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

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 2016・2013
各 \2,200/月 （本体価格 \2,000）

商品詳細WebページURL
http://minonaruki.jp/service/hj_08_01_dougubako_msoffice2010/index.html

Standard 2016・2013
各 \1,650/月 （本体価格 \1,500）

旧バージョン(2013)もご提供しております。

2 データベース

Microsoft SQL Server

3 Microsoft
開発環境

Microsoft Visual Studio

4 人事管理

人財箱

5 顧客管理

6 原価管理

工務店さんの玉手箱

工事原価管理システム「二の丸」

マイクロソフト株式会社

マイクロソフト株式会社

渡敬情報システム株式会社

アサクラソフト 株式会社

石田データサービス株式会社

導入はわかりやすい画面でスムーズにスタート。仕訳がわ
中小企業向け業務パッケージソフトとして多くのお客様にご
５年連続売上実績Ｎｏ１「やよいの青色申告１０」は”選んで
中小企業向け業務パッケージソフトとして多くのお客様にご好評いただいて
５年連続売上実績Ｎｏ１「やよいの青色申告１０」は”選んで入れるだけ”の
導入はわかりやすい画面でスムーズにスタート。仕訳がわからない時は辞
Microsoft SQL Server 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(2016、2014)もご提供しております。
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。

Enterprise Edition 2017・2016・2014
各 \2,200/月 （本体価格 \2,000）

http://minonaruki.jp/service/hj_08_04_dougubako_sqlserver2008/index.html

Standard Edition 2017・2016・2014
各 \1,980/月 （本体価格 \1,800）

Professional 2017
\5,280/月 （本体価格 \4,800）

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
勘や経験に頼らない、効果的・効率的な販売促進活動を弥生顧客がサポー
「やよいの給与計算
毎年のように改正される法令へもいち早く対応。遅れを許さない給与実務を
５年連続売上実績Ｎｏ１「やよいの青色申告１０」は”選んで入れるだけ”の簡
導入はわかりやすい画面でスムーズにスタート。仕訳がわからない時は辞
１０」なら、わかりやすい画面と簡単操作で、面倒な給
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。

人材箱
基本プログラム
\5,247 （本体価格 \4,770）

集計・計算作業や手書きの手間がなくなり、販売活動の効率が大きくアッ
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
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。

工務店さんの玉手箱
1ユーザ目
\4,400/月 （本体価格 \4,000）

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
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。
使いやすく、高速な処理で事務処理を支援します。各種統計表（分析表）の
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」）
\14,619/月 （本体価格 \13,290）

http://minonaruki.jp/service/hj_08_05_dougubako_msvisualstudio2010/index.html

http://minonaruki.jp/service/hj_08_39_dougubako_jinzaibako/index.html

基本＋照会プログラム
\5,764 （本体価格 \5,240）
http://minonaruki.jp/service/hj_08_33_dougubako_tamatebako/index.html

追加１ユーザごと
\2,200/月 （本体価格 \2,000）
http://minonaruki.jp/service/hj_08_38_dougubako_ninonaru/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）
\19,250/月 （本体価格 \17,500）
7

使える建設原価

8 見積積算

工事積算見積システム「本丸」

アサクラソフト株式会社

石田データサービス株式会社

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。

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
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。

使える建設原価
1ユーザ目
\7,260/月 （本体価格 \6,600）

http://minonaruki.jp/service/hj_08_34_dougubako_tukaeru_genka/index.html

追加１ユーザごと
\3,630/月 （本体価格 \3,300）

見積パック（積算見積システム「本丸」）
\14,619月 （本体価格 \13,290）

http://minonaruki.jp/service/hj_08_37_dougubako_honmaru/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）
\19,250/月 （本体価格 \17,500）
9

使える建築見積

10

使える設備見積

11 生産管理

12 セット商品

生産管理７７７クラウド

使える建築パック

アサクラソフト 株式会社

アサクラソフト 株式会社

ケンユウテクノ株式会社

アサクラソフト 株式会社

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。

使える建築見積
1ユーザ目
\5,500/月 （本体価格 \5,000）

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。

使える設備見積
1ユーザ目
\6,380/月 （本体価格 \5,800）

ビル（計算書・領収証）発行の柔軟な対応が実現出来ます。ビルの分割・統
フォームを基本とした、電子決裁・ワークフローのアプリケーションです。電
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
ファイル及びリッチテキストを対象とした、ナレッジマネジメントのアプリケー
そのマニュアル、まだ手作りですか？
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

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
Handysoft
EKP Documan、KMSのセット商品
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

追加１ユーザごと
\2,750/月 （本体価格 \2,500）

1/1

http://minonaruki.jp/service/hj_08_36_dougubako_tukaeru_setubimitu/index.html

追加１ユーザごと
\3,190/月 （本体価格 \2,900）

\4,642/月 （本体価格 \4,220）

使える建築パック
1ユーザ目
\12,100/月 （本体価格 \11,000）
追加１ユーザごと
\6,050/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。
上記掲載商品は 2021年2月1日 時点で提供可能なアプリケーションです。

http://minonaruki.jp/service/hj_08_35_dougubako_tukaeru_kentikumitu/index.html

http://minonaruki.jp/service/hj_08_42_dougubako_seisankanri777/index.html

