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ソフトピアが創業以来追求してきた工事管理 
塗装・防水業をはじめリフォーム業全般をカバーする 

究極の工事総合管理システム 
 

ネネネッッットトトでででどどどこここでででもももリリリアアアルルルタタタイイイムムムでででコココンンンパパパススス   

Ｃｏｍｐａｓ７ 
（コンパス・７） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今までワードやエクセルで分散していた工事データを一元化！ 
塗装・防水・リフォーム業務管理はこれ１本でＯＫ！ 

ＣＣｏｏｍｍｐｐａａｓｓ７７（（ココンンパパスス・・７７））でで、、ししっっかかりりネネッットトでで工工事事管管理理 
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ＣＣＣｏｏｏｍｍｍｐｐｐａａａｓｓｓ７７７ででで一一一連連連ののの工工工事事事業業業務務務ををを総総総合合合管管管理理理！！！ 

 
見積から受注・発注・予算管理、 
売掛管理、原価管理などの管理業務⇒経営分析まで 
Ｃｏｍｐａｓ７でトータルに社内業務管理できます。 

 
見積・積算管理→受注管理→予算段取→発注管理→実行予算管理→売掛管理→原価管理→年間・

実績計画（経営分析全社、事業部署、担当者までの予算対実績 ,等々．．．）までを一連の流れの中で

処理！ 
 
 
 

Ｃｏｍｐａｓのシステム・セキュリティ機能  

  

パスワード管理 
システム起動時にユーザーレベル毎の

パスワード＋ＩＤまたはパスワードのみで

起動します。 

 

ユーザー管理 
各担当者ひとりひとりにＩＤとパスワード割り

当てでシステムを使用設定できます。  

 

セクション管理 
ユーザーレベル毎に機能権限がありま

す。したがって、ユーザーまたは管理者

権限という設定が稼動します。機能によ

っては閲覧のみという設定も可能です。  
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予予予算算算管管管理理理   ・・・・・・・・・工工工事事事ののの利利利益益益追追追求求求ははは予予予算算算作作作成成成ががが基基基本本本   
 
 

受注後の外注管理、支払・請求予定。 
工事毎に実行予算作成し、 
安定した利益確保を目指せます。 
 
●請求予定を作成 ⇒ 請求・入金 売掛管理へ 
●外注費、労務費、材料費、管理費等の科目別に実行予算を作成 ⇒ 買掛支払・工事管理へ 
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工工工事事事原原原価価価管管管理理理・・・・・・・・・豊豊豊富富富ななな原原原価価価帳帳帳票票票、、、精精精細細細ななな利利利益益益管管管理理理      
 
 

予算ｖｓ原価 
工事台帳、原価科目毎、月別原価明細 
こんな帳票がほしかった・・・、Ｃｏｍｐａｓ７で実現。 
 
●外注費、労務費、材料費、管理費等の科目別に原価管理 
●原価入力データは年間実績データとして評価されます。 
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全全全社社社⇒⇒⇒事事事業業業部部部⇒⇒⇒担担担当当当者者者ごごごとととににに予予予算算算対対対実実実績績績ををを評評評価価価！！！   
 

 

全社⇒部門別⇒担当者別の実績評価、 
年度計画で各担当者の売上、利益目標を設定、 
積上処理で全社年間計画を策定します。 
 
全社⇒事業部署⇒担当者レベルで、外注費、労務費、材料費、管理費等の科目別に売上、利益を把
握できます。 

 
 
 
 
さらに年間計画をすることにより予算対実績を評価することにより、経営分析データとしての価値ある
デ ー タ を 蓄 積 で き ま
す。 
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現現現場場場にににあああっっったたた精精精度度度ののの高高高いいい予予予算算算原原原価価価ののの算算算出出出ととと管管管理理理   
 

 

参照入力で見積をしながら予算原価を算出。 
塗装仕様と連動で見積しながら塗装の㎡原価を算出、 
だから、塗装仕様書、使用材料一覧が作成可能 
 
見積参照入力 
Ｃｏｍｐａｓの参照入力は予め標準的な見積工事項

目、部位、仕様データが登録されています。これら

のデータを選択入力することによりワープロする手

間を省き、名称と仕様の組み合わせを学習（＝名

称仕様リンク）、さらにそれらの単位×単価×原価

を学習（単価学習）するので、使用する毎に自社標

準単価を蓄積でき、担当者でなくても見積、予算作

成の見積業務がスムーズに遂行可能です。 

 
 
 
 
