはポインティングデバイス
CD-ROMドライブなど
（インストール時に使用）
互換性

桐10と桐10sは、すべてのデータを相互に使用することができま
す（桐10sで追加された一部機能については、桐10での使用に制
限があります）。
桐6〜桐9で作成したデータは、桐10のデータ形式に変換して使
用することができます。
桐9で作成したデータを、桐9のデータ形式のまま使用することが
できます（制限事項があります）。

Excelとのデータ交換
Microsoft Excel 2016
Microsoft Excel 2013
Microsoft Excel 2010
※ Excelとのデータ交換には、対応するExcelが正常に動作する環境が必要
です。
桐Excelブリッジを利用するには「.NET Framework 3.5」が必要です。

注意：
・すべての機種での動作を保証するものではありません。
・セキュリティソフトにより、桐の一部の機能が正常に動作しない場合があります。
・タッチ操作は“タップ”と“ホールド”が使用できます。
・ODBCドライバは32ビット版をお使いください。
・文字コードは「JIS X 0213:2004」の範囲で動作確認を行っていますが、
ご利用のフォントによっては、
「JIS
X 0213:2004」のすべての文字を表示・印刷できない場合があります。

ファイルサイズ
レコード数
レコード長
項目数
データ型

表

結合表/外部データベース
結合可能な表の数
結合表のネスト

約32GB / 表
約10億レコード / 表
8,000文字 / レコード
2,000項目 / 表
文字列、数値、通貨、整数、長整数、実数、
日時、
時間、
カウンタ
50表 / 結合表
20 / 結合表

フォーム

フォームの形式
表示倍率

カード、一覧表、伝票
10%〜200％

レポート

用紙サイズ
7.6cm 〜 56cm
オブジェクトのサイズ 2mm 〜 420mm
タイルオブジェクトの分割数 最大208

グラフ

標準棒、積上げ棒、構成比棒、折れ線、近似曲線、標準層、構成比層、多重
円、並列円、標準レーダ、並列レーダ、散布図、株価、ＳＤ棒、ＳＤ折れ線

バーコード印刷
JAN、CODE39、CODE39(CC)、NW-7、新郵便番号、２次元QRコード、ITF、
物流コード、UCC/EAN-128、EAN-128、料金収納EAN-128
※UCC/EAN-128は2006年からGS1-128と名称が変更されています。
表示･印刷できる画像ファイル
JPEG、GIF、BMP、PNG、TIFF
他ソフトとのデータの受け渡し
Microsoft Excel ワークブック( xlsx、xls)、CSV、テキスト、K3フォーマット、
PDF、外部データベース※１
※1: ODBCドライバで接続した外部データベースの編集・書き出し
メール送受信

POP3（受信）
とSMTP（送信）のメールサーバーに対応

関数（種類） データ型変換、算術、文字列操作、文字種、
日時、集計、比較･判定、置換、
ファイル、
レコード、表の属性、表の状態、
フォーム・レポート、システム、
ネットワーク、変数操作、外部データベース、その他
一括処理コマンド
（種類）
ファイル操作、データ操作、表属性、フォーム連携、入力、会話処理、集
計、印刷、
グラフ、変数操作、実行制御、画面、
フォームイベント、
フォーム
メソッド
セキュリティ セキュリティキー
管理者ID
パスワード
暗証番号
利用者コード

4 〜 72文字
4 〜 72文字
4 〜 20文字（管理者 / ログオン）
4文字（管理者 / ログオン）
定義、更新、参照

Microsoft、Windows、Excel は米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

株式会社 管理工学研究所
〒153-0063 東京都目黒区目黒3-9-1 目黒須田ビル2F
TEL:03-5794-3544（ユーザーサポート）
ホームページ : http://www.kthree.co.jp/kiri/

思いのままにデータ活用︒

一般販売商品

探す・集める
条件に合ったデータを探す・集める（絞り込む）
ことは、桐ではとても簡単
です。指定の値を含む・含まない、重複の有無などのすべての条件指定が
ダイアログからSQL不要で行えます。
しかも絞り込まれた結果に対して更
に探す・集めることができるので、難しい条件式を書かなくても、わかりや
すい条件をひとつずつ実行することで同じ結果が得られます。
たとえば案内状を印刷する場合
前回不達の人を選択してから、
「補集合」で案内状を送る人を集めることができます。

30年を超えても、桐は
相変わらず使いやすくて
信頼できるソフトウェアです。
やりたいことがすぐに始められる使い勝手と、思いにあわせて調整できる柔軟性、
そして作ったデータベースをみんなで使える拡張性。
使う人中心にデザインされたシンプルで奥行きのある機能体系と、
日本語を正しく使う力をあわせ持ったデータベースシステムがここにあります。
1986年の誕生から、ずっと変わらない使いやすさと信頼性をお届けします。

不達の人

案内状を送る人

ためる・入力する
桐はデータベースなので、データが増えても快適に作業が進められます。
こ
れは表計算ソフトとの大きな違いです。
桐はテキストファイル、CSV、Excelファイルなどのデータを簡単に読み込むこ
とができます。
とくにExcel⇔桐の変換はとてもスムーズなので、Excelと桐を
行き来しながら処理を行うこともできますし、Excelの苦手な処理（例えば印
刷）だけを桐に任せるといった使い分けも可能です。
Excel⇔桐もスムーズに変換

Excel

桐

日本生まれの日本語力
文字情報基盤サポート - 行政で用いられる人名漢字等約 6 万文字に対応。

たとえば同じ値をもつデータを集める場合

集めたい支店をマウスで右クリックし、メニューから
「同一値」を選んで絞り込むこ

印刷する

JIS第３・第４水準漢字を完全サポート

桐 10 の文字コードは Unicode ベース。JIS 第 3・第 4 水準漢字を完全サポートしました。

とができます。

日本語のための様々な機能はそのまま、官公庁で使用している名前の文字や、今後追
加される文字にも対応できます。
項目を指定するだけで、きれいな表組みの印刷物を作成できます。
データを自由にレイアウトできるレポート機能も用意。80を超えるテンプ

目黒支店だけ集める

桐9

桐10

レートを使用すれば、はがきや封筒、送り状や納品伝票などへも手軽に印
刷できます。
レポートのテンプレートから市販の用紙に印刷

JIS第1、第２水準漢字

加工・集計する

JIS第1、第２水準漢字

JIS第３水準漢字
JIS第３水準非漢字
JIS第４水準漢字

すぐに使える文字情報基盤

同じ意味・読み方を持ちながら、表記が異なる文字を異体字といいます。桐 10では異体
字を扱うために Unicode に導入された IVS をサポート。行政の電子化への活用が進む｢文

表に集めたデータを活用するために、並べ替え・置換・併合・グラフ・集計
などの加工・集計機能が用意されています。

字情報基盤」に対応しました。
詳しくは IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）の WEB へ
http://mojikiban.ipa.go.jp/4081.html

さらに桐10では、文字情報基盤に含まれる文

たとえば売り上げの表から集計する場合
日々の売り上げ

字がすぐに使い始められるように、IPA が提

日付別に支店毎の集計をする

供する IPAmj 明朝フォントを同梱。IPAmj 明
朝フォントを利用することで、戸籍統一文字
および住基統一文字に準拠した名簿や住所録
が作成できます。

支店ごとに集計する
15種類のグラフを作成可能
基本となる文字
（基底文字）

同じ意味・読みを持つ異なる字形の文字
（異体字）

桐の詳細についてはこちら

http://www.kthree.co.jp/kiri/

一覧表印刷の段組み印刷

縦書きの表組み

