
「コンペイ君」インストール手順書 

■ ダウンロード方法について         P,1～ 

 

■ ログイン方法について           P,4～ 

 

■ プリンタ設定方法について         P,6 

 

■ 「サンプル印字」印刷方法について     P,7～ 

 

■ 補足                   P11～ 
   ① 払込票データ一覧の表示が真っ黒！？ 

   ② 印字位置調整方法 

   ③「Path or file not fund」又は 

      「次のラベルのディスクを挿入して下さい」のメッセージが出る 

   ④ データバックアップ方法 

   ⑤ アンインストール方法 

   ⑥ dataフォルダの貼り付け 

   ⑦ ユーザーアカウント制御(UAC)方法 

 

注意１：Windowsのログイン権限は管理者でお願いします。 

注意２：収納結果受信ではＦＴＰポート２１番の開放が必要です。 

注意３：セキュリティに関連するソフト等を導入されている場合は、 

    事前にレベルを下げる、解除するなどでご対応ください。 

    ※ 尚、本ソフト以外に関したご質問は回答できません。 



「コンペイ君」ダウンロード方法について 
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■「コンペイ君」のダウンロード方法 

①ダウンロードサイト（http://www.well-net.jp/conveni/download.html）にて貴社OSに合った 

初回はフルパッケージをクリックします。 ※画面はWindows2000ですが、OSによっては異なります。 

②「ファイルのダウンロード」画面が表示されるので、［保存］をクリックします。 

③保存先を選び「保存」をクリックします。 

尚、ダウンロードはディスクトップがわかりやすいです。 

■パソコン変更の為のインストール、使用しているコンペイ君の動作環境が不完
全な為の再インストールの場合は、はじめにP.17補足④をご覧ください。 

http://www.well-net.jp/conveni/download.html
http://www.well-net.jp/conveni/download.html
http://www.well-net.jp/conveni/download.html


④保存したV3...SETUPをダブルクリックします。  

（圧縮ファイルのIconは使用のツールによって異なります） 

⑤解凍ツールに従ってZipファイルの解凍をお願いします。 

⑥V3...SETUPフォルダを開き、「CONPAYSETUP」をダブルクリックします。 

「コンペイ君」ダウンロード方法について 

2 

⑦「コンペイ君インストール」をクリックします。 



⑧「コンペイ君」セットアップ画面が出ますので「OK」をクリックします。 

「コンペイ君」ダウンロード方法について 

⑨「セットアップ」ボタンをクリックすると、インストールが始まります。 

※導入フォルダは、特に支障がない場合は表示の通りにして下さい。 

 

※セットアップ時に「システムにある一部システムファイルが最新でない･･･」のメッセージが出た時は 

 「はい」を選択する事でセットアッププログラムが更新を実施し、再起動後に正常に導入を開始できます。 

 

※インストール終了後「再起動しますか？」と聞いてきた場合は「はい」を選択し、再起動をして下さい。 

 

※「Path or file not fund」又は「次のラベルのディスクを挿入して下さい」のメッセージが出た場合は、 
 P,12補足③をご参照ください。 
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⑩セットアップが完了すると下記メッセージが表示されます。OKをクリックしてください。 

・パソコン変更でインストールされた場合、バックアップしたDataフォルダを貼り付けます。 → P.19補足⑥  

・その他の方は、コンペイ君の起動へ進んでください。 → P.5 

補足）６４ビットの場合、 ¥Program Files (x86)¥CONPAY 



ログイン方法について 

■ログイン・貴社名設定方法 

①ログイン画面では、貴社のID、パスワードを入力しOKボタンをクリックします。 

②自動構成画面が連続起動されます。［OK］ボタンクリックします。 

■「コンペイ君」起動 

① Windowsスタートメニュー より「すべてのプログラム」 

   →「CVS収納専用ソフト」→「コンペイ君」を起動します。 
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③契約者名称欄に貴社名入力、次へボタンをクリック 



ログイン方法について 

⑤契約者名称（会社名）欄に貴社名入力が反映しているか確認、 

④［保守］→［コントロール情報設定］順にクリックします。 
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プリンタ設定方法について 

■ご使用のプリンタをコンペイ君に認識登録をします。 

①コンペイ君メニューバーより「ファイル」→「プリンタ設定」を開きます。 

②設定ボタンよりプロパティ起動、プリンタを選択して印刷ボタンをクリックします。 
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③一度、プリンタ設定画面を閉じて、再度プリンタ設定画面を開き、プリンタが反映されているかご確認ください。 

