Dougubako選択可能アプリケーション一覧
＃ 商品分類
1 オフィスソフト

アプリケーション名称

提供元

Microsoft Office 2010

マイクロソフト株式会社

説明

提供価格(税込)

ビジネス書類およびレポートの作成＆プレゼンが可能。
Professional
Plus

Word,Excel,Outlook,PowerPoint
,OneNote,Publisher,Access,InfoPath

Standard

Word,Excel,Outlook,PowerPoint
,OneNote,Publisher

-

Professional Plus 2010・2007・2003
各 \2,160/月 （本体価格 \2,000）

商品詳細WebページURL
http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲01̲dougubako̲msoffice2010/index.html

Standard 2010・2007・2003
各 \1,620/月 （本体価格 \1,500）

旧バージョン(2007,2003)もご提供しております。
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KINGSOFT Office 2010

キングソフト株式会社

ビジネス書類およびレポートの作成＆プレゼンが可能。
KINGSOFT Office 2010 Standard

http://www.kingsoft.jp/office/corporate/index.html
KINGSOFT Office 2010 Standard
\379/月 （本体価格 \350）

文書作成、表計算、プレゼン資料作成
KINGSOFT Office 2010 Standard VBA対応版
文書作成、表計算、プレゼン資料作成、一部マクロ機
能
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5 図形描写

6 プロジェクト管理
プ ジ

7 データベース

SkyPDF Terminal Server 2010

SkyPDF Terminal Server Pro 2012

Microsoft Visio 2010

Microsoft Office Project 2010

Microsoft SQL Server 2008

株式会社スカイコム

株式会社スカイコム

マイクロソフト株式会社

マイクロソフト株式会社

マイクロソフト株式会社

高速・高圧縮・高品質 のPDF作成ソフト
オフィス文書を高速・高圧縮・高品質にPDF生成。その
速さは、一般的なPDF作成ソフトに比べて数倍早く、出
来上がったPDFのファイルサイズは小さくと、快適な
PDF生成環境を提供します。

高度な編集・閲覧機能を追加した高速・高圧縮・高品質
のPDF作成ソフト
SkyPDF Terminal Server 2010の機能にPDFの高度な
編集機能と閲覧機能をプラス。オフィス文書を高速・高
圧縮・高品質にPDF生成。その速さは、一般的なPDF作
成ソフトに比べて数倍早く、出来上がったPDFのファイ
ルサイズは小さくと、快適なPDF生成環境を提供します。
ビジネス用グラフィックス作成ツール。MicrosoftVisioを使
用することにより、IT およびビジネス プロフェッショナルは、
複雑な情報、システム、プロセスの視覚化、分析、伝達が
可能になり、深い理解や洞察が得られ、的確な意思決定
を下すことができます。
旧バージョン(2007)もご提供しております。

Microsoft Office Projectは、プロジェクトを効果的に管理
は プ ジ ク を効果的 管理
するための操作性と柔軟性を兼ね備えた堅牢なプロジェク
ト管理ツール。対話型のプロジェクト ガイドが付属しており、
ステップバイステップ方式でプロジェクト管理の基礎を短期
間で習得することができます。
旧バージョン(2007)もご提供しております。

Microsoft SQL Server 2008 は、ミッション クリティカルなシ
ステムからモバイル アプリケーションまで対応できる高い
信頼性を備えたリレーショナル データベース マネジメント
システム（RDBMS）です。信頼性の高いデータ ウェアハウ
スやアプリケーションを構築・運用できる多彩な機能から、
全社員がデータを活用できるビジネス インテリジェンス
(BI) 基盤まで、全ての機能が統合されています。
旧バージョン(2005)もご提供しております。

8 Microsoft
開発環境

Microsoft Visual Studio 2010

マイクロソフト株式会社

Visual Studio Professional Edition は、個人または小規模
なチームで開発を行うプロフェッショナルを対象に、サー
バーおよびクライアントアプリケーション開発機能を提供し
ます。Windows アプリケーション、Web アプリケーション、
モバイル アプリケーション、および Office アプリケーション
など、最新プラットフォームを活用した多様なアプリケー
ション開発が行えます。
旧バージョン(2007)もご提供しております。

