
補助⾦申請書の作成・提出

交付決定の通知

ＩＴツールのご契約

ＩＴツールの導入

事業実施報告の作成・提出

補助⾦の交付

申請の流れ

交付申請

通知受取後
速やかに

※ITツール導入後3年間に3回。生産性向上・賃上げ要
件の状況を事務局に報告する必要があります。

事業実施効果報告2023年
4⽉以降

■ 事業の目的
制度変更（働き⽅改⾰、被⽤者保険の適⽤拡⼤、賃上げ、イン
ボイスの導入等）等への対応。ポストコロナの状況に対応したビジネ
スモデルへの転換に向けた。生産性の向上に資するITツールを導入
するための事業費等の経費の一部を補助し生産性の向上を図るこ
とを目的とする。

■ 補助対象者

生産性の向上のため業務プロセスの改善と効率化および新型コロナウ
イルスの影響を乗り越えるため業務の非対面化に取り組む、ITツール
を導入するための経費の一部を補助
•交付申請期間︓ 2021年4⽉7日（水）から開始
•補助対象経費区分 ︓ ソフトウェア費、導入関連等
•補助率 (A・B類型) ︓ 購入総額の1／2以内

(C・D類型) ︓ 購入総額の2／3以内
•補助⾦額︓ A類型 300,000円〜1,499,999円

B類型 1,500,000円〜4,500,000円
C類型 300,000円〜4,500,000円
D類型 300,000円〜1,500,000円

■ 事業内容

購入総額 240万円

1/2の 120万円を支給 実質 120万円

中小企業および小規模事業者等
・中小企業等経営強化法
第二条第一項記載の事業者

・小規模事業者 ・個人事業主
・企業組合、協業組合等の組合関連
・医療法人、社会福祉法人及び
特定非営利活動法人 等

※ ⼤企業の関連会社は対象外となります
※ 詳細は https://www.it-hojo.jp/overview/ の事業概要 補助対象者を参照ください

資本⾦ 従業員数
製造・建設・運輸他 3億円以下300人以下
卸売 1億円以下100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下100人以下

補助⾦申請は、IT導入支援者事業者による「申請マイページ」招待、
お客様による申請マイページの開設、財務情報、課題の解決等の実
施が必要になります。

例 A類型で総額 240万円のITツールを購入した場合

補助⾦請求後
1ヶ⽉程度を
目安に交付

事業実施報告は、①発注・契約にかかわる証憑、②納品・検収にか
かわる証憑、③請求・支払がなされたことがわかる証憑 が必要になり
ます。

いままでは…

⽉末は、
会計処理が
ピークで忙しい…

これからは︕
自動仕分けで
業務負荷が軽減。
決算資料も
スムーズに作成︕

いままでは…

あの資料は
どこに⾏ったの
かしら…

これからは︕

誰でも
探せるように
⽂書を管理︕

「財務会計システム」
を導入

「グループウェア」
を導入

「ドキュメント管理」
を導入

自社の課題・ニーズに合わせて 様々な業種・組織形態の⽅にご活⽤いただけます︕自社の課題・ニーズに合わせて 様々な業種・組織形態の⽅にご活⽤いただけます︕

サービス等⽣産性向上ＩＴ導入⽀援事業とは︖
https://www.it-hojo.jp/詳しくは
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交付決定

いままでは…

資料が多く、
数多くの資料に
囲まれた環境…

これからは︕

働きやすい
職場環境で、
コミュニケーションも
円滑︕

事業実施
報告期間までに



１． テレワーク・コミュニケーション ITツール
WEB会議、グループウェア、リモートアクセス

P.4

２． バックオフィス（業種共通）ITツール
販売管理、財務会計、固定資産、人事給与、就業管理等

P.5

３． 総合建設業向け ITツール
財務会計、原価管理、積算、⼯事台帳

P.11

４． 建築設計業向け ITツール
建設専⽤3DCAD

P.12

５． 建設業向け ITツール
土木・建設専⽤CAD

P.13

６． 設備業向け ITツール
⼯事積算、CAD等

P.14

７． 土木業向け ITツール
土木積算、安全管理、施⼯、CAD等

P.15

８． 不動産業向け ITツール
賃貸管理、不動産売買仲買営業支援

P.18

９． 製造業向け ITツール
CAD、CAM、CAE、生産管理等

P.19

10． 医療業向け ITツール
総合健診、医療・病院向け財務会計

P.22

11． 介護・福祉業向け ITツール
請求、業務支援、記録

P.23

12． 児童福祉業（保育）向け ITツール
保育業務

P.25

13． 運輸業向け ITツール
運⾏管理、点呼、運転日報作成等

P.26

14． ⽂書管理 ITツール
ドキュメント管理、⽂書共有、紙⽂書の電⼦化等

P.27

15． ワークフロー ITツール
電⼦申請、回覧承認、承認捺印等

P.28

16． セキュリティ ITツール P.29

17． 資産管理 ITツール P.30
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WEB会議/グループウェア

Microsoft の提供する、Officeツールおよびグループウェア、
コラボレーション＆コミュニケーションツールを統合したクラウド
サービス。標準機能の充実度に加え、多種の他社製ツー
ルを組み合わせて利⽤することで業務改善にお役⽴ちしま
す。

Microsoft 365

WEB会議

直観的なインターフェースで、Web会議の高品質な会議
を実現。PC、タブレット、スマートフォンでいつでもどこでも会
議が可能︕Zoomサービス内にミーティングルームを開設
し、ミーティングIDやパスワードを共有するユーザー同士で
多地点と同時にWeb会議を⾏うことが可能。

Zoom

テレワーク・コミュニケーション ITツール
WEB会議、グループウェア、リモートアクセス

ITツール名 ITツール名

WEB会議

手軽に接続できることが特徴のWeb会議システムです。
ソフトウェアのインストールが不要なカンタン接続でWeb会
議を経験したことのない⽅も直感的に利⽤でき、画面共
有やチャット、録画機能など会議や面談をおこなう上で利
⽤できる便利な機能も多数搭載されています。

おりこうオンラインES

WEB会議

営業に特化したWeb会議システム。オンライン形式でのス
ムーズな商談を実現するための豊富な機能を備えていま
す。電話とブラウザを組み合わせた遠隔営業システム。
複雑な設定が一切不要で、ネットが苦手なお客さまにも
使いやすく、リリースから多くの企業に導入されています。

bellFaceITツール名 ITツール名

グループウェア

企業や組織内の情報共有やコミュニケーションを支援する
ソフトウェアです。スケジュール共有や会議室などを押さえる
設備予約、掲示板やワークフローといった豊富な機能を標
準で備えています。これまでの業務をグループウェアに集約
することで業務効率が改善されチーム⼒が高まります。

サイボウズ Office

グループウェア

開発の知識がなくても自社の業務に合わせたシステムをか
んたんに作成できるクラウドサービスです。アプリの作成は、
エクセルの読み込みや、ドラッグ＆ドロップだけで誰でも簡
単にできるのが特⻑です。簡単に導入できる手軽さから、
17,000社以上の企業がkintoneを利⽤しています。

kintoneITツール名 ITツール名

クラウドストレージ

企業のファイルは、サーバー上やさまざまな共有ツール、⽂
書管理システム等で分散して保管されています。クラウド
上の１つの場所で、セキュアにファイルを管理し、共有・コラ
ボレーションする為のプラットフォームが「Box」です。

Box

クラウドストレージ

会社のデータをクラウド上に保管する為のツールになります。
ユーザーは外出先からでもデータの確認ができたり、外部
の会社とのデータのやり取りにも活⽤できるツールになりま
す。

