
■持っているデータをそのまま利用
ファイル変換または読込み機能で以下のファイルは直ちにDBProファイル
に変換できます。
●コンマ・タブ・任意文字区切りのテキストファイル
●固定長項目テキストファイル
●Access・Excel・桐（MS-DOS版）・The CARD・Lotus1-2-3・
dBASE

■自社独自の販売管理システムを低コストで
「うちの仕入れ方法は特殊だから出来合いの販売管理ソフトではうまく行か
ない…」「従来から使っている伝票と同じ形で印刷したいのに…」企業の業
務は十人十色。DBProなら業務形態に合わせたシステムを低コストで実現
できます。

DBProなら簡単にできます !!

エンドユーザーデータベース『デービープロ』 

■商品カタログ、アルバムなどの画像データベースに
デジタルカメラの普及により画像ファイルは増える一方。強力なデータベ
ース機能が画像整理に一役買います。V4からは表印刷にも画像が出力でき
るようになりました。

■長い文章もそのまま電子ファイリング
定期的に発生するレポートはカードを使って直接データベースへ入力、あ
るいは受け取った電子メールをデータベースへ転送。DBProの文字列型項
目は長さ無制限。すべてのデータが検索の対象になります。

■過去帳管理や歴史年表を陰暦で
DBPro V1のときから内部データはユリウス日でもつ強力な日付機能。
V4からは陰暦処理や明治以前の元号も加わり一層強力になりました。例と
して「歴史データベース on The Web」（http://macao.softvision.co.jp/
dbpwww/）をご覧下さい。

■1,000を超える部品管理も一つの表で
部品一つを1レコードとした正規化されたデータベースでは扱いにくい業
務も、DBProなら1製品に対するすべての部品を項目として1枚のカードに
並べられます。DBProの項目数は最大約4,000。

■基幹データベースの補助ツールとして
Oracle, SQL Serverなどの他のデータベースからODBCを利用して
DBProの表ファイルに欲しいデータを抽出し、編集、集計、帳表出力など
を手軽に行うことができます。DBProで編集したデータを元のデータベー
スへ書き戻すこともできます。

■HTMLに書き出してホームページで公開
表のデータを書出しコマンドでHTMLに書き出すだけで、DBProで見てい
た形と同じHTMLの表が作成できます。ホームページに転送すればインタ
ーネットへの公開が完了します。

■XMLデータベースのデータ入力ツールとして
ネット上のサーバーではXMLを利用してデータ転送する形態が急速に増え
ています。しかし、XMLデータを生成・編集するエディタやデータベース
ソフトは使いやすさの点においてはまだまだです。DBProのXML書出し
機能を利用すると、XMLデータの生成にパソコンデータベースで培われた
使いやすい入力・編集・検索機能を利用できます。

■すぐに使える市販帳票フォーム集
はがきや各社の市販帳票など、300種以上のカードがデザイン済みです。

Windows Me／98／95／2000／NT4.0
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エンドユーザーデータベース『デービープロ』 

特 長 主な仕様
■データ要素
ファイル数 無制限（ディスク容量に依存）
レコード数 最大約21億／ファイル（ディスク容量に依存）
レコード長 可変長：無制限（ディスク容量に依存）
項目数 最大約4,000項目／レコード
データ型 文字列型 文字数無制限、可変長

数 値 型 ±10-127～±10+127（有効桁数20桁）
整 数 型 -2,147,483,647～2,147,483,647
実 数 型 およそ±4.19×10-307～

±1.67×10+308（有効桁数15桁）
日 付 型 紀元前4713年1月1日～

紀元9999年12月31
時 刻 型 00:00:00～23:59:59
年月間隔型 -2,147,483,647ヵ月～2,147,483,647ヵ月
日時間隔型 -2,147,483,647日23時間59分59秒～

2,147,483,647日23時間59分59秒
ファイル型 任意のファイル名

バーコード JAN、CODE-39、NW7、ITF、UPC

■表ファイル
表属性 専有／同時使用、検査条件、…
項目属性 項目名、データ型、初期値式、選択肢、使用入

力システム、検査条件、…
索引 昇順／降順／辞書順／文字符号順、…
権限 参照、更新、挿入、削除、再定義、…
その他 表示形式、印刷形式、探索条件、集計定義、ク

ロス集計定義、併合定義、書出し／読込み定
義、フォント設定、登録置換式、…

■カードファイル
カード属性 編集対象表、グループ化項目、プリンタの設定、

サイズ、ヘッダー／フッター、…
シート属性 背景図形、図形変形法、非印字、…
オブジェクト 項目、式、表、図形、ボタン、OLE枠、…
オブジェクト属性 対象項目、編集用コントロール、式、表の要素、ボ