9 財務会計

会計上々

マグレックス株式会社

３歩先を行く「会計」ソフト。ただ税金を計算するだけではな
く会社の経営を数ヶ月先までご自身でしっかり把握できま
す。手書き処理と同じイメージの入力画面なので、導入時
のつまづきがありません。パネルからマウス操作での入力
もできますから、パソコン初心者でも安心です。会計にな
れてない方も、出納帳形式の入力が充実しているので安
心です。出納帳をイメージした入力画面は手書き感覚の
わかりやすさです。
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http://www.kingsoft.jp/office/product/vba.html
KINGSOFT Office 2010 Standard VBA対応版
\540/月 （本体価格 \500）

SkyPDF Terminal Server 2010
\302/月 （本体価格 \280）

SkyPDF Terminal Server Pro 2012
\605/月 （本体価格 \560）

Microsoft Visio 2010
Professional Edition 2010・2007
各 \3,240/月 （本体価格 \3,000）

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲43̲dougubako̲skypdf̲terminal̲server2010/index.html

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲43̲dougubako̲skypdf̲terminal̲server2010/index.html

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲02̲dougubako̲msofficevisio2010/index.html

Standard Edition 2010・2007
各 \2,376/月 （本体価格 \2,200）

Microsoft Office Project 2010
Professional Edition 2010・2007
各 \4,860/月 （本体価格 \4,500）

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲03̲dougubako̲msofficeproject2010/index.html

Standard Edition 2010・2007
各 \3,456/月 （本体価格 \3,200）

Microsoft SQL Server 2008
Enterprise Edition 2008・2005
各 \2,160/月 （本体価格 \2,000）

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲04̲dougubako̲sqlserver2008/index.html

Standard Edition 2008・2005
各 \1,944/月 （本体価格 \1,800）

Microsoft Visual Studio 2010
Professional 2010・2008
\5,184/月 （本体価格 \4,800）

会計上々
\1,404/月 （本体価格 \1,300）

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲05̲dougubako̲msvisualstudio2010/index.html

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲08̲dougubako̲kaikeizyouzyou/index.html

＃ 商品分類
10 給与計算

11

12 人事管理

13 顧客管理

14

15 営業支援
（SFA・CRM）

16 原価管理

アプリケーション名称

提供元

説明

提供価格(税込)

給与計算DX for EXCEL

FIRSTITPRO

年末調整も出来る！50名までの給与計算ソフト
税金・社保・年金等の各種計算はボタン１つで１発計算！
給与明細・給与台帳・金種表・給与封筒など豊富な印刷機
能を搭載。前月入力データ呼び出し機能で入力操作もワ
ンタッチ！年末調整機能の搭載により単独年調・給与年
調・賞与年調の計算に対応！源泉徴収票/徴収簿はモチ
ロン！法定調書の作成も可能です。

給与計算DX for EXCEL

タイムカード計算 for EXCEL

人財箱

顧客Master Pro

工務店さんの玉手箱

顧客深耕日報TYPE-R

レッツ原価管理Go!

FIRSTITPRO

渡敬情報システム株式会社

株式会社システムズナカシマ

アサクラソフト 株式会社

株式会社ＮＩコンサルティング

株式会社レッツ

面倒な時給計算の悩みを解決します！
タイムカードを見て電卓で時給計算するのはもうやめ！複
雑な時給計算はこのソフトで完璧！
従業員単位に時給条件を５パターンまで設定可能。２勤制
や３勤制などで連続労働した場合の条件計算もタイムカー
ドの内容を入力するだけで振分計算します。従業員単位
に休日条件も設定可能です。

このソフトは従業員を大切にする経営者を支援する機能
や雇用時に必要とされる様々な契約書関係を簡単に作れ
る機能があります。
安価ですが人事情報管理項目も、一般的な人事管理ソフ
トと同等な機能を備えており、しかも給与ソフトのデータ取
り込みが可能で、給与情報も複数年連続して閲覧すること
が可能です。
顧客情報から工事情報・対応履歴・機器情報・ファイル管
理まで行える顧客情報管理システム！お客様の基本情報
だけでなく、機器情報・工事情報・対応情報など様々な情
報を管理しておくことで迅速な対応と、タイミングの合った
提案が可能になります。 顧客情報は、何か問題が起きた
時の対応をするために管理するのではなく、営業するため
のツールとして活用できます。