DropboxITツール名 ITツール名

リモートアクセス

外出先からインターネットを利⽤して遠く離れたオフィスにあ
るPCに接続し、あたかもその場にいるような操作感で作業
ができる、遠隔操作型のリモートサービスです。
オフィスでしかできない仕事を外出先、もしくは自宅で⾏う
ことにより時間を有効利⽤することが可能です。

Online ScreenView

リモートアクセス

インターネットを利⽤して遠隔地から自分のPCに接続し、
あたかもその場にいるような操作感で作業ができる社内
PC遠隔操作型のリモートサービスです。
外回りや出張時にスマートフォンから会社パソコンに接続で
きるので、移動時間にも⽂書作成、メール確認ができます。

Remote ViewITツール名 ITツール名



販売管理

販売管理の受注・出荷・売上・請求・入⾦などの基本的
な業務プロセスはもとより、さまざまな企業で必要とする固
有の業務にも柔軟に対応することができる販売管理システ
ムです。

商奉⾏

販売管理

⾒積から受注／発注から仕入など、販売仕入管理業務
を徹底的に効率化する販売管理、仕入管理システムで
す。統合型販売管理システムとして運⽤できます。

商蔵奉⾏

バックオフィス（業種共通）ITツール
販売管理

ITツール名 ITツール名

販売管理

『販売⼤臣NX』は、煩雑な伝票入⼒を極限まで簡略化
することで日々の業務効率化・生産性向上に寄与。あら
ゆる業種の様々な帳票や書類を即座に、自由に作成で
き分析も可能にする優れたシステムです。売上・仕入・在
庫管理業務を支える、最先端の販売管理ソフトです。

販売大臣NX
販売大臣NXクラウド/販売大臣AXクラウド

販売管理

顧客（得意先）・商品製品の取引実績・伝票発⾏を
管理でき、蓄積された⾒積・受注・売上・請求等データを
多面的にデータを分析できる汎⽤販売管理パッケージで
す。

PCA商魂DXITツール名 ITツール名

販売管理

⾒積、受発注、売上、仕入、入⾦、支払から在庫管理ま
で、トータル的にお客様の販売管理業務の効率化をご支
援するシステムです。拡張性が特⻑となっており、様々な
業種のお客様のご要望に対応しております。

SMILE V 販売

販売管理

販売管理業務にかかる時間と手間を⼤幅削減。帳票の
簡単発⾏から、販売管理、仕入･在庫管理までトータル
にカバー。発注・仕入・在庫管理・支払業務が的確に⾏
えます。売上や仕入実績に応じて在庫数が自動で計算さ
れるので、在庫切れや仕入損が未然に防げます。

弥⽣販売ITツール名 ITツール名

自動⾞事業者向け業務管理

直販から卸までネット時代に威⼒を発揮︕リピート顧客を
増やして売上を上げたい。クレームや問い合わせ対応を良
くして、顧客満⾜度を上げたい。ネット通販からの事務作
業を効率よくしたい。今現在の注⽂の処理状況をわかりや
すくしたいというお悩みを解決︕

一新多助スマート2

通販業者向け販売管理

直販から卸までネット時代に威⼒を発揮︕リピート顧客を
増やして売上を上げたい。クレームや問い合わせ対応を良
くして、顧客満⾜度を上げたい。ネット通販からの事務作
業を効率よくしたい。今現在の注⽂の処理状況をわかりや
すくしたいというお悩みを解決︕

通販BestITツール名 ITツール名

LPガス販売管理

ハンディターミナル(携帯端末)から消費者の検針情報およ
び売上入⾦情報を収集しデータベースに蓄積できます。
保安管理では消費者別に調査点検情報を収集しパソコ
ンに打ち込めます。その他販売履歴情報や請求情報、消
費者の住所や口座情報もデータベースに蓄積可能です。

ガス吉くんITツール名



仕入在庫管理

顧客（仕入先）・商品製品の取引実績を管理でき、蓄
積された発注、仕入、支払、在庫等データを多面的に
データを分析できる汎⽤仕入/在庫管理パッケージです。

PCA商管DX
PCA商管DXクラウド

仕入在庫管理

商品や材料・備品の調達・購買に関わる発注・仕入・精
算・支払などの一連の業務プロセスに対応できます。在庫
割れを防いで、発注業務のスピードアップも図れます︕

蔵奉⾏

バックオフィス（業種共通）ITツール
仕入在庫管理、財務会計

ITツール名 ITツール名

販売仕入在庫管理

「販売⼤臣」は、販売管理から仕入・在庫・生産管理まで
トータルに処理できる統合システムです。
各伝票の連携も充実し、⾒積伝票から仕入・売上伝票
へのコピーなど、面倒な入⼒作業を⼤幅に省⼒化します。

販売大臣NX
販売大臣NXクラウド

財務会計

経理の基本業務はもちろん会計情報の活⽤までできる、
導入シェアNo.1の会計システムです︕元帳・試算表と
いった財務視点の帳票はもちろん企業独自の視点を盛り
込んだ会計レポートもボタンひとつで作成できます。

勘定奉⾏ITツール名 ITツール名

財務会計

仕訳データの入⼒や外部データ取り込みを⾏うことで財務
諸表をカンタンに作成可能な汎⽤財務会計パッケージで
す。税理士や銀⾏向けに経営分析情報を出⼒も可能で
す。管理会計機能を利⽤することで企業に併せた管理会
計も実現可能なため、業績の把握が簡単に⾏えます。

PCA会計DX

財務会計

『⼤蔵⼤臣NX』の入⼒作業は、手書き感覚で極限まで
簡略化。さまざまな帳票類や書類を即座に作成します。
初心者から上級者まで総てのユーザー様に満⾜していた
だけるよう、 使う人の⽴場に⽴った機能性と使いやすさを
徹底的に追求しました。

大蔵大臣NX
大蔵大臣NXクラウドITツール名 ITツール名

財務会計

仕訳処理から元帳、試算表作成、決算処理まで一連の
会計業務の効率化をご支援するシステムです。柔軟な入
⼒補助機能で担当者負荷を軽減し、経営者目線の
様々な分析諸表も備えた会計システムとなっております。

SMILE V 会計ITツール名



固定資産税

資産・原価償却費等の管理ができ、併せて税法上の台
帳や電⼦申告が可能な汎⽤固定資産管理パッケージで
す。取得した資産情報を元に取得価格、残存価格、設
置場所の管理を拠点毎・担当者毎等に管理ができ、企
業の資産状況を確認しやすくなります。

PCA固定資産DX

固定資産税

固定資産・リース資産情報を一元管理でき、償却額・
リース料支払額などの自動計算から、資産台帳や申告書
の自動化、複雑な会計処理・仕訳データ作成までワンシ
ステムで対応できます。

固定資産奉⾏

バックオフィス（業種共通）ITツール
固定資産、経費、法定調書、労務管理

ITツール名 ITツール名

財務会計

『⼤蔵⼤臣NX』の入⼒作業は、手書き感覚で極限まで
簡略化。さまざまな帳票類や書類を即座に作成します。
初心者から上級者まで総てのユーザー様に満⾜していただ
けるよう、 使う人の⽴場に⽴った機能性と使いやすさを徹
底的に追求しました。新時代の財務会計システムです。

奉⾏Edgeキャッシュレスクラウド

財務会計

経費・交通費・出張費・旅費・交際費などお⾦にかかわる
全ての処理を 一元管理するクラウドシステム。
自動仕訳・会計ソフト連携や振込データ作成機能で、経
理業務を劇的に効率化します。

