●準備

データ保管場所
万が一、データが開かなくなった時等はご参考ください。

コンピューター
（C）
ローカルディスク
●栄養

JBBA
Bin
conf   
※ソフトの動作システム等です。触らないでください。

excel_feed_output
“SUKOYAKA 栄養 ”のデータ保存場所
●馬体

参照：給与飼料計算の保存（⇨ 2-4-3：P20）
excel_horse_output
“SUKOYAKA 馬体 ”

馬体測定データ、体重グラフのデータ保存場所

参照：測定情報表示画面（⇨ 3-10 8）：P31）
multi
“SUKOYAKA 馬体 ”

複数馬選択時のデータ保存場所
●応用編

参照：馬体重グラフ画面（⇨ 3-9 6）：P29）
input_data
feed_mng
“SUKOYAKA 栄養 ” 給与飼料のデータ保存場所
参照：給与飼料選択画面（⇨ 2-5：P21）
オリジナル飼料の作成（⇨ 4-1 Q7:P40）
新たなグループ作成
（エクセル形式）(⇨ 4-1 Q8:P42)

●資料編

horse_mng
“SUKOYAKA 馬体 ”

馬体情報管理ファイルのデータ保存場所

参照：ファイル保存画面（⇨ 3-4：P25）
ファイル選択画面（⇨ 3-5：P25）

※ Windows 版でインストール時に保存場所を指定しない場合。
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