実行仕様見積 
Ｃｏｍｐａｓは材料費と工賃、現場

にかかる経費（管理費）を合わせ

たものが原価であると定義し、㎡

あたりの直接材料費と直接労務

費（工賃）を算出、現場管理費比

率、一般管理費比率を掛け算出

します。 ここで算出された原価は

自動的に予算単価として用いられ

ます。 

直接材料費は材料仕入価格と塗

布量を㎡から求めます。直接労務

費（工賃）を求めるには、日当と 1

日の施工量から求めます。現場

管理費は、刷毛や副資材の損料

と現場にかかる経費です。これら

を基に塗装仕様データベースより、

㎡あたりの材工を求め、現場管理

比率、一般管理費を掛け、自社標

準原価を算出します。見積書の明

細毎に塗装仕様を登録し、材料

単価、工賃単価、現場管理費単

価とそれらの合計である基準原

価が算出されます。さらにこの基

準原価に部位難易度と塗装規模

で補正し予算原価を作成します。 
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塗装仕様書／使用材料一覧 

この実行仕様見積を使用することにより塗装仕様書、使用材料一覧および塗料店への

材料発注書の発行ができます。塗装仕様の難易度は見積名称（外壁、ドア等の部位）

毎の工賃掛け率ですが、塗装規模別掛け率とは、塗装規模（面積）でスムーズに掛け

率を持ち、全ての工賃原価を補正します。このしくみはｅペイント（http://www.epaint.jp）

でも採用しています。 

 

 

 

 

 
                                                                                   

●塗装仕様マスタウィンドウ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■登録主要メーカー 

関西ペイント 明研化学 

日本ペイント 大伸化学 

大日本塗料 アイカ工業 

神東塗料 ＡＢＣ商会 

ＳＫ化研 住友精化 

水谷ペイント 旭硝子 

武田薬品 中国塗料 

日本特殊塗料 キクスイ化学 
【注記】この他のメーカーや仕様はご自由にマ
スタで追加登録できます。 
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ＬＬＬＡＡＡＮＮＮシシシススステテテムムムででで社社社内内内業業業務務務ののの一一一元元元管管管理理理！！！ 
  
 

ＬＡＮ※で分散していた社内業務を 
部門毎に効率化。 
さらにＣｏｍｐａｓで業務の一元管理を実現！ 
 
１社内または１事業所フロア内の情報を一元管理するための最適なシステム構築方法です。 事業部
門毎の業務、見積⇒予算書作成⇒売掛金管理⇒原価管理・・・すべての業務をＣｏｍｐａｓシステムで
一元処理できます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
※：ＬＡＮ＝ＬｏｃａｌＡｒｅａＮｅｔｗｏｒｋ
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本本本支支支店店店間間間のののクククララライイイアアアンンントトト／／／サササーーーバババーーー型型型シシシススステテテムムムををを低低低価価価格格格ででで実実実現現現！！！ 
  
 

インターネットを利用したＶＰＮ※１で 
Ｃ／Ｓ型※２ネットワークをＣｏｍｐａｓ７で運用。 
高価な専用線は不要です。 
 
本社と支店（営業所）が、あたかも同一フロアにあるようなリアルタイムの運用管理が可能。 
バッチ処理や専用線は不要。インターネット回線を利用したＶＰＮでリアルタイムに本支店間の見積⇒
予算書作成⇒売掛金管理⇒原価管理、すべての業務が一元処理可能です。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
※１：ＶＰＮ＝ＶｉｒｔｕａｌＰｒｉｖａｔｅＮｅｔｗｏｒｋ  ※２：Ｃ／Ｓ型＝ＣｉｌｅｎｔＳｅｒｖｅｒ型 ＰＣサーバーでクライアントＰＣを管理する本格的なネットワーク 
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例例例えええばばば、、、こここんんんなななネネネッッットトトワワワーーークククののの利利利用用用方方方法法法もももああありりりままますすす！！！ 
  
 

中堅会社／塗装店／個人事業主様向け 
 
●従業員５名程度 
●年間工事売上高２億
円程度 
●店舗事務所または自
宅事務所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
現場や外出先から社内システムにアクセスしたい 
 
●営業先からアクセス 
●現場事務所からアクセ
ス 
●自宅から事務所へアク
セス 
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工工工事事事登登登録録録・・・見見見積積積書書書作作作成成成  日常業務に即した多彩な編集機能！ 

 

さまざまな見積作成方法 
業務の基本となる見積書作成。充実した編集機能と作成

方法を用意しています。 

上図は見積書作成メインウィンドウ。Ｃｏｍｐａｓシリーズならではの豊富な見

積編集機能と使い勝手の良さはそのままにし、参照入力官公庁向け自動見

積作成機能、見積メール送信機能などがあります。 

見積明細作成シートは行挿入／削除、コピー＆ペーストは誰もが利用経験

のある Microsoft®EXCEＬライクの操作性。自由に文字入力できるので客先

に合わせた分かりやすい見積書が作成可能。また、大型物件改修工事など

多岐にわたり工種、部位、仕様などがある複雑な見積書も見積書式に併せ

て改ページや任意に設定できる改ページ機能、美しい見やすいフォームで貴

社に合わせた見積スタイルを実現できます。 

 

