


 
 
 
 
 
 

本本本支支支店店店間間間のののデデデーーータタタベベベーーースススをををリリリアアアルルルタタタイイイムムムににに一一一元元元管管管理理理   
 

インターネットを利用したＶＰＮ※１で 
Ｃ／Ｓ型※２ネットワークの運用がＣｏｍｐａｓ－５で実現。 

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 



Ｃｏｍｐａｓ５の主な特徴 
 

１１．．本支店間のクライアント／サーバー型ＷＡＮを低価格で実現！ 

    バッチ処理や専用線は不要、すべてがリアルタイムで処理されます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

２２．．全社、事業部、担当者の予算対実績等を一連の業務の中で処理！ 

見積→予算→請求→原価管理→経営分析（全社、事
業部、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！ 

 
 
 

３３．．精度の高い予算原価の算出 

●日当と歩掛による労務費の算出 
●商品ＤＢと塗装仕様ＤＢによる材料一覧と材料費の算出 

 

４４．．工事進捗時の発生原価管理 

●外注費、労務費、材料費、管理費等の科目別原価管理 
●入力データは自動的に経営分析データとしても取り込まれます。 

 
 
 
 

５５．．全社、事業部、担当者レベルごとの予算対実績を逐次評価 

 
 
 



見積作業：業務の最も基本となる見積。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 

まず業務の基本となる見積書作成。とくに内訳書の作成はお客様が見た

ときに分かりやすい内容にしたいもの。充実した編集機能とユーザーレ
ベルに合わせたて作成方法を用意しています。 

 
 

 
 
見積参照入力 

この見積参照入力ウィンドウの中には見積に必要なデータが登録されてい

ます。これらの見積項目や名称、仕様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ます。また一度でも使用した名称と仕様の組み合わ

せは学習（名称・仕様リンク）し、さらに名称×仕様×単位×単価、原価の

組み合わせを学習（単価学習）しますので、自社標準単価ができてきます。

使えば使うほど便利な機能となり、データも蓄積されるので、社内の見積業

務がスムーズになります。 

 
 

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Ｃｏｍｐａｓ５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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見積作成方法 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

入力するだけでわずか操作に慣れてきた方な
ら１～２分と短時間で作成できます。 

●既存内訳コピー すでに作成した見積と同様の明細で工事名だ
けを変えた見積をつくりたい・・・この機能
でできます。また一部だけのコピーもできま
す。 

●見積参照入力 下図のウィンドウの中から見積項目、見積名
称（部位）、仕様を選択。キーボードを使わず
に見積が作成できます。 

●ワープロ入力 見積内訳シートに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。 



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。 
●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。 

●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） 

 

通常は表紙と内訳書は別々に
印字しますが、明細が少ない見
積については表紙と明細を１
枚に納めた出力方法も選択で
きます。また、マンションなど
の大型物件工事の場合は、表紙

と総括表、内訳書というような
形式での出力にも対応できま
す。 
 

 

 

●通常の表紙                           ●表紙と明細を１枚で 

    提出単価変更 
Ｃｏｍｐａｓ５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。 
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。 

見積メール送信 
見積書はＥメール機能を利用して、このＣｏｍｐａｓ５から直接送信ができます。相

手先にこのＣｏｍｐａｓ５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。 

 

 
                ●上図は見積送信前の 

                     プレビューウィンドウ 



 実行仕様見積：塗装仕様データベースと連動、見積をしながら塗装原価を自動計算 

塗装仕様データベースから塗装原価を自動計算 
Ｃｏｍｐａｓ－５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）を算出し、

それに現場管理比率を掛け、現場管理費を算出します。 また、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。 

直接材料費を求めるには、材料仕入れ価格と塗布量を㎡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、予算原価が算出され、これを自

動的に登録します。原価補正した結果で、予算書を作成します。さらに、自動

的にその工事の塗装仕様書（下図）はもちろんのこと、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）でも使用しています。 

                                         

●上図は実行仕様見積ウィンドウと塗装規模掛率ウィンドウ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

●上図は塗装仕様マスタウィンドウ 

●上図は塗装仕様書の帳票、下図は使用材料一覧の帳票 

■導入時に用意されている主なメーカー 

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  他 

   

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。 



 請求・入金／売掛管理：請求書発行→入金処理で売掛金をしっかり管理！ 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●左上は工事別請求書、 
右は取引細別請求書 
                                                  ●上図は請求書発行ウィンドウ 
 
 
 
 
 
 

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、売掛金の管理が行えます。 

●上図は入金処理ウィンドウ 

●上図は売掛管理帳票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

●上図は売掛管理ウィンドウ 



発注書：複数業者選択とさまざまな発注金額指定方法、多彩な編集機能で発注管理！ 
 
見積明細を利用した合理的な工事発注処理 

外部発注書は注文書、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、さまざまな発注金額の指定方法ができます。この発

注書は下請けさんへの工事指示書として利用することもできます。 

 

 

 

 

 

 
●上図は発注書ウィンドウ、左図は注文書、注文請書、内訳明細の
帳票出力イメージ 

 

 

 

 

 

 

管理：複合検索で情報を的確に抽出！工事管理、現場写真管理、顧客管理が簡単に！ 
ＥＸＣＥＬへコピーして自由に情報を管理できます。 

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。 

その他、宛名シール（ＤＭタックシール）の印刷ができます。 

●上図は管理（工事検索）ウィンドウ 

 

 

 

 

 

●上図は工事検索結果帳票 



原価管理：工事発生原価を労務･材料・外注・諸経費で分別！こんな明細が欲しかった! 