楽楽精算ITツール名 ITツール名

法定調書作成

法定調書合計表の作成・申告までの一連の業務をカバー
します。忙しい年末年始の総務業務の負荷を⼤幅に削
減する法定調書作成システムです。

法定調書奉⾏

労務管理

企業での社会保険・労務保険の業務のトータルサポート
システムです。関係書類を自動作成、電⼦申請も対応し、
申請手続きを簡単に⾏えます。
PSD労働社会保険はマイナンバー・e－Gov電⼦申請に
対応しています。

PSD労働社会保険ITツール名 ITツール名

労務管理

オフィスステーションは年末調整・入退社手続き・給与明
細・労働保険・社会保険など使いたい機能だけを選んで
買える人事労務ソフト。対応帳票は119種類以上。
e-Gov電⼦申請APIにも完全対応しデスクにいながら⾏
政への申請が完了します。

オフィスステーション シリーズ

労務管理

電⼦申請の義務化にも対応した、従業員の入社から退
職までの人事労務管理の手続きを全てペーパーレスで⾏
えるクラウドサービスです。社会保険・労働保険の手続き
をアシストし、劇的に労務管理業務時間を削減します。

奉⾏Edge労務管理電⼦化クラウドITツール名 ITツール名



給与

従業員等の勤怠・支給・控除データ実績を入⼒することで、
給与・賞与の作成が可能であり、併せて社会保険等の手
続きも可能な汎⽤給与管理業務パッケージです。人件費
や労働時間データを部門別で分析したり、会計仕訳デー
タとして出⼒する事も可能です。

PCA給与DX

給与

給与計算の事前準備から計算後の集計報告まで、従来
のシステムの概念を超えた高機能な給与計算システム。
給与計算から社会保険、年末調整計算までをカバーしま
す。

給与奉⾏

バックオフィス（業種共通）ITツール
人事給与、年末調整

ITツール名 ITツール名

小規模法人向け給与

従業員等の勤怠・支給・控除データ実績を入⼒することで、
給与・賞与の作成が可能であり、併せて社会保険等の手
続きも可能な汎⽤給与管理業務パッケージです。人件費
や労働時間データを部門別で分析したり、会計仕訳デー
タとして出⼒する事も可能です。

給与じまんDX

給与

わずらわしい給与手当の計算も、あらかじめ計算式を登
録するだけで、より正確な給与計算が可能︕ さらに、ス
ムーズな年末調整も実現します。また、就業・人事管理、
財務会計ともシームレスに連動し、入⼒作業の軽減や情
報の一元化・共有が図れます。

給与大臣NX
給与大臣NXクラウドITツール名 ITツール名

給与

業種・業態を問わず毎⽉の給与計算から賞与計算、年
末調整、社会保険更新処理まで全般的にサポート。標
準装備された人事情報管理機能で入⼒したデータをその
まま給与計算に利⽤でき、給与計算業務を⼤幅に効率
化します。各種明細書のメール配信も可能です。

TimePro-NX 給与

給与

給与計算業務、社会保険業務、年末調整業務等、全
般的な給与業務の効率化をご支援するシステムです。詳
細な計算式設定でお客様の給与体系へ対応し、豊富な
期間集計表で様々な実績集計も可能となっております。

SMILE V 給与ITツール名 ITツール名

人事給与

給与計算業務、社会保険業務、年末調整業務等、全
般的な給与業務の効率化をご支援するシステムです。社
員の資格や考課情報など人事管理にも対応したシステム
です。離職証明書の発⾏等、社員の雇⽤契約情報の管
理も可能となっております。

SMILE V 人事給与

年末調整申告書

扶養控除等申告書や保険料控除申告書といった年末
調整申告書は、事前に税務署に申請しておくことでWeb
で提出を受けることができます。手書きを廃止し、電⼦
データで回収することで総務担当者と従業員双⽅の負荷
を削減し、業務時間を⼤幅に短縮させるシステムです。

奉⾏Edge年末調整申告書クラウドITツール名 ITツール名



人事管理

人事情報を効率よく管理するためだけでなく、総務・人事
部門が⾏う、人に関わる業務にまで利⽤でき、総務・人事
部門の生産性を向上させる人事管理システムです。

人事奉⾏

人事管理

『人事⼤臣NX』は圧倒的な管理項目の自由度で、パー
ソナルデータを豊富に管理。帳票自由設計により、必要
な帳票を自由に作成し、人材データを様々な角度で集
計・分析することで、スピーディに活⽤できます。

人事大臣NX
人事大臣NXクラウド

バックオフィス（業種共通）ITツール
人事管理、採⽤管理

ITツール名 ITツール名

人事管理

従業員の個人属性・就業情報等の登録ができ、労働条
件通知書等の雇⽤契約等の管理が可能な汎⽤人事管
理パッケージです。蓄積された情報を元に配置や就業上
の措置などが⾏いやすくなります。タレントマネジメント・メン
タルヘルスマネジメント等の業務にも利⽤可能です。

PCA人事管理DX

人事管理

「総務人事奉⾏クラウド」はあらゆる総務人事業務をクラ
ウドがアシストし、総務人事業務を定型化し、企業全体
の業務生産性を向上させます。総務業務をデジタル化す
ることで、紙や手作業での業務を削減し、テレワーク対応
だけではなく、生産性向上まで実現します。

総務人事奉⾏クラウドITツール名 ITツール名

小規模法人向け人事

従業員等の個人属性・就業情報等の登録ができ、労働
条件通知書等の雇⽤契約等の管理が可能な汎⽤人事
管理パッケージです。蓄積された情報を元に配置や就業
上の措置などが⾏いやすくなります。タレントマネジメント・メ
ンタルヘルスマネジメント等の業務にも利⽤が可能です。

人事じまんDX

健康管理＋ストレスチェック

従業員の日々のメンタル状況や体温・睡眠時間などの体
調をペーパーレスで一元管理が可能になる、メンタルヘル
ス・体調管理に特化したシステムです。ストレスチェックや新
型コロナウイルスのワクチン接種状況の把握もできるアン
ケート機能も搭載されています。

おりこうHRITツール名 ITツール名

採⽤管理（ATS）+採⽤HP

求人情報や求人応募者の管理がクラウドでおこなえる採
⽤管理システムです。レポート機能により選考状況の⾒え
る化もでき、採⽤活動の課題を把握することができます。
採⽤サイトを構築する機能も搭載しており、求人情報の
公開や自社の強み・魅⼒を効果的に発信できます。

おりこう採⽤管理プラス

採⽤管理（ATS）

求人情報や求人応募者の管理がクラウドでおこなえる採
⽤管理システムです。レポート機能により選考状況の⾒え
る化もでき、採⽤活動の課題を把握することができます。

おりこう採⽤管理ITツール名 ITツール名



就業管理

従業員の労働時間・有給休暇状況等を管理できる労務
管理システム。ミドル業務としてシフト管理、勤怠管理、残
業抑止通知、⻑時間残業アラート、有休管理、有休残
管理に対応しております。

クロノスPerformance

就業管理

クラウドサービスだから、従業員が効率よく使える勤怠管理
の仕組みを実現できます。どこでも申請・承認ができ、出
退勤怠管理や残業計算・休暇管理をすべて自動化でき
るため、紙やExcelによる集計業務がなくなります

奉⾏Edge 勤怠管理クラウド

バックオフィス（業種共通）ITツール
就業管理、顧客管理

ITツール名 ITツール名

就業管理

打刻や申請を自動的に集約・計算し、勤怠管理業務の
時間を削減することができます。勤怠の計算業務はボタン
１つ。業務生産性を効率化する勤怠管理システムです。

就業奉⾏i11

就業管理

労務時間を適正に把握し、出退勤の打刻の収集から修
正、集計までの業務効率を⼤幅に省⼒化します。⻑時
間労働などチェックすべき様々なデータを常にトップ画面で
お知らせし、予兆把握による早期段階での対応をサポー
トします。