官公庁向け見積自動編集 
官公庁向けの見積が簡単にできます。官公庁向けの工事の場合は直接工事費、

共通仮設費、現場管理費、一般管理費というように一定の比率に基づき各費用を

算出しなければなりません。ですが、このＣｏｍｐａｓ７には予め各項目の比率を設

定しておくことにより、これらの費用は直接工事費比率を元に自動算出できます。 
 
 
 
 

 
 
 
 

見積種類 作成方法 
●ヒナ形コピー 一般的な戸建改修見積書を用

意。施工数量を入力するだけで
１～２分と短時間で作成できま
す。 

●既存内訳コピー 既に作成提出済みの工事見積
から全見積明細または一部を
複写して明細作成できます。工
事名だけを変えるだけで新たな
見積を作成できます。 

●参照入力※ 見積項目、見積名称（部位）、
仕様を選択。キーボードを使わ
ずに見積が作成でき、しかも前
回単価、原価の学習機能があ
るので見積を作りながら予算作
成も可能です。 

●ワープロ入力 ワープロ感覚で見積を作ってい
きます。一般的なＥＸＣＥＬのよ
うな使い勝手で初めて使う方も
すぐに見積が作れます。 

●官公庁向け見積
自動編集※ 

あらかじめ算出比率を設定して
おけば直接工事費をもとに見
積項目自動表示し、工事費を
自動計算します。 
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充実の書式設定 
書式は客先に合わせ複数書式を持つことができます。サイズ

はＡ４縦・横、Ｂ５横の３種類に対応。用紙は特定メーカーの用

紙は使用せず、一般の普通紙でＯＫです。イメージ表示機能

でシートを見ながら、自由に印字位置の設定が行えます。 

書式設定変更の際は常にウィンドウ内のイメージ表示で確認

しながら行えます。会社ロゴマークや詳細な出力項目、編集機能を備え

た Compas７の書式設定機能はお客様にまず見てもらう書類だからこそ、

見やすさにこだわった機能です。 

 

見積提出単価変更 

Ｃｏｍｐａｓ７の見積では見積単価、提出単価、予算単価（原価）の３

つの単価を使い分けしています。 

見積単価：自社の標準的な見積単価を指します。  

提出単価：現場や客先ごとに変わる所謂マーケット単価です。 

予算単価：直材、直労を基に算出した文字通り予算段階での原価で

す。 

この３つの単価を使用することにより、社内の誰が見積もっても標準

単価と予算単価では同じ金額となり、担当者が提出しようとする見

積金額（提出金額）が妥当かどうかの検証に利用できます。 

 

 

 

見積メール送信 
見積書はＣｏｍｐａｓ７からダイレクトに送信が可能です。相手先にこのＣｏｍｐａｓ

がなくてもｈｔｍｌ形式で自動送信するので安心です。見積書の表紙になる件名

や本文など編集して送信することができます。（右は見積送信前のプレビュー

ウィンドウ） 

書式の主な機能  
●ロゴマークはめ
込み印刷 

会社ロゴマークを指定した位置に貼
り付けて印刷ができます。ロゴマーク
画像はビットマップ形式ファイル（ｂｍ
ｐ）に対応。サイズ調整などもこの書
式設定の中で自由に調整することが
できます。 

●行数／列 幅自
由設定 

入力文字数に応じて、内訳明細表の
行数や列幅を自由に設定できます。
（数値で縦、横位置を設定） 

●出力項目設定 出力する項目、したくない項目を自由
に選択できます。また、項目内に無
いデータは予備項目を利用して追加
印字可能です。 

●さまざまなフォン
トに対応 

印字フォントは自由に設定できます。
（フォントは使用するＰＣに依存しま
す。） 

●印字位置 自由
設定 

出力項目の印字位置は自由に設定
できます。（数値で縦、横位置を設
定） 

変更方法  

●小計項目別： 

（右図） 

小計演算で作成した小計の提出金額シート
に直接提出金額を入力すると、その項目の
中の明細および、それに関連する小計が自
動的に金額変更されます。変更前は単価＝
提出単価、金額＝提出金額になっていま
す。 

●個別： 個別に明細の単価および金額に直接、金額
を入力できます。変更すると、小計演算も自
動的変更されます。変更前は単価＝提出単
価、金額＝提出金額になっています。 

●ランク別： 提出単価一括指定シートの掛率を▼をクリッ
クすると、５ランクの掛率が表示されます。い
ずれかを選択すると、提出単価、金額が変
更されます。 

●値引き： 
（見積額全体） 

工事見積額全体から値引きを起こす場合に
この方法を使用します。 



 

        製品のお問合わせ・・・（株）ソフトピア☎０４６６－５４－５６５６ 

✉quest@softpia.co.jp                                                           http://www.softpia.co.jp    
〠251-0021 藤沢市鵠沼神明 1-15-16 ｹｲﾝｽﾞﾋﾞﾙ 3F 