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各科目ごと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。                    ●右図は原価入力ウィンドウ 
 

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。 

 
●上図は原価明
細ウィンドウ、
右図は原価月別
集計表ウィンド
ウ                                 ●上図は原価検索ウィンドウ 

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。 

●左から工事別帳票ウィンドウ、科目別帳票ンドウ、月別科目毎ウィンドウ 

 

原価帳票見本：Ｃｏｍｐａｓ５を使うことで得られる帳票。 
工事一覧表、原価明細表、月別集計表 

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。



























ネットワーク：インターネットＶＰＮを活用！新ネットワークで社内業務を徹底管理！ 
運用事例①：本社⇔支店（営業所）ＷＡＮの場合 



運用事例②：同一社内ＬＡＮの場合 



機能一覧 
  
区分 業務 何ができるのか？  どのような機能があるのか だからどうなの？ 

便利な機能 郵便番号→住所変換、データのコピー／貼り付
け、会社ロゴ（提出用印刷物の表紙へ） 

・入力が簡単 
・各社のオリジナルと拡張性 

見積書 のデータのやり取り、印刷書式の自由設計ヒナ
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（MicrosoftRＥＸＣＥＬR）と 

・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 

実行予算書 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 

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 

売掛管理帳票 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 

外部発注書・請書（注①） 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。 

・あいまいな外注との契約を正確に 
・面倒な発注書がいとも簡単に 

簡易工事台帳 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。 

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 

工事写真台帳 Ａ４の用紙１枚に写真６枚とコメントを付記した見
やすい写真台帳です。 

工事の詳細情報と写真を一元管理 

工事管理ダイレクトメール 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（MicrosoftRＥＸＣＥＬR）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 

標
準
仕
様
（Ｓ
） 

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。 
・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 

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 

所要材料一覧 
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
プ
ロ
仕
様
（ｐ
） 

 

塗装仕様書の発行 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。 



保守サービス：インターネットＶＰＮを活用！コストと保守！ 
 

 
 

保守サービス①：オンラインバージョンアップ 

保守サービス②：オンライン保守 

保守サービス③：システム運用コンサルティング



  動作環境／パッケージ内容／その他製品案内 

  
■パッケージ内容 

システム ＣｏｍｐａｓR－５ ＣＤ－ＲＯＭ       １枚 

マニュアル 
インストールマニュアル         １冊 
ユーザーズマニュアル          １冊 

その他 同意書／ソフトピア製品ユーザー登録依頼書  １枚 

 
■その他製品 
製品名 機能内容 製品の特長 

ＣＯＭＰＡＳ－Ｌｅ／Ｌｃ 

 
 
 

●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 
●ｅペイントバージョン：ｅペイント※と連
動し、お客様の見積ダウンロードおよび、作
成した見積書をＥメールで送信できます。 

※別カタログ参照してください。 

ＣＯＭＰＡＳ－５の簡単操作版。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。Ｌ
ＡＮ（ネットワーク）対応版もあります。 
Windows 98／2000／ME／XP 対応 

ＣＯＭＰＡＳ－色彩工房 

 

●カラーシュミレーション用ソフト 
●カラーツール（日塗工色見本・ＤＩＣ色見
本） 
 
 

デジタルカメラなどで撮影した物件画像（建物）
で、外壁や屋根など塗り替えする個所を範囲指定
し、カラーシミュレーションします。操作は簡単。
マウス操作に慣れた方なら、カラーツールを覚え
るだけ。 
パソコン本体のメモリ１２８MB以上が必要です。 
Windows 98／2000／ME／XP 対応 

ＣＯＭＰＡＳ－膜厚測定表

 

●塗膜厚測定表作成ソフト 
●ヒストグラム・測定値表 
●測定値グラフ等 

官公庁向け提出用書類 膜厚測定表、ヒストグラ
ムの作成 
疑似膜厚数値入力による膜厚測定表作成シミュ
レーション機能（新築／改修対応） 
Windows 98／2000／ME／XP 対応 

 
 
 
■COMPASR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。2003.5.10 現在 
 
 
 

開発元・総販売元 
 

〒252-0815 神奈川県藤沢市石川 1181-1 オギノビル２Ｆ 

http://www.softpia.co.jp 

■動作環境 

サーバー WindowsR2000 Ｓｅｒｖｅｒ 
対応ＯＳ 

クライアント WindowsR98／2000／ＭＥ／ＸＰ 

サーバー 
Pentium４MHz 以上または同等、WindowsR2000 Ｓｅｒｖｅｒが動作する機種でメモリ５１２Ｍ
Ｂ以上推奨、２０ＧＢ以上の空容量 

ＣＰＵ 
メモリ 
ハードディスク クライアント 

PentiumⅢ以上または同等、WindowsR98／2000／ＭＥ／ＸＰが動作する機種でメモリ１２
８ＭＢ以上推奨、ハードディスク１０ＧＢ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  
プリンタ WindowsR98／2000／ＭＥ／ＸＰで、Ａ４対応以上のプリンタ （カラープリンタ尚可） 

バックアップ装置 
WindowsR98／2000／ＭＥ／ＸＰに対応する、リムーバブルディスク（磁気テープまたは光
磁気ディスク）  
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