TimePro-NX 就業ITツール名 ITツール名

就業管理

複雑なシフト管理、スケジュール管理、休暇管理にも対応
する最新の就業管理ソフト。「給与⼤臣」と連携し、就業
管理／勤怠管理業務を強⼒にサポートします。最新の労
働基準法にも対応し、日常の適正な労務管理に最適な
システムです。

就業大臣NX
就業大臣NXクラウド

就業管理

現場のシフト管理のお悩みをまとめて快決︕労働条件、
スタッフのシフト希望を守った適切な勤務計画の⽴案と配
付で、シフト作成業務を徹底効率化。
管理者が本来⾏うべき業務の時間確保が可能。

快決!シフト君NEOシリーズITツール名 ITツール名

建設業向け就業管理

日報入⼒だけで勤怠管理・原価管理を同時に⾏え、勤
怠管理にかかっていた作業時間やコスト削減を可能にしま
す。さらに日報未提出一覧や残業の⾒える化、有給取得
管理機能など多彩な機能でより正確な勤怠管理をサポー
トします。

使えるくらうど勤怠管理

顧客管理

お客様自⾝で必要な項目を選択し、データ入⼒画面が
作成できるQuickCreator機能を備えた簡易データベー
ス作成システムです。顧客管理等で運⽤していただく事例
が多く、登録したデータを柔軟に検索できる自由検索機
能で絞り込み、一⻫メール送信することも可能です。

SMILE V CRM_QuickCreatorITツール名 ITツール名

顧客管理

『顧客⼤臣NX』は、従来の⼤臣シリーズとの融合を実現
しました。ひろがる・つながるツールとしても利⽤でき、幅広く
活⽤できます。顧客マスターにきめ細やかな条件設定がで
き、目的の顧客情報を素早く検索。

顧客大臣クラウド

顧客管理

顧客情報を軸に営業活動や販売履歴、問い合わせ情
報等を一元管理できるクラウドサービスです。各営業担当
者のスケジュールや営業活動の履歴をグループで共有、
担当者ごとの売上げ⾒込みや案件数、⽉別の受注⾒込
み確認等、営業活動に活かしていくことが可能です。

NICE営業物語 on kintoneITツール名 ITツール名



財務会計

「建設⼤臣」は、振替伝票を入⼒するだけで、⼯事台帳、
⼯事一覧表などの⼯事関連帳票や、元帳、試算表等の
経理帳票を自動作成。
出面管理、自動配賦、経営事項審査等の複雑処理も
効率化します。

建設大臣NX
建設大臣NXクラウド

財務会計

建設業会計における会計処理を最小限の入⼒作業で
実現できます。企業独自の原価管理体系を自由に設計
し、独自の⼯事台帳をいつでもすぐに出⼒。経費削減や
不採算⼯事の改善を強⼒にサポート。⼯事原価管理と
会計管理を両⽴させる建設業会計システムです。

勘定奉⾏【建設業編】

総合建設業向け ITツール
財務会計、原価管理、積算、⼯事台帳

ITツール名 ITツール名

勤怠管理

現場の入⼒ができる勤怠管理システム。勤怠管理と現場
の⼯数と労務費の計算ができ、高度なワークフローとかスケ
ジュールもできます。スマホでのGPS入⼒、さらに日報未提
出一覧や残業の⾒える化、有休取得管理機能など多彩
な機能でより正確な勤怠管理をサポートします。

使えるくらうど勤怠管理For建設業

原価管理

業界導入実績No.1（※）の建設業向け原価管理シス
テム。⾒積から実⾏予算及び原価管理から支払管理を
連携し運⽤を一元化します。他社会計ソフトをはじめ、関
連業務ソフトとの連携実績も豊富。
※東京商⼯リサーチ2021年2⽉調査

どっと原価NEOITツール名 ITツール名

原価管理

『ありそうでなかった』新しい販売管理ソフト。業務の運⽤
ルールを整備でき、会社の業務をマニアル化でき、業務効
率を上げて経費削減を図ることのできるシステムです。

売上原価PRO

原価管理

建設業の⽅々の生の意⾒をもとにつくりあげた、⾒積から
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できるシステムです。

レッツ原価管理GoITツール名 ITツール名

原価管理

建設業の仕入販売管理システム。出面管理、⼯事台
帳・原価管理、実⾏予算管理、発注書、支払予定。売
上請求から仕入先管理、と建設業の会計・供与以外の
事務処理で業務の一元化と効率化を支えます。他社シス
テムの会計ソフト・給与ソフトへの連携もできます。

使える建設原価

原価管理

プロジェクトごとに発生した原価(材料費、労務費、外注
費、経費など)を入⼒することで、プロジェクト別の原価を
把握できます。請負契約に基づき、一括して業務(プロ
ジェクト)を請け負う形態をとられている企業様でご利⽤い
ただけます。

SMILE V コストマネージャーITツール名 ITツール名

⼯事台帳

業務の効率化を支えます。出面管理、⼯事台帳・原価
管理、実⾏予算管理、発注書、支払予定。売上請求か
ら仕入先管理、などに加えグループウェア機能も搭載し幅
広い情報の一括管理を使えるくらうど⼯事台帳はお手伝
いします︕

使えるくらうど⼯事台帳

⾒積管理

ブラウザで動作する建築⾒積システム。感覚的な操作で
簡単に使⽤出来て、実⾏予算も入⼒して、利益を意識
した⾒積書を作成。⾒積書の書式もEXCEL取込みして
作成もできます。スケジュールの管理、顧客管理もでき、
⾒積書の申請・承認のワークフローもできます。

使えるくらうど建築⾒積ITツール名 ITツール名



住宅プレゼン

「住宅プレゼンシステムALTA」は、「世界唯一」手書き図
面からプレゼンシートを自動作成し、お施主様の要望を聞
きながら対面プレゼンを実現することができるシステムです。
お施主様を待たせないスピード提案を⾏うことで受注率の
向上に貢献します。 （３Dパース、⾒積もり作成）

ALTA Revolution プレゼン⾒積パック

建築CAD

建築専⽤３次元CADソフトで、平面図を描くと同時に３
次元の完成イメージが作成され、写真同等のCGプレゼン
からリアルな完成イメージを伝えることが可能です。 2021
年4⽉施⾏の改正省エネ法に対応、また電⼦申請システ
ムに連携。営業・設計の商談時間の短縮化が望めます。

ARCHITREND ZERO

建築設計業向け ITツール
建設専⽤3DCAD

ITツール名 ITツール名

建築CAD

高性能な2D/3D汎⽤作図機能と3Dビジュライズ( テクス
チャマッピング/レンダリング等 )機能に加え、建築設計や内
装、ディスプレイデザインに対応した先進的なBIM機能/
設計支援機能、拡張機能、さらには豊富な建築向けの
データライブラリを搭載した建築/内装業界向けCADです。

Vectorworks Architect

エクステリアCAD

設計から施⼯図・提案パース作成、図面の変更・修正も
スピーディーに⾏う事ができます。 多種多様な外構、エク
ステリア設計、造園設計に対応できる機能がそろっていま
す。

RIKCADITツール名 ITツール名

設計BIM

日本の設計手法や建築基準法に対応。法的規制や外
観デザイン、平面計画から、3つの設計アプローチに対応し、
「粗」から「密」へと設計本来の流れに沿った3次元設計を
実現。豊富な日本仕様の建材データなど、日本国内の設
計に最適化されたCADシステム。