どの業者に発注したか？何を使用したか？設備機器の品
番は？誰が担当したか？ …いつでもサッとわかります。
建替え、増改築、紹介などの機会にさまざまな情報を入力。
対話式の簡単操作で打ち込んでいくだけで、お取引先や
お客様の情報を蓄積・管理でき、コミュニケーションを円滑
にできます。 点検ハガキの案内、イベント。キャンペーン
のＤＭが簡単に出せます。

ＮＩコンサルティングが２０年以上に渡って培ってきた営業
力強化ノウハウと２８００社を超えるクライアント企業の声
を凝縮してパッケージングした完全WEB対応営業支援シ
を凝縮して
ッケ ジングした完全
対応営業支援シ
ステム（SFA・CRM）です。営業現場の情報を吸い上げて
社内に伝える｢日報神経｣として戦略の仮説検証を進め、
見込客（案件）を確実にトレースし、現場の生の業務ナレッ
ジを蓄積、共有していく仕組みを提供、業種・業態別、営
業スタイル別に様々なニーズにお応えします。

見積もりから実行予算・発注・原価管理・支払管理・回収
管理と建設業に必要な業務をトータルサポート抜群の使
いやすさ、充実のサポート機能を提供。全ての建設業、個
別原価管理が必要な業種（機械製造業、広告代理店、出
版、ソフトウェア業等）に最適です。

\9,980 （本体価格 \9,241）※1

タイムカード計算 for EXCEL
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工事原価管理システム「二の丸」

使える建設原価

石田データサービス株式会社

アサクラソフト株式会社

人財箱
基本プログラム
\5,152/月 （本体価格 \4,770）

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲39̲dougubako̲jinzaibako/index.html

基本＋照会プログラム
\5,659/月 （本体価格 \5,240）

顧客Master Pro

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲15̲dougubako̲kokyakumaster/index.html

\1,512/月 （本体価格 \1,400）

工務店さんの玉手箱
1ユーザ目
\4,320/月 （本体価格 \4,000）

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲33̲dougubako̲tamatebako/index.html

追加１ユーザごと
\2,160/月 （本体価格 \2,000）

顧客深耕日報TYPE-R

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲45̲dougubako̲kokyakusinkou/index.html

\4,536/月 （本体価格 \4,200）

Aシステム
¥6,912/月 （本体価格 ¥6,400）
Bシステム
¥8,100/月 （本体価格 ¥7,500）

建設・電気・設備・給排水衛生・空調・防災・消防・弱電・通
信など専門工事業者向けの原価管理システム。
事務処理の改善による利益確保や、社員の意識改革によ
る利益確保、工事状況の見える化を実現するシステムが
『二の丸』です。

工事原価管理システム「二の丸」
原価管理パック（原価管理システム「二の丸」）
\14,353/月 （本体価格 \13,290）

きめ細やかなコスト管理はもちろん、会計処理までを守備
範囲に。
仕入先・外注先からの請求書をもとに入力したり、納品
書・日報から入力したり、支払金額だけを入力したり…。状
況に合わせて自在に使える建設業向け原価管理ソフトで
す。振替伝票の発行で会計処理へのスムーズなデータ移
行も実現。 シビアなコスト管理が求められる時代に、建設
業を協力にサポートいたします。

使える建設原価
1ユーザ目
\7,128/月 （本体価格 \6,600）
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http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲12̲dougubako̲timecardkeisan/index.html

\5,980 （本体価格 \5,537）※1

フルシステム
¥9,720/月 （本体価格 ¥9,000）
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商品詳細WebページURL
http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲11̲dougubako̲kyuuyokeisandx/index.html

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲17̲dougubako̲lets-genkakanrigo/index.html
（備考）
各システムにユーザー数割引きがございます。詳しくはお問合せ下さい

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲38̲dougubako̲ninonaru/index.html