設定 



①コンペイ君メニューバーより「ファイル」→「プリンタ設定」を開きます。 

7 

②EANコード印字にチェックを入れます。 

 ・自動的に解像度が表示されたら「OK」をクリックし、手順⑤へ進みます。 

 ・「0」又は空白の場合は手順③へ進みます。 

「サンプル印字」印刷方法について 

■EANコードの「サンプル印字」を印刷します 

③windowsスタートメニューより →「コントロールパネル」→「プリンタ」を開き、コンペイ君 

 をご使用のプリンタを選択します。 

解像度を確認後、 

OKをクリック！ 



「サンプル印字」印刷方法について 

⑥コントロール情報設定画面の「設定」をクリックすると確認画面が出ますので、「ＯＫ」をクリックします。 

④プリンタのプロパティを開き、解像度の表示があるか確認をします。 

 ・解像度表示がある場合：解像度値を手順②の解像度入力欄へ入力し、「OK」をクリックします。 

 ・解像度表示が不明の場合：手順②の解像度入力欄へ「600」を入力し、「OK」をクリックします。 

⑤【設定されました】と確認画面が出ますので、「ＯＫ」をクリックします。 
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解像度を確認後、 

OKをクリック！ 



※プリンターを変更された場合、再度コンビニへのバーコードテストが必要になります。 

 一度弊社宛にお電話ください。 【 電話 03-3580-0166 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「サンプル印字」印刷方法について 

⑦コンペイ君メニューバー「ファイル」→「払込票テスト印刷」を順にクリックします。 

⑧「印刷」ボタンをクリックします。 

 はじめは、コピー用紙をプリンタにセットし印字が合うかご確認ください。 

 印字が合っているようでしたら、払込票に１枚印刷してください。 

 印刷された払込票のバーコードが「CVS収納用」欄の枠内に印刷されているかご確認ください。 

 もし、以下の印字異常が発生した場合はそれぞれの手順に従って操作を行って下さい。 

 ・全体的に印字位置がずれている → P,12補足②へ 

 ・バーコードが他の字に重なっている → P,7手順②にて解像度値を｢1200｣又は｢300｣へ変更して下さい 
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※印字位置が正しいかどうか心配な場合、弊社で確認させていただきますので払込票にサンプル印字して 

 いただいたものを１枚ＦＡＸ下さい。 

 確認後、ご連絡いたしますので暫くお待ちください。 【 ＦＡＸ送信先 03-3580-0168 営業部宛 】 



補足① 
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■払込票データ一覧の表示が真っ黒！？ 

対策１： 

    ①デスクトップのアイコンが何もない場所で右クリック→個人設定を選択 

 

 

 

 

 

 

    ②ウィンドウの色を選択 

 

 

 

 

 

    ③指定する部分「アクティブタイトルバー」を選択し、④フォントの色を「白」に設定 

① 

③ 

④ 

② 



補足① 
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■払込票データ一覧の表示が真っ黒！？ 

①Windows「スタート」→「コントロールパネル」→ 「テーマの変更」を順にクリックします。 

②「Windows クラシック」を開きます。 

対策２： 



補足② 

■印字位置調整方法 

①コンペイ君メニューバー「保守」→「コントロール情報設定」を順にクリックします。 

②払込票上部・下部印字調整欄のX・Yの値を変更し調整を行います。 
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X：左右の位置を調整します。 

  マイナス（左へ移動）、プラス（右へ移動） 

 

Y：上下の位置を調整します。 

  マイナス（上へ移動）、プラス（下へ移動） 

③「設定」をクリックします。 



補足③ 
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■ 「Path or file not fund」又は「次のラベルのディスクを挿入して下さい」のメッセージが出る 

※今回のエラーはユーザー名に全角文字が使用されていることが要因です。 

 ユーザー名はWindows導入時に設定しているので変更が出来ないようです。 

 そこで環境変数を一時削除してもらい、「コンペイ君」インストール後に再設定するといった手順を 

 説明します。 

  

下記の値は、削除する前に必ず記憶（メモ等）をしておいて下さい。 

 

 

