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物件情報の設定

見易いツリー
表示！

現在作業中の項目
が 一目瞭然！工
事項目の切り替え
も簡単もワンタッ
チでＯＫ！

階層作成も可能で
す。

見積・実行・粗利額リアルタイム表示！

経費・単価率・労務費
の設定

工事項目の設定 部材の入力 印刷

基本的な見積作業の流れ

入力時の便利機能！
数量や単価等の数字入力時もキー
ボードは不要！ 電卓を使ったマ
ウス入力が可能です。

数量欄で右ク
リック

マウスで電卓
入力

入
力！

見積機能①
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各部材に複合単価を標準搭載、従来どおりの見積方法で

材工分離形式・複合単価形式を同時に計算します。

複合単価を計算するための単価計算テーブルが設定されていない
部材レコードもあるのでご注意ください。

複合単価計算を利用して、民間で広く利用されている材工分離
形式の見積を作成も可能です。この機能により積算基準に準拠
した詳細な見積を作成する事が出来ます。

積算基準に準拠した詳細な見積の作成

単価計算テーブルの各
データを集計して内訳
明細へ計上。

複合単価から材工分離形式

EXCEL、PDF出力機能

新たにEXCEL、PDF出力機能を搭載。作成した見
積書はプリントアウトだけではなくEXCEL形式、
PDF形式のファイルに出力することが可能。

上記ファイルを活用することによりメールでの見
積データの提出が可能になります。

ボタンをクリックすればEXCEL、
PDFへ出力！

PDF出力画面
(Acrobat 
Reader)

EXCEL出力画
面

見積機能②
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同上付属
品

労務費

雑材料

実行予算

各部材に原価を登録する
ことにより、見積作成と
同時に実行予算を算出し
ます。実行予算比較表の
印刷も可能です。

実行予算計算機能

諸経費、雑材料消耗品、
同上付属品等を率設定で
自動計算。

各種経費

ｶﾗｰｻﾝﾌﾟﾙ

標準フォーム編集

標準搭載のフォームのフォン
ト、文字サイズ・位置の編集
やスキャナで読み込んだ指定
見積書への印刷が可能です。

カラー対応なので、フォーム
作成が思いのままに。ロゴの
印字で見積書のイメージアッ
プ！

フォーム編集機能

指定見積書作成

LAN環境でのマスターの共有が可能です。単価の管理・
社内統一が実現します。

管理者用のパスワード機能で安心して共有できます。

マスターの共有

規格等でのキーワードで
一発検索で入力スピード
が格段にアップ！

部材名称がよくわからな
い事務の方でもこの検索
機能を使えば安心してお
使いいただけます。

検索機能

よく使用する部材をボタン化するこ
とによりワンタッチ検索が可能にな
ります。

マスターから探す手間が省けます。

ショートカットボタン

〔でんきやさん〕

全日出版社：電気設備工事積算実務マニュアル

〔せつびやさん〕

全日出版社：機械設備工事積算実務マニュアル

マスターの単価や名称の修正はもちろんこと新規に作成する
ことも可能です。

標準搭載マスター

２０個まで登
録可能！

キーワード
を入力

検索
結果

見積機能③
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スキャナで図面を読み込み

スキャナまたはDXF・BMP・TIFで読み込んだ図面の配管・機器に
沿ってマウスでの拾い出しが可能です。

図面を広げるスペースが不要、拾い出した箇所は色が付くので拾い
漏れも防げます。

スキャニ
ング

分割読込結合システム

スキャナサイズより大きいサイズの図面
の読み込みが可能になります。分割して
読み込んだ図面を画面上で結合し、拾い
出を行います。

Ａ２サイズ以上の建築図面でもＡ４、Ａ
３スキャナで安心して読み込みしていた
だけます。

Ａ１図面をＡ３スキャナでの４分割読み込み例

ファイルでの読み込み

スキャナが無いという場合もファイルでの図面読み込みが可能です。

対応ファイル：DXF(R14まで)、BMP、TIF

図面上の寸法線で図面の縮尺
を認識させるのでとっても正
確！

Ａ２→Ａ３に縮小コピーした
図面にも対応できます。

立ち上げ、立下がりも左図のよ
うに入力して対応できます。

電線に接続する器具類もマス
ターから選択可能。

組み合わせ部材マスターを使用
すれば、スイッチ、コンセント
の拾い出しも簡単。

マウスで配管
図に沿ってク
リックしてい
きます。

工事項目ごとに色別表示

例 ： 幹線工事 緑、電灯ｺﾝｾﾝﾄ工事 赤、照明
工事 黄色

カラープリンタで印刷することもできます。

図面からの部材拾い出し機能
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オンライン認証システム搭載

2012年6月以降に出荷させていただきます「でんきやさんＶ５」、「せつびやさんＶ５」には、新たに「オンライン認証
システム」を搭載いたします。オンライン認証システム搭載により従来1本に付1台しか導入できなかった弊社製品がネッ
トワークに接続した全てのパソコンにご導入いただけます。
また、本機能にはオンラインアップデート機能も搭載しており、年間保守ご加入のお客様は、常に製品の最新版をご利用い
ただけます。
※オンライン認証システムは、ネットワークに接続されたパソコンのみご利用いただけます。ネットワークに接続しないパソコンが1台でも存在す
る場合は、従来どおり1本に付き1台のご利用とさせていただきます。
※製品を同じ時間にご利用する場合は、お客様お持ちのライセンス数（本数）同時起動となります。