タンの機能、OLEのプロパティ、書式、配置、縦
書き、ラベル、…

表示画像 BMP、DIB、TIFF、JPEG、PCX、GIF、EPS、
WMF、DXF、FPX、PNG、PCD

■ビューファイル
ビュー種別 結合、和集合、差集合、積集合
ビュー属性 元表、単一化、強制結合（左外結合）、…
その他 項目属性、照合キー、表示形式、権限、…

■スクリプトファイル
スクリプト属性 対象ファイル、専有／同時使用／バックアップ、…
コマンド 読込み、整列、選択、対話編集、併合、集計、印刷、

繰返し、次のスクリプト、…

■DPLの実行
ステートメント 宣言、構造、代入、実行制御、ファイル操作、

レコード操作、探索、表操作、表示、サウンド、
プロセス起動、機能制限、…

その他 デバッグウィンドウ、実行形式作成、…

■表とカードで連動表示
一覧するときは表形式で、詳細データはカード形式で。同
じデータをいくつもの異なる形で見ることができます。

■余裕の大容量
1レコードの項目数は最大約4,000。項目の長さ、レコード
長は無制限。その他のデータも原則として資源が許す限り
無制限です。

■可変長データ／可変長表示
DBProではデータの長さを気にする必要がありません。実
際のデータの分だけファイルに格納され、長さに応じて表
示領域も拡張されます。

■簡単かつ本格的なネットワーク対応
同時使用チェックをオンにするだけですべての制御が自動
的に行なわれます。排他制御はレコード単位です。

■低コスト
サーバーが不要なので、Windows Me/98/95 同士のネット
ワークでも複数人の同時使用ができます。簡単なことは自
分でできるので専門家に依頼する必要がありません。

■高度な印刷
日本のビジネス事情に合わせて印刷の設定は数え切れない
ほど。自動拡張、占有段数、あふれたら別フォント、…。

■OLEオブジェクトの表示・印刷
Microsoft Excelなど、OLEサーバー機能をもつアプリケー
ションのデータは、DBProのカード中に表示・印刷すること
が可能です。（DBProにOLEサーバーの機能はありません。）

■豊富な組込み関数
表引き、自動ふりがな、日付など。関数には様々な便利機
能が組み込まれています。

■スクリプト
プログラムを知らない方でも実行したいことをチェックす
るだけの簡易一括処理機能です。

■DPLによるアプリケーション作成
本格的なアプリケーションの作成には DPL（DBPro
Programming Language）をご利用ください。対話機能と連
携した日本語コマンドによる分かりやすいプログラミング
言語です。

■すぐに使えるサンプルとデータ集
7桁郵便番号簿／全国を網羅：146,000レコード
帳票フォーム集／各社の市販帳票 300種
住所録／すぐに使える表とカード
販売管理システム／カスタマイズ可能
画像データベース／料理レシピ
デジカメ写真整理／DBProアルバム
機能別サンプル／各機能の使い方
DPLサンプル集／ツールまたは部品として

OS／Microsoft Windows Me/98/95/2000/NT 4.0（日本語版）

本体・周辺装置／上記OSが稼動するコンピュータ、メモリ、
プリンタ等

入力システム／上記OSで使用可能な入力システム（日本
語以外も含む）。ただし、自動ふりがな機能はMS-IME機能
に準拠しているものに限ります。

ネットワーク／上記OSが対応しているネットワーク

DBPro Standard V4.5（デービープロ・スタンダード）
標準価格（税別）28,000円
標準的なDBProです。１台のパソコンにだけインストールできます。ネッ
トワーク上のファイルを二人以上で同時使用することはできません。

DBPro Multiuser V4.5（デービープロ・マルチユーザー）
ネットワーク上のファイルを複数人で同時使用できるDBProです。それ
ぞれ、指定台数のパソコンでご利用いただけます。

DBPro Academic V4.5（デービープロ・アカデミック）
標準価格（税別）18,000円
学生・教職員向けの廉価版です。機能はStandardと同等です。購
入時とユーザー登録時に身分証明が必要になります。Academic
は個人用ですので、教材用には DBPro School、学校事務用には
StandardまたはMultiuserをお求めください。

DBPro School V4.5（デービープロ・スクール）
情報処理教育に使っていただくための教材用DBProです。機能は
Multiuserと同等です。それぞれ指定台数のパソコンでご利用い
ただけます。

商品構成

製品名 台数 標準価格（税別）

DBPro Multiuser 2 V4.5 2 ¥50,000

DBPro Multiuser 5 V4.5 5 ¥125,000

DBPro Multiuser 10 V4.5 10 ¥250,000

DBPro Multiuser 15 V4.5 15 ¥375,000

DBPro Multiuser 20 V4.5 20 ¥500,000

DBPro Multiuser 30 V4.5 30 ¥750,000

DBPro Multiuser 40 V4.5 40 ¥1,000,000

DBPro Multiuser 50 V4.5 50 ¥1,250,000

●StandardからMultiuserへ、Multiuserのユーザー数増加などのアップ
グレードサービスを行なっております。お問い合わせください。

「中西正和歴史年表」CD-ROM版（標準価格 3,000円 税別）
ソフトヴィジョンホームページで好評の「歴史データベース」の内容を充実してCD-ROMにしました。CD単体でも動作します。（対応OS：Windows Me/98/95/2000/NT4.0）

◎インターネットで詳しい情報を提供しています。体験版ダウンロードも可能です。

http://www.softvision.co.jp/dbpro/

動作環境

製品名 台数 標準価格（税別）

DBPro School 11 V4.5 11 ¥150,000

DBPro School 21 V4.5 21 ¥300,000

DBPro School 31 V4.5 31 ¥450,000

DBPro School 41 V4.5 41 ¥600,000

DBPro School 51 V4.5 51 ¥750,000

◆オプションキット
郵便番号住所辞書Kit 標準価格（税別） 8,000円
カスタマーバーコードKit 標準価格（税別）10,000円


