
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PDFまたは見積書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

PDF・Excelで見積書発行

どこでもらくらく見積書作成

●  見積書

PDF形式・Excel形式で出力

●  明細選択ダイアログ

●  見積作成画面

ドラッグ＆ドロップで行を移動

Enterでカーソル移動
あらかじめ登録した

明細マスタから選択するだけ



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PDFまたは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PDF・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



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

作成した見積は、あらかじめ用意されたレイアウトパターンを組み合わせたPDF見積書として出力できます。例えば、表紙有無やフォ

ントタイプ、明細欄のマイナス表記方法などを選択して、お好きなPDFレイアウトを簡単作成できます。

あらかじめ用意されたレイアウトパターンからPDF見積書を出力

PDF出力Excel

●  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

●明細選択ダイアログ ●プレビュー表示

パターン選択するだけで
簡単レイアウト設定

プレビュー確認しながら
レイアウト設計できます



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

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

●  見積詳細画面

●  請求書 （横・PDF）

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

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



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

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

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

●  見積一覧画面

●  明細登録画面



【東京営業所】TEL：03 - 6866 - 8830
〒160 - 0022
東京都新宿区新宿 2-5-12 FORECAST新宿 AVENUE 6 階
【大阪営業所】 TEL：06 - 6541 - 0275
〒550-0014
大阪府大阪市西区北堀江 2-4-11 サンライズビル 9F-18
【広島営業所】TEL：082 - 535 - 5310
〒730-0022
広島県広島市中区銀山町 3-1 ひろしまハイビル21 16 階
【札幌営業所】TEL：011 - 252 - 9245
〒060-0052
北海道札幌市中央区南２条東２-１６ 堀尾ビル３階 大通東センターオフィス３８号室
【福岡営業所】TEL：092 - 710 - 7792
〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル 3 階
【名古屋営業所】TEL：052 - 856 - 9606
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4-24-16  広小路ガーデンアベニュー 3・4F
【北関東営業所】TEL：048 - 658 - 8720
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-266-3 シンワKIビル リージャス大宮ウエストセンター
【沖縄サテライトオフィス】
〒900-0012
沖縄県那覇市泊 2丁目1-18 T＆C泊ビル 5F

※ 本パンフレットに掲載されている画面イメーシ お゙よび仕様は製品の改良等のために予告なく変更する場合がございます。ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。