インストールOK インストールOK

インストールOK インストールOK

インターネット
（ライセンス管理）
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ビジネスワンテクニカルサポートについて

-ご加入のメリット-

でんきやさんＶ５・せつびやさんＶ５には、ご導入に際し年間ソフト保守にご加入いただきますと
ソフトウェアの製品保証と期間内の無償電話サポート（フリーダイヤル）など様々なサービスを
お受けいただく事が可能でございます。
期間内であれば「でんきやさん」「せつびやさん」に関するご質問等何度でもご質問出来
製品破損紛失等すばやく対応します。

※単価マスターの提供 （2012年よりの新サービス）
積算実務マニュアルに記載されている単価情報をでんきやさん・せつびやさん用にマスター化したＣＤを毎年ご提供いた
します）

※製品バージョンＵＰ版提供サービス （2012年よりの新サービス）（Ｖ５をお持ちのお客様のみ）
製品バージョンＵＰ時に該当する製品のバージョンＵＰ版ＣＤを無償発送いたします。保守ご加入中の間は、常に最新の
バージョンでご利用いただけます。

※フリーダイヤルによる操作お問合せサービス
ソフトウェアの操作・運用・機能に関するご質問にフリーダイヤルでお問合せいただけます。トラブル発生時には原因の
究明・対策のご指導を行います。専用回線ですので電話待ちがほとんどありません。

※リモートメンテナンスサービス
サポートセンターのオペレータが、電話で操作方法、設定方法を口頭による説明をするだけでなく、お客様のパソコン画
面をインターネット経由で確認しながら、操作案内を行えるサービスです。

※製品破損紛失の再のＣＤ再発行サービス
製品ＣＤ破損紛失時にＣＤの再発行を行います。（年1回）
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ビジネスワンテクニカルサポート料金ついて
ソフト再発行

紛失・破損等による
単価マスターの提供

リモートメンテンス
（遠隔操作）

フリーダイヤル
（専用回線）

○ビジネスワン
テクニカルサポートパック会員

一般サポート
（電話/メール/FAX)

非サポート会員
△

○ ○ ○ ○

TEL問い合わせ不可
メール・FAXのみ

× × ￥108,000 ×

ご利用できません ご利用できません 有償

インターネット回線必須 無償 無償

（本体価格 30,000）

￥32,400ビジネスワンテクニカル
サポートパック

1年

10本～19本5本～9本2～4本1本

（本体価格 50,000）
￥54,000

（本体価格 70,000）

￥75,600

（本体価格 100,000）

￥108,000

ビジネスワンテクニカル
サポートパック

3年

ビジネスワンテクニカル
サポートパック

5年

（本体価格 81,000）

￥87,480

（本体価格 120,000）

￥129,600

（本体価格 135,000）

￥145,800

（本体価格 200,000）

￥216,000

（本体価格 189,000）

￥204,120

（本体価格 280,000）

￥302,400
（本体価格 400,000）

￥432,000

（本体価格 270,000）

￥291,600

※上記金額は、2012年時点での価格となります。（価格は改定となる場合がございます）

価格構成

有償
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仕様および価格

■ 会社概要

株式会社 ビジネス・ワン http://www.businessone.co.jp（ホームページ）
〒810-0022
福岡県福岡市中央区薬院3-16-27-5F
TEL 092-534-7761/FAX 092-534-7769

■ 動作環境

Windows Vista (32ビット） メモリ 1GB以上

CPU 1.5GHz以上

HDD 300MB以上の空き

Windows 7/8 メモリ 2GB以上

CPU 1.5GHz以上

HDD 300MB以上の空き

●ＰＣ推奨スペック

※税込み

■ 価格

商品名 価格

でんきやさんＶｅｒ5 540,000 

でんきやさんＶｅｒ5 (３本パック） 864,000 

でんきやさんＶｅｒ5 (５本パック） 1,242,000 

でんきやさんＶｅｒ5 (１０本パック） 2,160,000 

でんきやさんＶｅｒ5 UPG 378,000 

でんきやさんＶｅｒ5 VUP 270,000 

でんきやさんＶｅｒ5 VUP ２本目以降 135,000 

でんきやさんＶｅｒ5 VUP (流太郎から) 324,000 

でんきやさんＶｅｒ5 VUP (流太郎から) ２本目以
降

162,000 

でんきやさんＶｅｒ5 増設分 216,000 

※オンライン認証システムご利用の場合、インターネット回線必須となります。

※上記はでんきやさんの価格となりますがせつびやさんの価格も
同一価格となります。


	｢でんきやさんV5｣・｢せつびやさんV5｣ご案内
	見積機能①
	見積機能②
	見積機能③
	図面からの部材拾い出し機能
	オンライン認証システム搭載
	ビジネスワンテクニカルサポートについて
	ビジネスワンテクニカルサポート料金ついて
	スライド番号 9