原価請求パック
（原価管理システム「二の丸」＆請求管理OP）
\18,900/月 （本体価格 \17,500）

追加１ユーザごと
\3,564/月 （本体価格 \3,300）

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲34̲dougubako̲tukaeru̲genka/index.html

＃ 商品分類
19 見積積算

20

21

アプリケーション名称

提供元

説明

提供価格(税込)

見積管助

有限会社ウイナープライム

簡単操作で大幅能率アップ！。業界のニーズに応えた見
積・積算システム。見積管助シリーズの見積・積算システ
ムは誰でも簡単に操作ができ、今までの積算業務の煩わ
しさから解放してくれます。初心者の方でも、パソコンにイ
ンストールしたその日からスムーズに作業ができ、積算知
識の乏しい方でも簡単に積算することができます。

機械設備工事積算システム
¥11,340/月 （本体価格 ¥10,500） ※2

見積CRAFT

工事積算見積システム「本丸」

株式会社四電工

石田データサービス株式会社

上水道工事積算システム
¥12,960/月 （本体価格 ¥12,000）

商品詳細WebページURL
http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲18̲dougubako̲mitsumoriks/index.html

※2

上水道・機械設備工事積算システム
¥14,040/月 （本体価格 ¥13,000） ※2

この１本が、仕事を変える・・・グレードが違う ハイクオリ
ティ機能満載。買ってきたその日から、誰でも同じ根拠に
もとづく正確な見積書を作成できます。一般見積書をワン
タッチで複合単価見積書に変更可能。見積CRAFT2010で
作成した見積書を、Excelファイル(＊.xls)にダイレクトで書
き出し可能。Excelデータを、見積CRAFT2010の見積書や
部材マスタへ取り込むことができます。

見積CRAFT

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲19̲dougubako̲mitsumoricf/index.html

\20,520/月 （本体価格 \19,000）

見積条件を提出先毎に設定でき、誰でも同じ内容で簡単
に短時間で見積作成が可能です。住宅工事から公共工事
（複合単価オプション）の見積にも対応しています。
見積書はMicrosoft® Excel® やPDFにも出力が可能です。

工事積算見積システム「本丸」
見積パック（積算見積システム「本丸」）
\14,353/月 （本体価格 \13,290）

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲37̲dougubako̲honmaru/index.html

複合対応見積パック
（積算見積システム「本丸」＆複合単価計算OP）
\18,900/月 （本体価格 \17,500）
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25

26

27

使える建築見積

使える設備見積

見積共有管理 for WEB

Wit-S【総合版】

Wit-S【造園版】

Wit-S【上下水道版】

アサクラソフト 株式会社

アサクラソフト 株式会社

株式会社ＮＩコンサルティング

株式会社システムステーション

株式会社システムステーション

株式会社システムステーション

簡単につかえるから・・・が選んで頂ける理由です。見て、
触ってお試しください！！
実際の見積書のイメージそのままで入力。すばやく自動計
算し、美しく出力する見積ソフトです。
コード表が不要の簡単入力。ただ入力するだけで、明細を
追加、複写・移動機能が充実。以前作成した見積から、い
ろいろな単位でコピーし新たな見積書を作成できます。

簡単に使えるから……が、選んで頂ける理由です。見て、
触ってお試しください。この入力作業が簡単にいろいろと
できるのが人気の秘密です。見積書、請求書、発注書、工
事総括表などいろいろな帳票も出力できます。
実際の見積書のイメージそのままで入力。誰でも美しい見
積書が迅速に作成できるソフトウェアです。

四則演算が可能で、自由に見積フォーマットが作成できる
ので、あらゆる業種、業態の企業様でご利用いただけます。
営業担当者が個別に見積書を作成・提出し、本人でなけ
れば分からなくなっていたような見積書を全社共有のもの
とし、｢いつでも｣、｢どこでも｣、｢誰でも｣対応可能な体制作
りと、それに伴う顧客対応のスピード化を目的としています。
また、iPadでも作成可能なので、PCがないと見積書が作
れないという限界を突破し、営業活動のモバイル改革を実
土木工事全28工種の全ての工事積算機能をご提供致し
ます。
土木・舗装、公共建設、港湾・空港、下水道、上水道、
土地改 良、治山・林道、造園・植栽、測量委託業務等
単価・歩掛りデータもWit-Sがご提供する全工種について
の積算に使用するデータを提供致します。