15

 

 

 

 

受受受注注注・・・発発発注注注   予予予算算算管管管理理理  受注・発注業務から工事予算、支払予定管理 

 

大型改修工事や得意先との状況に応じた受注管理 
仮受注⇒受注までをしっかり管理・把握！ 
受注確定処理の仮受注は何回でも登録でき、契約確率を営業者の判断で何回でも

入力可能です。したがって、経営管理者がその工事の受注状況を的確に把握する

ことが可能です。また、工事別受注票の印刷も可能です。 

【出力帳票】 

受注票 

 

 

 

見積明細を利用した合理的な予算段取から外部発注書作成 
多彩な編集機能で発注管理！ 
見積明細を基に予算単価設定します。この予算明細に対し、外注業者を選定しま

す。 

外部発注書はこれら一連の流れで注文書、注文請書、内訳明細書が発行できます。

同一工事で複数業者の選択、同一明細・単価での発注前業者選定のツールとして、

また、さまざまな発注金額の指定方法ができます。この発注書は下請業者への工

事指示書として利用することもできます。 

【出力帳票】 
注文書、注文請書、内訳明細書 
 
実行予算／支払予定作成 
予定請求支払作成 
受注後の原価科目毎に支払予定と請求予定表を作成管理します。また、外注業者

支払いに関しては、提出した外部発注明細とリンクすることができます。 

 

 
 
 

 

  
発注請書の受領チェックで、外注業者を徹底管理！ 
外部発注管理 
外注業者に対する請書の受領有無をチェック管理できます。 

【出力帳票】 

外部発注管理明細表 
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実行予算管理 
工事別予定表 
【出力帳票】 

実行予算書（表紙）、実行予算書、外注費集計表、外注支払予定表、工事別発注内

訳書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当別外注支払予定表 
【出力帳票】 
外注支払予定表（全部／大口工事／小口工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月別集計 支払・請求予定表 
予定請求支払作成で入力した予算計画を基に年月毎に下記の帳票を出力できま

す。（下図は左から予定集計一覧ウィンドウ、予定請求明細ウィンドウ、予定外注支

払明細ウィンドウ、予定材料支払明細ウィンドウ） 

【出力帳票】 
予定請求明細（相手先別、担当者別）、予定外注支払明細（相手先別、担当者別）、

予定材料支払明細（相手先別、担当者別）、予定労務支払明細（相手先別、担当者

別）、予定経費支払明細（相手先別、担当者別） 
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買買買掛掛掛支支支払払払・・・工工工事事事管管管理理理  労務・材料・外注・諸経費の原価科目毎に分別！ 

 

工事発生原価を科目別に入力 
現場で発生した経費を入力することにより、原価管理を行

います。科目は労務、材料、外注、諸経費４科目に分け金

額を入力していきます。入力は発生日と設定した科目コー

ドを入力し、金額を入力するだけで簡単に行えます。この

科目コードは２～４桁まで任意に設定することができ、科

目名称は自由に追加、削除ができます。 

に労務科目については、具体的に職人名と、日当または

時間単価を登録しておけば、簡単な出面管理としても利

用できます。 

出力帳票は工事台帳以外に科目毎の原価明細帳票が作

成できます。これらの帳票が社内の徹底した業務管理に

非常に有効利用できます。                     
 
【出力帳票】 原価入力明細 

 
 
 
 
工事の検索と原価明細／月別集計表示 
原価入力後、複合検索で工事を検索、さらに工事別の原

価明細と月別集計を画面表示。帳票としても印刷すること

ができます。 

（ 下 図 は 原 価 明 細 と 月 別 集 計 表 ウ ィ ン ド ウ 、                                

右図は原価検索ウィンドウ） 
 
 

【出力帳票】 工事一覧表、原価明細表、月別集計 
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工事管理台帳の表示と各種明細帳票の印刷 
工事台帳や各種原価明細は画面で表示がそのまま帳票として印刷できます。 

 

●工事別帳票ウィンドウ 

【出力帳票】 

工事台帳：その工事の原価明細表または月別で合計した形式で印刷し

ます。 

工事別原価明細：その工事の原価を労務費、材料費、外注費、諸経費

毎に印刷します。 

 
 
 
 
 
 

 
●科目別帳票ウィンドウ 
【出力帳票】 

科目別原価明細：労務費、材料費、外注費、諸経費の各科目の指定し

た項目についての原価明細を印刷します。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
●月別科目毎ウィンドウ 
【出力帳票】 

月別原価明細：指定した期間で労務費、材料費、外注費、諸経費の各

科目と項目で原価明細を集計印刷します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
●工事経歴書作成ウィンドウ 
【出力帳票】 