この画面はあくまでも例とします。 

全角文字が使用されていることを意味して
います。 

Windowsへログイン時 

 ユーザー名：全角文字使用が原因でした 

 パスワード：＊＊＊＊＊＊ 

御社の環境変数にTEMPと、TMPがあると

思います。今回こちらを削除し、インス
トール後再設定してもらいます。 

新規ボタンで再設定できます。 



補足③ 

14 

■ 回避手順 

①Windows「スタート」→「コントロールパネル」を順にクリックします。 

②「システムの詳細設定」を開きます。 

③「詳細」タブを開き、「環境変数」を開きます。 
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補足③ 

④「TEMP」選択後、「編集」をクリックします。 

⑤「変数値」をコピーし、新規メモ帳・他へ貼り付けます。必ずメモを忘れないで下さい。 

変数値の前に「変数名（例：TEMP）」を
タイトルでつけると、後ほど 
判別出来て楽です。 

⑥「OK」をクリックし、閉じます。 

⑦「TEMP」と同じ手順で「TMP」の変数値もメモ帳へ貼り付け、名前を付けて保存します。 

（例） 
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補足③ 

⑧「TEMP」選択後、「削除」をクリックします。同様に「TMP」も削除します。 

⑨全て削除しましたら、全画面を閉じます。 

⑩既にダウンロードしてある「コンペイ君」Setup.exeを起動し、インストールを行ってください。 

⑪先程削除した設定を元に戻します。再度、手順①･②･③で「環境変数」画面を開きます。 

⑫「新規」をクリックし、「ユーザー変数の編集」を開きます。 



補足③ 
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⑬先程メモ帳へコピーした値（変数名・変数値）を貼り付け、「OK」をクリックします。 

⑭「TEMP」の手順と同様に「TMP」の値も貼り付けます。 



補足④ 
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■「コンペイ君」データのバックアップ方法 

①「コンペイ君」メニューバー「ファイル」→「データバックアップ」をクリックします。 

②保存先を変更する場合は「参照」をクリックし、指定してください。 

 「開始」をクリックするとバックアップが行われます。 

※「コンペイ君」よりバックアップができない場合、コンペイ君導入フォルダにあるDataフォルダ 

（通常¥Program Files ¥CONPAY ¥Dataフォルダ）をフォルダごとコピーして頂ければ結構です。 

 補足）６４ビットの場合、 ¥Program Files (x86)¥CONPAY 

■パソコン変更の為のインストール、現在使用しているコンペイ君の動作環境が不完全な為の再イン
ストールの場合、「コンペイ君」データのバックアップを必ず行ってください。 

・パソコンを変更する場合は、バックアップ後ダウンロードへ進んでください。→P.1～ 

・コンペイ君の動作環境が不完全な（再インストールの）場合は一度コンペイ君をアンインストール 

 していただきます。→ P.19補足⑤ 



補足⑤ 
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■「コンペイ君」アンインストール方法 

①Windowsスタートメニューより→「コントロールパネル」→「アプリケーション（プログラム）の追
加と削除」を起動します。 

②『コンビニ収納専用ソフト「コンペイ君」』を選択し、「変更と削除」をクリックします。 

・プログラム削除後、ダウンロードへ進んでください。 → P.1～ 

③「はい」』をクリックすると、削除が開始されます。 



補足⑥ 
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■「コンペイ君」dataフォルダの貼り付け方法 

コンペイ君導入フォルダ（通常¥Program Files ¥CONPAYフォルダ）にバックアップしたDataフォルダを貼り付
けます。 

①コンペイ君導入フォルダ（通常¥Program Files ¥CONPAYフォルダ）を開きます。 

 補足）６４ビットの場合、 ¥Program Files (x86)¥CONPAY 

②バックアップしたDataフォルダを貼り付けます。 

・新規で導入される事業者様は、DATAフォルダを貼り付け後、コンペイ君起動へ進んでください。→ P.4～ 

・新しいパソコンへデータ移行される事業者様は、下記データの確認をお願いします。 

 

 

 

 

   コンペイ君起動後、払込票データ一覧画面下にある情報をメモをとり、新しいパソコンのコン  

   ペイ君と情報が一致しているかを確認してください。 

  

 

 □ チケット枚数 

 □ 件数合計 

 □ 支払金額合計 



補足⑦ 
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■ユーザーアカウント制御(UAC)方法 

画面右下のWindowsログマークから、コントロール パネ
ルにございますユーザー アカウントを開いてください。 

設定後を反映させる為、パソコンを再起動してください。 