GLOOBE ArchitectITツール名



3D CAD

2D作図のほか、ドキュメント作成、3Dモデリング、ビジュア
ライゼーションなどの機能を有し、APIや900点以上のアプ
リでカスタマイズも簡単に。さまざまな高機能をリーズナブル
な価格でご利⽤いただけます。SXF データ交換を支援す
るCALS Tools も含まれています。

AutoCAD 

3D CAD

AEC Collection は土木建設業界に必要な17の製品、
たとえばRevit、Civil 3D、AutoCADといった製品をワン
パッケージにしたものです。プロジェクトに必要なアプリケー
ションを様々な組み合わせでお使いいただけます。
BIM/CIM対応

AEC Collection

建設業向け ITツール
土木・建設専⽤CAD

ITツール名 ITツール名

3D CAD

土木インフラ設計に特化したAutoCADベースのソフトウェ
アです。道路の設計や⽤地設計、鉄道設計に必要な、さ
まざまな機能を搭載しています。点群データからサーフェス
を作成したり、土量計算や、コリドー／橋梁設計も⾏えま
す。CIM対応。

Civil 3D

3D CAD

建築設計に特化した3D CADです。設計の上流から下
流まで、ライフサイクル全体で利⽤できます。直感的に精
度の高い３Dモデリングが可能で、そこから平面図、⽴面
図、断面図を自動生成／更新できます。初期段階での
コストの⾒積もりや反復作業の自動化も。BIM対応。

RevitITツール名 ITツール名

汎⽤CAD

最新のDWGファイル利⽤技術による、非常に高いデータ互換性を
実現。業界標準CADで作成した図面を正しく表示。同等の機能・
画面周り・操作性を搭載しスムーズにご利⽤可能。LISP、C#、
C/C++によるフルカスタマイズ可能。JWW・SXF等 多様なファイル
形式に対応、製図にて使⽤頻度が高い機能も搭載。デスクトップ
PC、スマホやタブレット等のモバイル環境でもCADの利⽤が可能。

ARES

鉄骨専⽤CAD

すべての建築鉄骨構造を３次元モデルで管理し、鉄骨
製作に関する一般図、詳細図、加⼯図、NCデータを自
動生成します。S/Fシリーズ導入企業2000社以上、
CAD導入企業1600社以上に利⽤され、生産性向上に
⼤きな効果を上げています。

S/F Real4ITツール名 ITツール名



設備⼯事積算⾒積

積算/⾒積り作成システムと同時に原価算定システムです。
提出⾦額算出時に、検討原価も算出され(査定)利益率
の把握が、瞬時にできます。マスタ及び単価については、最
新の建設物価をベースご提供致します。また国土交通省
建築⼯事積算基準書に準じた歩掛けが登録済みです。

積算らいでん

設備⼯事積算⾒積

設備業の案件の管理・⾒積の作成・予算の作成・書類
の保管・受注の管理をするためのソフトです。⾒積書を作
成するための、様々な便利機能を盛り込んでいますので、
事務作業の効率化が図れ、重複作業を軽減します。

本丸EX

設備業向け ITツール
⼯事積算、CAD等

ITツール名 ITツール名

公共営繕⼯事専⽤積算

公共営繕⼯事専⽤の内訳書作成支援システムです。
PDFやEXCEL形式の設計書を読み込み、効率的な単
価入⼒を⾏うことが可能です。また、共通費の自動計算
や最低制限価格のシミュレーションにより入札⾦額の決定
をお手伝いします。

みつもりくんie

設備業原価管理

設備業の現場ごとに利益を明確にする原価管理システム
です。受注後の原価の把握・労務費の把握・発注著の
作成・在庫の管理・売上の管理・入⾦の管理をすることが
可能になります。

二の丸EXITツール名 ITツール名

材料拾い出し

CADデータやPDF図面または紙図面をスキャナから読み
込んで、図面上で材料の拾い出しが⾏えるシステムです。
材料の集計や並び替えを自動的に⾏い、拾い出し作業の
時間を⼤幅に短縮することが可能です。更に積算システム
と連携して積算業務の効率化にまで貢献します。

拾いの匠

給排水申請CAＤ

水道設備に関わる様々な図面作成業務を効率化するた
めの便利な機能を多数搭載した水道設備総合CADシス
テムです。水道申請業務はもちろんのこと、本管図面や施
⼯図、プラン図、材料拾い出しから⾒積り作成なども簡単
に作成できます。

ANDES水匠for申請ITツール名 ITツール名

本管⼯事⽤CAＤ

上水道本管⼯事に関わる様々な図面作成業務を効率
化するために作られたCADシステムです。管割図・⼯事日
報・材料集計など本管⼯事に関わる書類・図面を素早く
仕上げることができます。

ANDES水匠for本管

電気設備CAD

電気設備⼯事に関わる様々な図面作成業務を効率化
する為に作られたCADシステムです。電気設備⼯事に関
わる設計図・施⼯図・電⼒会社の申請書類などを素早く
仕上げることができます。

ANDES電匠ITツール名 ITツール名

消防設備CAＤ

電気設備CADの配線機能と水道設備CADの配管機能
の両機能を備えた消防設備に特化したCADシステムです。
火災報知機やスプリンクラーなど消防設備図面の作画に
必要な機器を標準搭載し、消防設備に関わる図面作図
の効率化に貢献します。

ANDES電匠for消防

BIM対応3次元設備CAD

電気・空調・衛生の建築設備設計・施⼯図作成に特化
した3次元設備CADです。最新のParasolid3次元エン
ジンを搭載したことで高精度な3D表現を実現。平面、⽴
面、3次元が同時に作成でき干渉チェックや自動計算機
能で設計・施⼯図の作成業務を効率化します。

CADEWA SmartITツール名 ITツール名



土木積算

ハイブリッド設計書自動解析エンジンを搭載し、電⼦設計
書の取込はもちろん、今まで取り込めなかった画像形式設
計書も取り込んで積算可能になりました。さらに、自動解
析機能を強化した「積算アシスト」で業務時間の短縮を実
現します。

ATLUS REAL Evo

土木積算

公共⼯事向けの積算システム。使えば使うほど、システム
に履歴や積算根拠が蓄積され、積算精度向上による受
注率アップと業務時間の削減が期待できる。また、「全自
動積算機能」を搭載し、データ更新不要のクラウド版もあ
り、さらなる業務効率を図ります。

Gaia10
Gaia Cloud

土木業向け ITツール
土木積算、安全管理、施⼯等

ITツール名 ITツール名

安全管理

現場の事故を防止し、⼤切な従業員と企業を守るための
安全管理システムです。
すばやく正確にリスクアセスメントを実⾏し、リスクに紐づく作
業手順書や災害ヒヤリハット事例、多数のイラストデータ
等によって安全業務の時間とコストを削減します。

Saviour Evo

安全管理

安全管理における書類の作成・一元管理をはじめ、リスク
アセスメントの作成支援や施⼯体制台帳の作成が⾏えま
す。建設⼯事で関係する作業員の管理や下請け業者の
会社情報管理が⾏えるため、義務化された施⼯体制台
帳を自動で作成することで、作業効率アップにつながります。

安全管理サイガードITツール名 ITツール名

土木積算＋安全管理

土木積算システム「ATLUS REAL Evo」と労働安全衛
生システム「Saviour Evo」のリスクアセスメント機能をパッ
ケージし、さらにVPセレクトオプションとしてデータベース
（歩掛・単価）やライセンスを選択することができるお得な
パッケージ商品です。

ATLUS Value Pack

土木積算＋安全管理

土木積算システム「ATLUS REAL Evo」と労働安全衛
生システム「Saviour Evo」のリスクアセスメント機能をパッ
ケージし、さらにVPセレクトオプションとしてデータベース
（歩掛・単価）やライセンスを選択することができるお得
なパッケージ商品です。