工事経歴書：指定した期間で労務費、材料費、外注費、諸経費の各科

目と項目で原価明細を集計印刷します。 
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請請請求求求・・・入入入金金金／／／売売売掛掛掛管管管理理理  月別、取引先別、回収率・・多彩な売掛管理帳票 

 

工事別／元請別と相手に合わせた請求書を発行 
請求書は工事毎または元請別（取引先別）両方の発行が行え、見積明細

を添付することもできます。書式は見積書同様にＡ４縦・横、Ｂ５横に対応。

ロゴマークの貼り付けなど自由に設定できるようになっています。（右図

は請求書発行ウィンドウ） 

●上：工事別請求書、下：元請別請求書 

 
請求・入金処理で売掛金の管理ができます。 

請求書発行後、入金処理を行うことにより、売掛金管理（元請

別、工事別）が行えます。また、月間売掛管理では、元請別、部

門別、担当者別の回収率まで表示できます。 

●左図は月間売掛管理ウィンドウ（部門別、元請別）、上図は売掛管理

ウィンドウ（元請別工事別合計） 

 
【出力帳票】 
売掛管理帳票：元請別工事別合計、元請別工事別明細一覧、元請別

合計、工事別明細一覧、工事別合計 
月間売掛管理帳票：元請別工事別合計、元請別合計、部門別工事別

合計、部門別合計、見積担当別工事別合計、見積担当別合計、工事

担当別工事別合計、工事担当別合計、工事別合計元請別工事別合計、

元請別工事別明細一覧、元請別合計、工事別明細一覧、工事別合計 
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物物物件件件管管管理理理・・・年年年間間間実実実績績績計計計画画画   

 
 
ＥＸＣＥＬへコピーして自由に工事情報検索＆

管理！ 
請求状態、受注状態を期間設定することで工事範囲を絞込み

検索することができます。検索条件は工事種別、工事対象、

その他様々な検索条件で検索できます。検索結果は画面表

示されますが、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ®EXCEL®へコピーして自由に編集

することもできます。またこれらのデータを利用して宛名シー

ル（ＤＭタックシール）の印刷ができます。 

【出力帳票】 
工事検索結果帳票 
宛名シール（ＤＭタックシール）  
 

 

全社、部門別、担当者別に実績集計表示 
達成率、前年累計、対前年率を一目で一覧集計、さらにクリッ

クすると別ウィンドウで詳細が表示されます。 

 

【出力帳票】 
実績合計：支払予定、

請求予定、支払明細、

入金明細、請求明細 
工事別請求明細：発

生日、相手科目別 
工事別入金明細：発

生日、相手科目別 
工事別支払明細：発

生日、相手科目別 
工 事 別 請 求 予 定 明

細：発生日、相手科目

別 
工 事 別 支 払 予 定 明

細：発生日、相手先別 

 
 
 
年間計画登録 
計画年度会計年度、会計開始月を設定し、担当者毎に売上、原価を設

定することで粗利、粗利率を算出、担当者⇒部門⇒全社と積上げ、年間

計画値を策定します。 

【出力帳票】 
年度売上計画表  
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保保保守守守サササーーービビビススス  インターネットＶＰＮを活用した迅速なサポートサービス！ 

 

【サービス内容】※１ 
１． プログラムバージョンアップ 
２． オペレーションサポート＆データメンテナンス 
３． システム運用コンサルティング 
４． オンラインデータバックアップ※２ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※１：年間 ソフトウェア価格Ｘ８％（5 台ＬＡＮまで）、ソフトウェア価格Ｘ６％（１０台ＬＡＮ以上）※２：月額料金￥１０，０００（２００８年６月現在）
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機能仕様一覧 

機能  内容 目的・効果 

受注工事台帳／写真
台帳 

Ａ４の用紙１枚の中に受注した工事の顧客情報、予
算対実績、請求対入金、原価明細記入欄等を見やす
くまとめたものです。／Ａ４の用紙１枚に写真６枚とコ
メントを付記した写真台帳です。 

コンピュータと手書きを組み合わせた使いやすい
工事台帳／工事の詳細情報と写真を一元管理 

見積書 ヒナ型、選択入力、学習機能、ワープロ入力、過去の
工事のコピー、小計／合計自動計算、見積／原価／
粗利の表示、現場写真の表示（最大６枚／物件）、表
計算ソフト（MicrosoftＥＸＣＥＬ）とのデータのやり取
り、印刷書式の自由設計 