造園土木工事に対応した積算機能をご提供致します。
四則演算が可能で、自由に見積フォーマットが作成できる
ので、公園・植栽等の造園土木工事に対応した積算が可
能です。
造園土木工事で使用する単価・歩掛りデータを搭載致しま
す。

上下水道工事に対応した積算機能をご提供致します。
上下水道工事で使用する単価・歩掛りデータを搭載致しま
す。
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使える建築見積
1ユーザ目
\5,400/月 （本体価格 \5,000）

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲35̲dougubako̲tukaeru̲kentikumitu/index.html

追加１ユーザごと
\2,700/月 （本体価格 \2,500）

使える設備見積
1ユーザ目
\6,264/月 （本体価格 \5,800）

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲36̲dougubako̲tukaeru̲setubimitu/index.html

追加１ユーザごと
\3,132/月 （本体価格 \2,900）

見積共有管理 for WEB

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲46̲dougubako̲mitumorikyoyu/index.html

\864/月 （本体価格 \800）

Wit-S【総合版】

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲48̲dougubako̲wit̲s/index.html

\7,560/月 （本体価格 \7,000）

Wit-S【造園版】

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲48̲dougubako̲wit̲s/index.html

\6,048/月 （本体価格 \5,600）

Wit-S【上下水道版】
\6,048/月 （本体価格 \5,600）

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲48̲dougubako̲wit̲s/index.html

＃ 商品分類
28 CAD

29

30

31

32

33

34

35 宿泊業務支援

36

37

アプリケーション名称

提供元

説明

提供価格(税込)

水道申請CAD ANDES水道Master

株式会社システムズナカシマ

給排水申請・本管図面・施工図まで描けるマルチな申請
CAD！ＡＮＤＥＳ水道Ｍａｓｔｅｒは、現場のニーズから生まれ
た水道申請CADシステムです。申請機能だけに特化して
いる高価なＣＡＤが多い中、本商品は水道申請（給水申
請・排水申請）だけではなく設計図・施図工・本管管割図・
プラン図・材料拾い出しまで作成できる充実の機能を搭載
し、さらにユーザーの操作性を重視した商品です。

水道申請CAD ANDES水道Master

本管工事用CAD ANDES本管Master

電気設備設計CAD ANDES電設Win

見積管助（管助ＣＡＤ）

CRAFT-CAD

PCBデザインチェック クラウド

CADLUS X Cloud

やすらぎの宿

Front Team

F1-PC

株式会社システムズナカシマ

株式会社システムズナカシマ

有限会社ウイナープライム

株式会社四電工

株式会社ニソール

株式会社ニソール

株式会社システムプラン

サスナカ通信工業株式会社

日本システムスタディ株式会社

管割図・日報・材料集計・オフセット図まで描ける本管工事
用CAD！業務効率を徹底追及したCADシステム導入企業
の約９割が効果ありと回答。操作が簡単なので導入後、即
稼動可能です。図面作成をすれば、日々の日報自動作成。
画面からワンタッチで自動材料集計。作成図面を電子納
品用データに書き出し可能。本管工事に関わる図面作成
業の務効率化を徹底追及します。

\21,384/月 （本体価格 \19,800） ※3

本管工事用CAD ANDES本管Master

\21,384/月 （本体価格 \19,800） ※3

初心者の方でもすぐに使用でき、平面図から立面図・縦断
面図自動作成！見積管助シリーズのCAD連動システムは
平面図より立面図・縦断面図を簡単に自動作成すること
ができます。尚、平面図／立面図・縦断面図は単体で作
成することもできます。また、パソコン初心者の方でも簡単
操作によりすぐに実務で使用する事ができます。

\11,340/月 （本体価格 \10,500） ※2

PCBデザインチェックでは、ガーバーデータ、NCデータ、マ
ウントデータ、DXFデータを取り込み、多層間の同電位の
チェックやデザインルールチェック、3Dチェックなど様々な
検証が可能です
検証が可能です。
その他にも銅箔面積計算やマウントデータ、DXFデータの
出力も可能です。
どこにいても様々な基板を簡単に検証することができス
ピード検証に役立ちます。

