
クラウドシステムだからどこでも見積書が作成可能！ 作成した見積書はスピーディに共有でき
過去の見積情報の参照も簡単！ 階層見積機能や諸経費計算機能、歩掛・労務費算出機能など
建築業に特化した豊富な機能でお客様の見積業務の効率化をしっかりサポートします。



使えるくらうど建築見積V2
見積業務をもっと簡単に！

で

そんな方にこそ見積書の作成＆管理が簡単に、効率的に行える
「使えるくらうど建築見積V2」をオススメします！

表 計 算 ソフトで の見 積 書 作 成 に
時 間 を 取ら れて いませ ん か？

見積書の作成～共有を簡単操作で行える建築業向け見積作成ソフト
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管理職と営業職間、スタッフ間での

見積情報の共有が簡単にできるので、

スピーディな見積提出や複数人での

共同作業が行えます！

操作は簡単、分かりやすい画面で見

積書を作成できます。過去見積書の

全体または明細コピーの使用で作業

時間の短縮が可能です！

インターネットに接続できる環境さえ

あれば、社内外問わずどこでも、いつ

でも、見積書の作成や確認作業に取

り掛かれます！



歩掛・労務費算出
歩掛係数を設定して
労務費を自動的に算出

原価把握・実行予算管理
原価を把握しながら
見積書を作成できます

過去の見積案件の
参照・利用が可能

過去見積参照

unit price

全体、明細ごとで金額を
一括変更できます

単価一括修正

階層機能
最大５階層まで対応

ツリー形式でわかりやすい

どこでも見積
外出先でも見積の
作成や確認が可能

諸経費や出精値引きの計算も
簡単に行えます

諸経費設定

CSVフォーマットを作成して
明細のインポートが可能

明細CSVインポート

hierarchy expenses

CSV

cost

 CSV

labor cost

取引先名や案件名などを
指定して簡単検索

簡単検索

search

明細マスタをカテゴリ分けして
管理できます

明細マスタ管理

master

見積書以外にも請求書や
納品書なども発行可能

帳票パターン切替

pattern

Excel見積書を取り込み
オリジナルレイアウトを作成

Excelレイアウト取り込み

Excel

 Excellabor cost



建築見積業務を
どこでも簡単に

誰でも分かりやすい操作画面と簡単操作でお客様の業務効率化をお手伝いする
豊富な機能をご紹介します。

クラウドシステムだからインターネットに接続可能な環境さえあれば社内・外を問わず、どこにいても見積の作成および共有が可能

です。見積作成方法はとても簡単で、あらかじめ登録した明細マスタから明細を選択すると、必要項目が自動入力されるので誰でも

簡単に見積作成を行えます。Enterキーでのカーソル移動や、ドラッグ＆ドロップでの行の移動にも対応したスムーズな操作性で

見積作成業務の効率化をお手伝い！

わかりやすい作成画面から直感的な操作で作成した見積を見積書Excelとして発行できます。またExcelレイアウト取り込み機能

で作成した帳票パターンを呼び出して印刷することも可能です。

社内でも社外でも見積作成

Excelで見積書発行

どこでもらくらく見積書作成

●  見積作成画面

●  見積書

Excel形式で出力

Enterでカーソル移動

●  明細選択ダイアログ

明細マスタから
選択するだけ

ドラッグ＆ドロップで行を移動



建築見積で必須となる内訳明細書のような階層化された明細作成に、最大5階層までの階層見積で対応しています。

階層化したい明細を選択するだけで階層が作成され、複雑に階層化された明細も明細ツリー表示で各階層を確認できます。

階層化された見積は各階層ごとに分かれたExcelとして発行することができます。階層ごとの合計金額が表示される内訳明細書の

ような見積書形式にも対応しています。

階層ごとに分かれた見積書Excelを発行できる

最大5階層まで対応

階層見積に対応

●  見積作成画面

●  明細情報（下層階層）

最大5階層まで
階層化可能

●  見積書（階層見積）
第一階層

第二階層

第三階層

第三階層

下層階層を表示



各見積ごとにかかる諸経費や出精値引き項目を設ける場合も簡単操作で追加できます。見積作成時に諸経費設定ダイアログに

任意の金額を入力、または見積合計金額に対してのパーセント（％）を入力すると自動計算された各金額が追加されます。

※ 出精値引きはマイナス（-）の値で入力

自動計算して追加

諸経費設定

見積金額を見積全体、もしくは選択した明細の単価単位で一括変更できます。修正方法は修正対象・単価を選択して掛け率を入力

するだけで一括変更が可能なので、見積額の見直しの場合などに活用できます。そして、掛け率をかけた修正単価に対して、単価の

桁と端数の丸め処理方法も設定できます。

全体・明細ごとで一括変更

単価一括修正

●  単価一括修正ダイアログ

●  見積作成画面

●  諸経費設定ダイアログ

●  見積作成画面

金額もしくは見積合計額に
対しての割合を入力

諸経費と出精値引項目が追加

修正対象を選択して掛け率を入力

選択行の見積単価が30％高くなった
例 1,500円→ 1,950円



過去に作成した見積をコピーして新規見積作成できます。