・入力が簡単 
・戸建なら３分で見積書を作成 
・現場写真を見ながら内訳作成 
・インターネットでやり取り 

予算書作成 見積内訳書に原価（材料費、工賃、経費）を追加し
た、見やすい書式です。 

利益確保は正確な予算から 

受注確定処理 未⇒仮受注⇒受注確定と、３段階で工事の営業状況
や契約を把握することもができます。 

・工事別受注票の印刷が可能 

請求書 元請別と工事別の２種類の請求書を用意、請求履歴
明細、印刷書式の自由設計、請求工事の検索機能 

・工務店には複数工事をまとめて請求 
・施主には工事単位で請求 

入金管理 工事単位での入金、入金明細、印刷書式の自由設
計、入金工事の検索機能 

・工務店毎に入金処理 
・施主毎に入金処理 

売掛管理／月間売掛
管理 

元請別と工事別の２種類の売掛管理帳票を用意 工事毎の請求対入金が一目で分かる 

物件管理／アドレスタッ
ク 

最大１５項目の絞込み条件で工事一覧とＤＭタックシ
ールを作成できます。工事一覧データを表計算ソフト
（Microsoft®ＥＸＣＥＬ®）へコピーして様々な分析がで
きます。 

・顧客のアフターフォロー 
・営業形態にあった工事分析 
・様々な資料の作成が可能 

外部発注書作成（注①） 上記の予算明細を基に外注業者登録リストの外注業
者と見積内訳からその外注範囲を指定するだけで注
文書、注文請書、注文明細書が簡単にできます。 

・工事指示書としての利用も可能 
・見積明細⇒予算書作成した明細を基に簡単に外
部発注書の発行が可能です。 

原価管理 予算原価は工事段取りで。ここでは工事で実際に発
生した原価（伝票）の入力を原価項目（材料、労務、
外注、管理）毎に分類し、実際の伝票に沿った形で入
力していくことができます。 

・原価管理を徹底し、貴社を利益のでる会社にしま
す。 

工事台帳・各種原価帳
票・工事履歴書 

工事台帳（明細／月別）、原価科目ごとの原価帳票、
月別原価科目帳票、工事履歴書が作成できます。 

・労務費については出面給与計算の資料としても
利用可能 

予算書作成 見積書の内訳明細を基に予算単価を策定入力して
いくことで、後の外部発注書作成の明細として利用し
ます。 

・見積明細＝予算明細⇒工種別外部発注明細と
なる合理的な処理。この発注明細は後の発注管
理や実行予算データとして連動します。 

予定請求・支払作成 請求発行予定入力、各原価科目別に支払予定入力
ができます。また、外注科目については外部発注書
作成業者を指定することで明細連動できます。 

・月別に請求、支払明細を集計することができま
す。 
・全社、部門別、担当別に集計一覧を表示、請求、
支払予定の把握が可能です。 
・担当者別に外注支払予定の把握が可能です。 

外部発注管理 発注請書の収受と発注工種を管理します。 ・あいまいな外注との契約を正確に 

実行予算書作成 原価科目ごとに支払予定を入力、さらに請求予定を
策定します。 

・実行予算書⇒支払・請求予定が管理把握可能。 
【出力帳票】実行予算書（表紙＋予算内訳書）、外
注費集計表、外注支払予定表、工種別発注明細 

年間実績／計画 実績原価データおよび年間計画値を評価します。 ・担当別、部門別に実績評価。 
・達成率、対前年累計値等算出。 

実行仕様原価見積（塗
装㎡原価計算） 

各塗料メーカーの塗装仕様データベースと日当、歩
掛を基本に部位の作業難易度、塗装規模（注②）等
を考慮して理論原価を自動計算します。 

・信頼してもらえる見積単価と理論原価の作成 
・塗装業の利益は理論原価から 

使用材料一覧／材料
発注書 

見積書を作るだけで使用材料、所要量、金額の一覧
表を自動作成します。さらに材料発注書として使用で
きます。 

・段取り八分の半分は材料 
・面倒な材料計算が不要 

塗装仕様書 見積書を作るだけで塗装仕様書を自動作成します。
材料単価の区分を使い分けることで工程指示書、客
先提出用の塗装仕様書として使用できます。 

・材料名を明記した工程指示書で客先の信頼が得
られる 
・工程、商品名、希釈率、塗布量等の情報を現場
へ 

外部発注書・請書（注①）：この機能がないバージョンもあります。作業難易度、塗装規模（注②）：ソフトウェア著作権法で、（株）ソフトピアの許可なく使用

することが禁じられております。
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工事登録数        見積項目 

 
工事データ 

金額・数量 

 
書式登録数 

 
原価科目登録数 

 
                      
 
 

 
マスタデータ一覧／登録数  

 
■機能仕様およびデータ項目は要望追加に伴い予告なく変更することがあります。２０１２年１２月現在

データ名称 最大文字数 登録数 

●見積部位名称： 全角２５文字  

●仕様名称： 全角２５文字  

●見積単位 全角５文字 最大 99 

●備考： 全角２５文字  

データ名称 件数 

●登録工事数： 無制限 

●工事管理表示年数： 任意設定可能（初期値２年） 

データ名称 最大文字数 コード 

●工事コード： 半角１２桁 
（初期値１０桁） 

 