ATLUS REAL Evo SパックITツール名 ITツール名

土木積算＋安全管理

建設土木業に必要な施⼯計画書作成を支援するソフト
ウェアです。あらかじめ登録した積算情報や設計書管理情
報を活⽤する事で、手間のかかる施⼯管理計画や主要
機械・資材などの書類を自動作成することができます。

Mars Evo

原価管理

土木積算システム「ATLUS REAL Evo」と労働安全衛
生システム「Saviour Evo」のリスクアセスメント機能をパッ
ケージし、さらにVPセレクトオプションとしてデータベース
（歩掛・単価）やライセンスを選択することができるお得
なパッケージ商品です。

ATLUS REAL Evo CoreITツール名 ITツール名

建設積算

建設業界の様々な業種に対応した⾒積・予算作成を支
援するシステムです。当システムでは、複雑な階層でも一
目でわかる画面から簡単に⾒積書作成が⾏えます。

SMILE V POWER⾒積

実⾏予算・原価管理

建設業の積算→実⾏予算→原価管理をワンストップで
支援。実⾏予算データを活⽤して注⽂管理しつつ、出来
高入⼒が可能です。業務の流れに沿ってデータ入⼒でき、
発生原価と今後⾒込原価を把握。土木積算システム
『Gaia』で作成した官積データを利活⽤できます。

BeingBudgetITツール名 ITツール名



⼯程管理

建設土木業に必要な⼯程表の作成と⼯程管理を支援す
るソフトウェアです。デキスパートで登録した積算情報を活
⽤することで、バーチャートを自動作成します。さらに、作業
順序に合わせてバーを接続することで、ネットワーク⼯程表
を自動作成します。

⼯程管理システム

施⼯計画作成⽀援

建設土木業に必要な施⼯計画書作成を支援するソフト
ウェアです。あらかじめ登録した積算情報や設計書管理
情報を活⽤する事で、手間のかかる施⼯管理計画や主
要機械・資材などの書類を自動作成することができます。

施⼯計画書作成⽀援システム

土木業向け ITツール
安全管理、施⼯等

ITツール名 ITツール名

コンクリート品質管理

建設土木業に必要な品質管理書類作成を支援するソフ
トウェアです。国の発注機関をはじめ、各都道府県のコン
クリートの品質管理帳票を搭載しているため、出⼒帳票を
イメージしながら直観的に作成できます。

品質管理システム〔コンクリート〕

施⼯管理

施⼯管理に必要な設計書情報や施⼯管理値などの情
報を一元管理する事で、各提出書類にデータを活⽤する
事ができ、入⼒業務の軽減、入⼒ミスの防止ができます。
また、⼯事データを共有する事も可能で、役割に応じた
データ作成を実現し、管理業務の効率化に繋がります。

デキスパート基本部ITツール名 ITツール名

施⼯管理

⼯事に必要な測量計算、CAD、出来形・写真・品質管
理、電⼦納品などをパッケージした土木施管理システムで
す。測量計算と連動し、土木施⼯業に特化した機能を持
つCADは、熟練の技術者でも満⾜のいく豊富な機能を搭
載しています。

EX-TREND武蔵

グループウェア

デキスパートで作成した⼯事データや施⼯中に発生する
写真や書類、図面といった各種データをクラウドへ保管す
るクラウドサービスです。リアルタイムにどこからでも⼯事情
報を共有できます。

KSデータバンクITツール名 ITツール名

施⼯ツール

スマホ⽤のアプリケーション。自動追尾型トータルステーションや
LN-100(杭ナビ)と快測ナビにより、現場の位置出しや観測
作業をワンマンで測量を⾏えます。3次元設計データを取り込
むことで、現在位置の横断形状をリアルタイムに生成/表示し、
横断点の位置出しがどこでも可能です。（特許取得）。

快測ナビ Std

施⼯ツール

スマホ⽤のアプリケーションです。快測ナビ Ｓｔｄの機能
に加え、国土交通省が推進するi-Constructionで管理
する出来形ヒートマップも確認できるため、発注者との実
地検査にも対応できます。

快測ナビ AdvITツール名 ITツール名



出来形展開作成

建設土木業で必要な面積計算書と展開図の作成を支
援するソフトウェアです。形状（ヘロンや台形など）に合わ
せた計算式が搭載されているため、現場で計測した距離
（数値）を入⼒するだけで面積計算書を作成します。

出来形展開図作成

⼯事写真管理

建設業に必要な写真の電⼦納品とアルバム帳作成を支
援するソフトウェアです。積算情報を元に、写真管理に必
要な分類ツリーを自動作成できます。作成した分類ツリー
に写真を振り分けると電⼦納品に必要な情報が自動入
⼒されるため、データ作成業務の効率化に繋がります。

写管屋

土木業向け ITツール
施⼯、CAD等

ITツール名 ITツール名

３D点群処理

膨⼤な点群データを快適に取り扱え、豊富なフィルターに
よる点群データ加⼯や断面作成、メッシュ土量計算など、
国土交通省”i-Construction”関連の各種要領や農林
水産省「情報化施⼯技術の活⽤ガイドライン」に準拠した
成果作成を実現します。

TREND-POINT

土木施⼯⽤測量

建設土木業で必要な座標計算や平面・縦断・横断設計
を支援するソフトウェアです。CAD図面や座標値、中心線
形計算書などの数値を入⼒するだけで、平面や縦断、横
断に必要な計算を瞬時に⾏います。

現場大将ITツール名 ITツール名

測量CAD

測量成果の作成・活⽤・管理が可能な、測量CADシステ
ムです。強⼒な64bitアプリケーションへとリニューアルし、航
空写真等の写真データなど、巨⼤なデータも手軽に扱える
パワーを備えています。各種測量、登記、路線縦横断など
測量に関わる業務効率化をサポートします。

TREND-ONE

土木専⽤CAD

建設土木業で必要なCAD図面の編集や作図を支援す
るソフトウェアです。一般的な作図機能だけでなはく、建設
土木に特化した専⽤機能が搭載されているため、図面全
般業務の効率化に繋がります。

A納図[A-NOTE ] ITツール名 ITツール名

3次元設計データ

国土交通省が推進しているi-Constructionに対応した3
次元設計データを作成できるソフトウェアです。2次元図面
から3次元設計データ要素を自動・半自動で解析・抽出
し、短時間で3次元設計データの作成が⾏えます。

INNOSiTE「SiTECH 3D」

3 次元点群データ

国土交通省が推進しているi-Constructionに対応した
点群処理ソフトウェアです。UAVやレーザースキャナーなで
で計測した3次元地形データと3次元設計データを比較で
き、3次元で土量計算を⾏うことができます。

INNOSiTE「SiTE-Scope」ITツール名 ITツール名



賃貸管理

物件・契約管理・家賃の請求・入⾦処理を一元管理し、
情報処理のミス・ロスを⼤幅に軽減することができます。
日々変化する賃貸管理形態に対応するトータル賃貸管
理システムです。

賃貸革命

不動産売買仲買営業⽀援

売買物件の情報管理と売主・買主の管理が総合的に⾏
え、買主集客に必要な広告の作成からWebへの掲載を
簡易操作で実現ます。また反響のあった買主へはマッチン
グ情報をメールにて自動発信できるので営業マンの業務
負担を軽減できるシステムです。

売買革命

不動産業向け ITツール
賃貸管理、不動産売買仲買営業⽀援

ITツール名 ITツール名



3D CAD

2D作図のほか、ドキュメント作成、3Dモデリング、ビジュア
ライゼーションなどの機能を有し、APIや900点以上のアプ
リでカスタマイズも簡単に。さまざまな高機能をリーズナブル
な価格でご利⽤いただけます。