様々な基板設計がどこでも設計できる!！
離れた所からの「同時並行設計」！！同じ基板設計画面
を同時に編集が可能です。離れた設計者と一緒に基板設
計したり、進捗をリアルタイムに確認することが出来ます。
基板設計各自動機能で作業効率向上！基板面付機能で
イニシャルコストダウン！様々な回路図CADのネットデー
タを入力することが可能です。CADLUS Xとのデータ連携
が可能です。

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲21̲dougubako̲andes̲honkanmaster/index.html

\21,384/月 （本体価格 \19,800） ※3

電気設備設計・電力申請・材料拾い・積算連携までできる
電気設備CAD！ＡＮＤＥＳ電設Winは、現場のニーズから
生まれた電気設備設計CADシステムです。電気設備図面
に関わる業務を徹底追及し、設計図・施工図・建築図・プ
ラン図・電力会社施工証明書・材料拾い出しまで作成でき
る充実の機能を搭載し、さらにユーザーの操作性を重視し
た商品作りを行っています。

この1本が仕事を変える・・・。電気・空調・衛生・建築のす
べてに対応。「簡単操作」・「高機能」・「低価格」これこそが
「設備図面を描く簡単なCAD！！
長年のノウハウから培われた建築・電気・空調・衛生の各
作画機能を住宅や小型建物に適したコンパクトな機能に
まとめていますので、コストパフォーマンスに優れ、また多
彩な活用を可能にしました。

商品詳細WebページURL
http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲20̲dougubako̲andes̲suidomaster/index.html

電気設備設計CAD ANDES電設Win

見積管助（管助ＣＡＤ）

CRAFT-CAD

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲22̲dougubako̲andes̲densetsuwin/index.html

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲23̲dougubako̲kscad/index.html

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲24̲dougubako̲craft̲cad/index.html

\8,640/月 （本体価格 \8,000）

PCBデザインチェック クラウド

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲40̲dougubako̲pcbdeschk/index.html

\4,644/月 （本体価格 \4,300）

CADLUS X Cloud

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲41̲dougubako̲cadlus̲x/index.html

\16,200/月 （本体価格 \15,000）

「宿泊業務をもう少し効率よく行えるシステムを低予算で実
現したい！」『やすらぎの宿』は、そんな旅館経営者の皆様
の要求にフォーカスし、宿泊業務に必要な機能に絞り込ん
で構成することにより、扱いやすさと低価格を実現したパッ
ケージソフトです。“ワンハンド・オペレーション”をコンセプ
トに操作性を設計。片手でのマウス操作が中心なので、電
話をしながらでも手続きが進められます。

やすらぎの宿
基本クライアント 2IDまで
\11,340/月 （本体価格 \10,500）

予約、会計、顧客・利用履歴とデータの一元管理により、
各管理別に同じ情報を入力する煩わしさを解消しています。
（チェックインと同時に利用履歴へ記録されます）宿泊、日
帰りも混在入力でき、追加利用明細の実績も按分比率（人
数）で分割しますので、詳細な宿泊、日帰りの実績が把握
できます。複雑な税金・サービス料の計算も科目単位に設
定でき、あらゆるパターンで計算が行えます。

Front Team
\14,040/月 （本体価格 \13,000）

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲25̲dougubako̲yasuraginoyado/index.html

3ID以上追加クライアント
\5,671/月 （本体価格 \5,250）

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲26̲dougubako̲frontteam/index.html

追加クライアント
\7,452/月 （本体価格 \6,900）

ビル（計算書・領収証）発行の柔軟な対応が実現出来ます。
フロント会計
http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲27̲dougubako̲f1̲pc/index.html
ビルの分割・統合機能で、お客様のご要望に素早く対応。
過去の利用明細検索機能を使い『気配り』が効くサービス スタンドアロン \14,818/月 （本体価格 \13,720）
c/s型
\22,226/月 （本体価格 \20,580）
の支援します。お気に入りの部屋・料理・飲物の情報も瞬
時に閲覧。迎え入れの準備も万端です。マウスはもちろ
ん！ ファンクションキーでも簡単操作！マウスに慣れる
フロント会計＋予約管理
まで、ボタンを１つ触れるだけです。
スタンドアロン \22,226/月 （本体価格 \20,580）
c/s型
\30,866/月 （本体価格 \28,580）
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＃ 商品分類
38 生産管理