●工事名称： 全角３０文字 本工事／追加工事 

●備考： 全角４０文字  

●工期： 西暦４桁 yyyy/MM/dd 

●施主情報名： 全角２５文字  

〒： ７桁  

住所１： 全角３０文字  

住所２： 全角２５文字  

ＴＥＬ： １０桁  

ＦＡＸ： １０桁  

メール： 半角５０文字  

●現場情報名： 全角２５文字  

〒： ７桁  

住所１： 全角３０文字  

住所２： 全角２５文字  

ＴＥＬ： １０桁  

ＦＡＸ： １０桁  

メール： 半角５０文字  

メモ： 全角３０文字  

●元請情報名： 全角２５文字 マスタ選択／直接
入力 

〒： ７桁  

住所１： 全角３０文字  

住所２： 全角２５文字  

ＴＥＬ： １０桁  

ＦＡＸ： １０桁  

メール： 半角５０文字  

●工事写真： ６画像 ｊｐｇ／ｇｉｆ／ｂｍｐ 

●写真メモ： 全角１２文字  

●コメント１～６： 全角２０文字 任意設定可 

データ名称 桁数 

●工事金額合計： ２３桁（##,###,###,###,###,###,###,###） 

●見積数量： １２桁（###,###,###,###） 

●見積数量小数点： 小数点以下２桁 

●見積単価： １２桁（##,###,###,###） 

●見積金額： ２３桁（##,###,###,###,###,###,###,###） 

書式名 登録件数 対応用紙サイズ 

●見積書表紙： 無制限 Ａ４横・縦／Ｂ５横 

●見積内訳書： 無制限 Ａ４横・縦／Ｂ５横 

●予算書： 無制限 Ａ４横・縦／Ｂ５横 

●工事別請求書： 無制限 Ａ４横・縦／Ｂ５横 

●元請別請求書： 無制限 Ａ４横・縦／Ｂ５横 

●発注書： 無制限 Ａ４横・縦／Ｂ５横 

●発注請書： 無制限 Ａ４横・縦／Ｂ５横 

●発注内訳明細書： 無制限 Ａ４横・縦／Ｂ５横 

科目名称 件数 

●労務費： ２～４桁コード任意設定／00～9999 

●外注費： ２～４桁コード任意設定／00～9999 

●材料費： ２～４桁コード任意設定／00～9999 

●諸経費： ２～４桁コード任意設定／00～9999 

データ名称 登録件数 備考 

●自社データ： １拠点（本社） ロゴマーク登録可／ビットマップ形式ファイル（bmp） 

●元請業者（取引先）： 無制限  

●外注業者： 無制限  

●担当者： 無制限 見積担当／工事担当 

●部門(部署)： 無制限  

●入金種別： 無制限 入金入力 

●分類１～５： 無制限 任意設定可／取引先区分、建物種別、工種、工事区分・・・等 

●発注工事種目： 無制限 外部発注管理 

●工程 無制限 実行仕様見積オプション 

●メーカー名 無制限 実行仕様見積オプション 

●仕様名称 無制限 実行仕様見積オプション 
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価格表 
（単位：万円） 

 
 
■その他費用                                     ■現地出張費用 

 
 