AutoCAD

3D CAD

汎⽤AutoCADのほかに、業種別の７つのAutoCAD
ツールセットを含むパッケージ製品です。特に機械設計向
けのAutoCAD Mechanicalには、約70,000点の標準
部品がついており、２Dの作業であれば、汎⽤AutoCAD
と比べて作業時間を平均55%短縮することができます。

AutoCAD including specialized 
toolsets(AutoCAD Plus)

製造業向け ITツール
CAD/CAM等

ITツール名 ITツール名

3D CAD

製品開発と機械設計に特化した3D CADです。直感的に
精度の高い３Dモデリングが可能で、⼤規模なアセンブリにも
対応できます。設計自動化のための機能も充実しており、他
社製CADデータの関連リンクを保持できたり、設計した部品
をBIMオブジェクトに変換することもできます。

Inventor

3D CAD(機械装置向け)

機械・装置設計の製品形状や設計プロセスの特徴に着目し
て開発しました。100万部品の⼤規模な機械装置において
も0.2秒で処理可能な高速処理性能を持ち、「設計情報を
活⽤したデジタル⽴会い」と「メカ・電気・制御の融合設計」が
可能、開発リードタイムの短縮と品質向上を図れます。

iCAD SXITツール名 ITツール名

3D CAD/CAM

PD&M Collection は製造業界に必要な15の製品、た
とえばInventor、Fusion360、AutoCAD 
Mechanical (AutoCAD Plusに含まれてます）といった
製品をワンパッケージにしたものです。お客様毎に必要なア
プリケーションを様々な組み合わせでお使いいただけます。

PD&M Collection

3D CAD/CAM

CAD、2〜5軸CAM、旋盤CAM、ワイヤCAMなどのモ
ジュールを組み合わせることによって、⾦型・試作・部品加
⼯など、様々な業種・加⼯に対応いたします。

MastercamITツール名 ITツール名

DWG互換CAD

製造業で普及する2DフォーマットのDWGとの互換性に優
れたCADです。またSTEPやParasolidといった中間ファイ
ルの他、さまざまなブランドの3D CADのネイティブデータ
フォーマットの読み出しと書き出しにも対応しています。

BricsCAD

DWG互換CAD

AutoCADとの互換性が高く低価格。AutoCADユーザー
が⼾惑うことなく利⽤できるよう各種コマンド・ダイアログデ
ザインの雰囲気をAutoCADに似せて作られています。

IJCADITツール名 ITツール名

2D3D統合設計CAD

20年にわたるCAD専業メーカーとして培ってきたノウハウが
集約されたCADソフト。初心者からヘビーユーザーまでスキ
ルに応じた高度な製図機能をご提供しています。
他社CADとのデータ互換性が高く、複数の機械設計向け
のOPを⽤意しており、3Dモデル利⽤への発展も可能です。

CADPAC-CREATOR

電気設計専⽤CAD

電気設計や製造に必要な展開接続図、系統図、配置
図、部品表作製の専⽤機能が備わっており、品質の高い
データを作製することが可能です。
リアルタイムにエラーチェックを⾏うため、作図時間の軽減や
手戻りを削減できます。

ECAD DCXITツール名 ITツール名



3D CAD

直感的なユーザーインターフェイスにより設計プロセスの加速
化と迅速な生産性向上を実現する3D CADです。 板⾦、プ
ラスチック、自由曲面のモデリング機能を網羅しており、最適
な設計を⾏うことができます。グレードにより標準部品ライブラ
リ、設計検証、配管・配線設計の機能などを加えられます。

SOLIDWORKS CAD

構造解析

製品のパフォーマンス評価、設計案の妥当性、品質の向上
を検証するための設計検証ツールです。操作性に優れ、あら
ゆる設計者やエンジニアは製品性能を迅速にシミュレート・解
析可能。コストのかかる試作品の数を減らして再作業や遅延
を排除し、開発にかかる時間とコストの低減が実現できます。

SOLIDWORKS Simulation

製造業向け ITツール
CAD/CAE等

ITツール名 ITツール名

熱流体解析

実際の稼働条件下における液体や気体の流れをシミュ
レーションするSOLIDWORKSアドインになります。
小型化、高密度化、高性能化する電⼦機器の熱問題や、
ポンプ、タービン、プロペラなどの装置性能を把握することで
重要な問題を効率的に検証することができます。

SOLIDWORKS Flow Simulation

データ管理

製品開発から販売、保守までの各プロセスでは誤ったデー
タ管理の手法により様々なコストが発生しています。
SOLIDWORKS PDMはWindowsエクスプローラーと同
じ操作感でセキュリティ・データ検索・リビジョン管理・⼯程
＆部品表管理を⾏う事ができます。

SOLIDWORKS PDM ProfessionalITツール名 ITツール名

検査表作成

図面から⼤量の検査⽤寸法を使って、もっと簡単
に、素早く、正確に検査レポートとして作成できるコ
ミュニケーションツールです。

SOLIDWORKS Inspection

技術文書作成

3 次元資産をあらゆる⽤途で活⽤するコミュニケーション
ツールです。CAD やイラストツールよりもわかりやすいイラス
トを時間をかけずに作成することができ、3 次元資産のメ
リットを社内・社外で幅広く活⽤することができます。

SOLIDWORKS ComoserITツール名 ITツール名

電気設計

機械/ 電気設計双⽅の共通言語として、電気シス
テム開発を効率化する電気設計ツールです。
論理回路図(配線図)の作成、部品表の作成、2D 回路
データと3D モデルの連携により配線検討など⾏う事が可
能です。

SOLIDWORKS Electrical

PCB設計

SOLIDWORKS PCBは、業界で定評のある“Altiumの
機能と使い勝手”と“SOLIDWORKSの卓越した3次元
の経験”が融合したツールです。
電気/電⼦設計と機械設計を統合して1つの設計として
同時に進めることができます。

SOLIDWORKS PCBITツール名 ITツール名



小〜中規模事業者向け⽣産管理

低価格で簡単な生産管理をコンセプトに販売業務＋生
産業務のサービスをご提供します。製品の需給管理をした
い、必要な原材料を把握したい、などお客様のご要望に
合わせた運⽤が可能。量産型受注生産、一品もの受注
生産、量産⾒込生産等様々な生産⽅式に対応できます。

MarianEX

個別受注型機械・装置業様向け⽣産管理

個別受注型の機械・装置業様向けに開発された、 中小
中堅企業のための生産管理システムです。 また、調査会
社による生産管理システム部門の出荷本数で、9年連続
No.1を頂いています。

TECHS-BK

製造業向け ITツール
⽣産管理等

ITツール名 ITツール名

⽣産管理

従来、中小零細企業の製造業者は生産管理システムの
提案を受けて、検討しても高すぎて購入まで至らず、自分
たちに合った低価格のわかりやすいシステムの⼤きなニーズ
が有り、そのニーズに対応した良くできたシステムです。

使えるくらうど⽣産管理

作業分析／業務最適化

映像による動作分析、時間分析などの機能により、生
産・製造現場の作業時間短縮・省⼒化・コスト低減がで
きるソフトウェアです。実際の作業映像を分析することで業
務の⾒える化を進め、ムリ・ムダ・ムラを取り除くことができま
す。

OTRS10ITツール名 ITツール名

原価管理・販売管理

豊富な機能で業務効率UP!
『ありそうでなかった』新しい販売管理ソフト。
①案件ごとの利益をリアルタイムに分析し、利益を上げる。
②作業費や営業経費もｺｽﾄ計算し、正確な粗利を把握。
③顧客情報を一元化し、営業効率を上げる。