39 栄養管理

40 グループウェア

41 ウィルス対策

42 セット商品

アプリケーション名称

提供元

説明

提供価格(税込)

生産管理７７７クラウド

ケンユウテクノ株式会社

生産管理777クラウドは中小企業に特化した生産管理ソフ
トです。現場におけるあらゆる管理の効率化を重視して作
られております。
・３日で使える使いやすさ
・使いやすさを支援する豊富な機能
・ものづくりの現場を知り尽くした現場主義
・受注から発注、仕入売上、請求書まで統合ソフト

生産管理７７７クラウド

Mr.献ダテマン

株式会社タス

NIコラボR5

FFR Yarai

株式会社ＮＩコンサルティング

メール、スケジュール、会議室、掲示板といった基本機能
はもちろん、社内外のＷＥＢコンテンツを自由に表示でき
るポータルパーツ機能や、他製品ではオプション扱いの
ワークフロー機能など全て標準装備したポータル型グ
ループウェアです。ベストセラーSFA「顧客深耕日報」との
密連携により社内の動きや社員の活動を可視化して経営
効率を高めます。

\4,558/月 （本体価格 \4,220）

Mr.献ダテマン

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲47̲dougubako̲mr̲kondateman/index.html

\14,515/月 （本体価格 \13,440）

NIコラボR5

http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲44̲dougubako̲nicollabo/index.html

\540/月 （本体価格 \500）

株式会社フォティーンフォティ技術研究所 日本が生んだ高機能セキュリティ
http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲28̲dougubako̲yarai/index.html
パターンファイルに依存しない「スーパーヒューリスティッ
ク」検出技術。FFR yaraiは、未知の脅威に新しいコンセプ FFR Yaraiは「dougubako仮想デスクトップサービス」
トで対抗する、日本発の次世代セキュリティです。高度な
に標準適用されております。
ウイルスやハッカー攻撃を徹底防御し、あなたの大切な情
報と資産を守ります。

給与計算DX ＆ タイムカード計算 for EXCEL

FIRSTITPRO

＆

43

Mr.献ダテマンは食事を提供するあらゆる施設の栄養管理
にご利用いただけるパッケージソフトです。
ご購入いただいてから短期間でソフトが稼動できるように
画面構成や操作性が工夫されています。
「Mr.献ダテマン施設用」は主に栄養士様が、「献立作成」
「栄養管理」「発注管理」「在庫管理」「入所者管理」を行っ
て頂くためのシステムです。

商品詳細WebページURL
http:///minonaruki.jp/service/hj̲08̲42̲dougubako̲seisankanri777/index.html

使える建築パック

アサクラソフト 株式会社

「給与計算DX for EXCEL」「タイムカード計算 for EXCEL」
がセットになっております。
「タイムカード計算 for EXCEL」は「給与計算DX for
EXCEL」と連動し時給者の給与明細作成までを処理するこ
とが出来ます。
両方のソフトが必要な場合、こちらの商品を選択ください。

給与計算DX ＆ タイムカード計算 for EXCEL

工務店さんの玉手箱、使える建築見積、使える建設原価
のセット商品

使える建築パック
1ユーザ目
\11,880/月 （本体価格 \11,000）

\14,800 （本体価格 \13,704） ※1

追加１ユーザごと
\5,940/月 （本体価格 \5,500）

上記記載された製品及び会社名はそれぞれの各社の製品名、商標または登録商標です。
※1 お支払いただく料金は初回請求分のみ、次月以降のご利用料は発生しません。
※2 ご使用いただける地域に制限がございます。詳細はDougubakoサービス一覧を参照ください。
※3 導入支援契約が必須となっております。個別見積となりますので詳しくはお問合せください
上記掲載商品は 2013年2月1日 時点で提供可能なアプリケーションです。
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http://minonaruki.jp/service/hj̲08̲13̲dougubako̲kyuuyokeisandx̲timecardkeisan/index.html