 
動作環境／パッケージ内容 

  
■パッケージ内容 

システム ＶＰＮ構築によるダウンストール 

マニュアル ユーザーズマニュアル  ＰＤＦ             

 
■記載価格は消費税8%がかかります。■特注プログラム開発はオプションです。詳細はご相談ください。■サーバーおよびクライアントＰＣなどのハードウ

ェアは別料金です。■価格については機能仕様変更追加に伴い予告なく変更することがあります。２０１7 年６月現在 

LAN システム 

5 台 １０台 １５台 ２０台 ３０台 ４０台 ５０台 ５０台以上 

\152 \284 \410 \530 \765 \945 \1,150 別途見積 

項目 内容 

●ＬＡＮ構築費インストール： ￥１．５万／台 

●ＶＰＮ構築費： ￥２０万／拠点（宿泊交通費別途） 

●操作指導費： ￥５万／日 （６時間／日とし、２日目以降は
￥１万／時間で自由設定） 

●宿泊費（手当込み）： ￥２万／泊 （操作指導日数Ｘ＠２万 例：１.
５日の時￥３万）  

●無償バージョンアップ契約： 年間 ソフトウェア価格Ｘ８％（5 台 LAN ま
で）、ソフトウェア価格Ｘ６％（１０台 LAN以上） 

●サーバー設定・立上費： ￥１５万 ドメイン・ネットワーク構成 

エリア 交通宿泊費 

沖縄 \100.000 

北海道・九州 \90.000 

東北・四国・中国 \85.000 

北陸・近畿・関西 \80.000 

中部・信越 \70.000 

東海 \60.000 

関東 \40.000 

■動作環境 

対応ＯＳ 
サーバー 

Windows®Ｓｅｒｖｅｒ2000／Ｓｅｒｖｅｒ2003／ＳｍａｌｌＢｕｓｉｎｅｓｓＳｅｒｖｅｒ2003／Ｓｅｒｖｅｒ

2008／2012 

クライアント Windows®ＸＰ／Ｖｉｓｔａ／７／８．１／10 

ＣＰＵ 

メモリ 

ハードディスク 

サーバー 
上記のサーバーＯＳが動作する機種でメモリ５１２ＭＢ以上推奨、２０ＧＢ以上の

空容量 

クライアント 
PentiumⅢ以上または同等、Windows®ＸＰ／Ｖｉｓｔａ／７／８．１／10 が動作する

機種でメモリ１ＧＢ以上推奨、ハードディスク１ＧＢ以上の空容量 

ディスプレイ 
解像度 1,024×768 ドット（ＸＧＡ）、１７インチＣＲＴ または 液晶ディスプレイを推

奨（ワイド液晶可） 

プリンタ 
Windows®ＸＰ／Ｖｉｓｔａ／７／８．１／10 でＡ４対応以上のモノクロおよびカラープリ

ンタ（レーザープリンタ／インクジェットプリンタいずれも可） 

バックアップ装置 
Windows®ＸＰ／Ｖｉｓｔａ／７／８．１／10 で対応するリムーバブルディスク（ＵＳＢメ

モリ、外付け大容量ＨＤＤ・・・等）  



 

        製品のお問合わせ・・・（株）ソフトピア☎０４６６－５４－５６５６ 

✉quest@softpia.co.jp                                                           http://www.softpia.co.jp    
〠251-0021 藤沢市鵠沼神明 1-15-16 ｹｲﾝｽﾞﾋﾞﾙ 3F 

25
 
ソフトピア製品一覧 
■ソフトピア製品一覧 ＆ ＩＴサービス 

製品／サービス名 機能内容 製品の特長 

全国のネット塗装店 

ｅペイント 

 

 

 

●オンライン見積機能：標準見積（戸建住
宅）詳細見積（戸建住宅）・小型ビルＲＣ
住宅見積 
●カラーシミュレーション 
●住宅カラーサンプル 
●オンライン施工実績情報アップデート 
●ｅペイントバージョン：各種オンライン
見積とＣｏｍｐａｓ７との連動で、お客様
の見積等をダウンロード管理。 
※本カタログ参照してください。 

ただ単に会社案内だけのホームページで
なくお客様のニーズが把握できる集客機
能を持った各種オンライン見積が【ｅペイ
ント】ならではの特長です。ネット受注増
を目指すための塗装業専門のＩＴ営業支
援ツールです。オリジナルホームページと
のリンクで相乗効果が期待できます。 
●対応ブラウザ：ＩｎｔｅｒｎｅｔExplorer６、７、８、
９／Ｆｉｒｅｆｏｘ／ＧｏｏｇｌｅChrome（一部動作で
きない機能があります。） 

色彩工房 
（カラーシミュレーションパック） 

 

●カラーシュミレーション専用ツールソ
フト 
●カラーツール（日塗工色見本・ＤＩＣ色
見本・各種メーカー色見本） 
●色彩工房専用操作マニュアル 
 
 

デジタルカメラなどで撮影した現場画像
を外壁、屋根、破風など塗替え部位毎に範
囲指定。リアルなカラーシミュレーション
を実現します。基本画像ソフトに有名グラ
フィックソフト「AdobePhotoshop®」を採
用。安価に導入しかも、初心者でも簡単に
操作できるよう開発したカラーシミュレ
ーション専用のツールソフトです。 
●メモリ：１GMB 以上２GB 推奨。 
●対応ＯＳ：Windows®XP／Vista／7／8 
●対応 Photoshop バージョン：6.0／7.0
／CS／CS2／CS3／CS4／CS5／CS6／CC い
ずれも Windows 版 

ＣＯＭＰＡＳ－Ｌ（エル） 

（シングル版） 
 

●標準機能：見積書作成・発行、請求書発
行、入金、売掛管理工事管理表、工事写真
管理、予算原価・材料積算 
●塗装プロ機能：塗装仕様データベースによ
る使用材料一覧、塗装仕様書、材料発注書 
●見積ダウンロード：ｅペイントと連動し、お
客様への再見積や情報管理として活用でき
ます。 
●見積書メール送信：メールソフトを介さず、
ダイレクトに送信できます。 

見積書を元に、請求書、入金管理、外注や
下請け業者への発注書が作成できます。物
件画像管理、顧客管理が行えます。事務処
理合理化には最高のツールです。 
Windows XP／Ｖｉｓｔａ／7（32 ビット・64 ビット）
／８対応 

■COMPAS®は株式会社ソフトピアの登録商標です。■その他の記載の会社名、製品名は各社の商標あるいは登録商標です。■製品の仕様は予告なく

変更することがあります。２０１４年６月末現在 
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