よく使用する見積形式の場合など、過去見積から必要箇所を変更するだけで見積を作成できます。業務の効率化はもちろん、見積

作成の経験が浅い社員が見積作成する場合のサポートになります。

見積作成の効率化をお手伝い

過去の類似案件の見積全体をコピーして新規見積作成するだけではなく、過去見積の明細部分のみのコピーも行えます。

例えば、過去見積内の特定階層の必要な明細部分だけをコピーして使用することが可能です。

過去見積データの明細部分のみをコピー

過去見積参照

●  見積作成画面

●  新規見積作成画面

●  過去見積選択ダイアログ

●  テンプレート選択ダイアログ

●  過去見積部分コピーダイアログ

新規作成時にベースとなる
過去見積を選択するだけ

見積データを流用して
業務効率化

効率的に見積作成できる

見積全体だけではなく
特定階層の必要明細部分だけを

コピーすることも可能



●  CSVフォーマット設定画面

CSV形式の明細情報を見積明細部分にインポートできる機能です。

例えばExcelで作成された見積の明細をインポートする場合は、Excel見積書に合わせたフォーマットのCSVファイルを設定・

ダウンロードし、明細情報を入力してCSVファイルを再度アップロードすればインポート完了です。

簡単操作でフォーマットを作成

明細CSVインポート

見積作成時に常に原価（実行単価）を把握しながら見積を作成できるので、原価に沿った適切な見積作成が行えます。

また、項目や見積全体の合計金額だけではなく利益率も常に表示されます。見積作成時に原価を明確に把握することで、正確な

実行予算管理にもつながります。

原価を把握しながら見積作成

原価把握・実行予算管理

CSV

●  インポート用CSVファイル

●  見積作成画面（明細情報）

簡単操作でフォーマット設定
フォーマット登録も可能

明細部分に
データがインポート

あらかじめ一定の利益率を
見積単価に付与する設定も可能

明細情報を入力して
アップロード

●  見積作成画面

原価・利益率を把握しながら
見積作成ができる



明細ごとに歩掛係数を設定でき、歩掛合計からある一定の明細に要する労務費を自動算出できます。明細に対する歩掛係数（最大

4パターンまで設定可能）は、明細マスタであらかじめ設定することができます。

歩掛係数を設定

歩掛・労務費算出

Excel形式で作成された見積書レイアウトを取り込み、レイアウト上で見積を構成する各データの出力位置を設定して帳票パターン

として登録できます。当機能を活用することにより、今まで使用していたExcel見積書と同じレイアウトの見積書を発行できると

ともに、オリジナルレイアウトの見積書を新規作成することも容易になります。

Excel見積書からレイアウトを作成

Excelレイアウト取り込みExcel

歩掛合計が労務費の数量（人工数）となります
例 歩掛0.7×単位 1+歩掛0.6×単位2 =労務費 1.9 

●  見積作成画面
歩掛からの労務費算出も自動化で効率アップ

●  印刷レイアウト作成画面

●  フィールド設定ダイアログ

各データの
出力位置を設定

Excel形式の見積書を
取り込んで帳票パターンを作成

今まで使用していた見積書と
同じレイアウトの見積書が発行できます



見積書以外にもExcelレイアウト取り込み機能で作成した請求書や納品書などの発行にも対応しています。

帳票パターンを切り替えると、自動的に選択した帳票パターンに沿った項目・レイアウトに書式が変更され発行できます。

見積書以外も作成できる

帳票パターン切替

明細をカテゴリ分けして明細登録できるので、膨大な数の明細もまとめてすっきり管理でき、なおかつ見積作成時に素早く明細を

呼び出せます。呼び出し時は、全体もしくはカテゴリごとに明細検索が可能です。

また、各明細に実行単価・見積単価・単位を設定しておけば、見積作成時に明細を選択すると同時にこれらが自動入力されるので後

は数量を入力するだけで簡単に見積作成できます。

明細をカテゴリ分けして登録

明細マスタ管理

●  見積詳細画面

●  請求書 (表紙・明細別)

見積作成時に帳票パターンを選択

指定したパターンの
レイアウトで発行

●  明細登録画面

歩掛係数の設定もできる

●  明細選択ダイアログ

商品CDや名称などで
検索も可能

カテゴリ設定することで
明細選択をスムーズに



過去に発行した見積も提出先名や案件名などで検索設定をして絞り込み、素早く検索できます。また、検索設定は複数条件設定に

対応しているので、ピンポイントで過去見積を検索できます。また、ソート設定で検索結果の並び替え表示も行えます。

検索設定で過去見積を素早く検索

簡単検索

提出先名や案件名などで素早く絞り込み
複数条件検索も可能

各部材に対して必要になる諸経費をあらかじめ設定することにより、各部材の見積金額に合わせた必要諸経費を自動計算できます。

例えばA部材に対する必要諸経費を5%と設定した場合、A部材の見積金額の30,000円対して、その3％にあたる900円が必要諸経費

として自動計算されます。

各部材にかかる必要諸経費を自動計算

必要諸経費計算機能

●  見積一覧画面

ある部材の諸経費設定が3%の場合
見積金額 30,000円に対して3％にあたる900円が

必要経費として自動計算される

必要諸経費の自動計算により
見積業務の効率化をサポート

●  見積作成画面

※ 2019年11月以降リリース予定