売上原価Pro

基幹＆情報系クラウド

SMILE VシリーズとeValue Vシリーズの機能性やパ
フォーマンスを維持し、業務内容に合わせて各機能を組み
合わせて導入することで、業務担当者だけでなく全社員の
業務効率化と業務精度の向上を図れます。
誰もが自宅や外出先などからセキュアにアクセスが可能。

SMILE & eValue VITツール名 ITツール名

中堅・中小製造業向け⽣産管理システム

生産計画の⽴案から受注・出荷・手配計画（MRP手配
/製番手配)・発注・受入・在庫・負荷・進捗・原価に至る
ものづくり情報を総合的に管理し、請求・売掛・入⾦、仕
入・買掛・支払等販売管理機能も標準装備した生販一
体型のシステムです。自社要望にカスタマイズもできます。 

Factory-ONE 電脳⼯場MF

⽣産管理

「ものづくり」における品質・原価・納期を適正に管理
するため、お客様の業態や規模に合わせた多様な製品ラ
インナップをご⽤意し、お客様にとっての全体最適をご支援
いたします。

⽣産革新 SMILE V シリーズITツール名 ITツール名

財務会計 

製造業で求められる、プロジェクト別原価管理機能を実装
した会計システムになります。プロジェクト別の個別原価計
算を自動化し、収支をリアルタイムに⾒える化します。煩雑
な共通原価や労務費の自動配賦、財務帳票・原価帳票
も企業の⾒たい視点で作成することが可能になります。

勘定奉⾏【個別原価管理編】ITツール名



医療機関向け総合健診

総合健診システム Standardは、健診業務に必要な受
付予約、事前準備、健診結果票作成、請求売掛管理
などの一連の機能を盛り込みながらパッケージ化し導入コ
ストを抑えたシステムです。

総合健診システム Standard Neo

医療法人・病院向け財務会計

医療法人会計で必要な管理項目を標準装備した医療
法人向けの財務管理パッケージです。税理士や銀⾏向け
に経営分析情報を出⼒も可能。運営に併せた事業別会
計も実現可能なため、医療固有の情報把握を簡単に⾏
え、状況に沿った計画を⽴案しやすくなります。

PCA医療法人会計DX
PCA医療法人会計DXクラウド

医療業向け ITツール
総合健診、医療・病院向け財務会計

ITツール名 ITツール名

医療法人・病院向け財務会計

支払や手形、売掛・買掛、予算・資産管理。日常の管理
や処理から決算、分析まで、病院会計実務に即して最適
化されたシステムです。経営分析／病院会計準則／予
算管理など数々の機能を搭載しています。

医療大臣NX
医療大臣NXクラウドITツール名



情報管理

介護サービスの現場で働く職員情報の管理や、ID・パス
ワード等によるセキュリティ、ログの管理をします。

NEXTほのぼの基本システム

利⽤者管理

利⽤者様の基本情報を管理します。

NEXT利⽤者管理システム

介護・福祉業向け ITツール
請求、業務⽀援

ITツール名 ITツール名

請求

通所介護事業所向けの請求システムです。実績登録す
ることでサービス費の算定と連動するため、実績と請求の
間に差異が生じることを防止でき確実な算定処理が可能
です。国保連への請求時に不⾜や差異のある情報を確
認、ミスによる返戻を未然に防ぐことができます。

NEXT通所介護請求管理システム

請求

訪問介護事業所向けの請求システムです。実績登録す
ることでサービス費の算定と連動するため、実績と請求の
間に差異が生じることを防止でき確実な算定処理が可能
です。国保連への請求時に不⾜や差異のある情報を確
認、ミスによる返戻を未然に防ぐことができます。

NEXT訪問介護請求管理システムITツール名 ITツール名

請求

短期入所生活介護事業所向けの請求システムです。実
績登録することでサービス費の算定と連動するため、請求
との間に差異が生じることを防止でき確実な算定処理が
可能です。国保連への請求時に不⾜や差異のある情報
を確認、ミスによる返戻を未然に防ぐことができます。

NEXT短期入所⽣活介護請求管理システ
ム

請求

介護⽼人福祉施設向けの請求システムです。実績登録
することでサービス費の算定と連動するため、請求との間に
差異が生じることを防止でき確実な算定処理が可能です。
国保連への請求時に不⾜や差異のある情報を確認、ミス
による返戻を未然に防ぐことができます。

NEXT介護⽼人福祉施設請求管理（入
居）システムITツール名 ITツール名

ケアマネ

居宅介護支援事業所向けのシステムです。アセスメントの
内容と計画書の連動や計画書（２）/週間計画/利⽤
票間が連動するため、ニーズや 課題の内容をしっかり把握
でき、利⽤者様に合った計画書作成に役⽴ちます。

NEXT在宅ケアマネジメント基本システム
（AI）

ケアマネ

特養・⽼健・ケアハウスなど、施設系事業所向けのシステ
ムです。アセスメントの内容と計画書が連動するため、ニー
ズや課題の内容をしっかり把握でき、利⽤者様に合った計
画書作成に役⽴ちます。

NEXT施設ケアマネジメント基本システムITツール名 ITツール名

記録

訪問介護・訪問入浴等のサービスに対応し、外出先でも
「予定実績の管理・記録」ができるシステムです。ほのぼの
ＮＥＸＴとの親和性をはかり、ほのぼのＮＥＸＴ をご利
⽤のお客様が違和感なく使えるようになります。

Care Palette Home

記録

訪問看護・訪問リハビリ等のサービスに対応し、外出先で
も「予定実績の管理・記録」ができるシステムです。ほのぼ
のＮＥＸＴとの親和性をはかり、ほのぼのＮＥＸＴ をご
利⽤のお客様が違和感なく使えるようになります。

Care Palette NurseITツール名 ITツール名



記録

利⽤者のスケジュールを表示したままバイタル情報など、ケ
アの記録を個別や一覧で一括入⼒でき事務作業を軽減。
一度入⼒した内容は、各種記録・日誌等に反映できるた
め、業務の効率化につながります。また、統計機能により
記録した情報を分析することが可能です。

NEXTケア総合記録システム

記録

利⽤者のスケジュールを表示したままバイタル情報など、ケ
アの記録を個別や一覧で一括入⼒でき事務作業を軽減。
一度入⼒した内容は、各種記録・日誌等に反映できるた
め、業務の効率化につながります。また、統計機能により
記録した情報を分析することが可能です。

NEXTケア総合記録システム デイ版

介護・福祉業向け ITツール
請求、記録

ITツール名 ITツール名

ケアマネ

居宅介護支援事業所向けのシステムです。アセスメントか
らモニタリング・評価まで一連の流れをスムーズに支援し、
利⽤者のケアの進捗を管理できます。
ケアマネジメント業務から給付管理等の請求業務まで介
護現場をトータルサポートします。

在宅ケアマネジメント⽀援システムSP

ケアマネ

施設内ケアマネジメント業務を総合的にサポートし、最適
なケアプランの作成に貢献します。相談票の管理から要介
護認定の申請代⾏・調査・アセスメント・ケアプランの作
成・評価まで多面的にフォロー。サービスご利⽤者様の
様々な情報を集約・管理することができます。

施設ケアマネジメント⽀援システムSPITツール名 ITツール名

記録

訪問系サービス向けのケア記録支援ソフトです。タブレット
を使ったシンプルな操作性で、外出先で⾏いたい情報共
有と記録に関わる業務が完結できます。訪問先でのケア
実施内容やバイタル測定値などをその場ですぐに記録とし
て残すことが出来ます。

すぐろくHome

記録

施設・通所系のケア記録支援ソフトです。ご利⽤者様の
健康状態や介護状況をその場で記録・参照ができます。
タブレットで入⼒したケア記録はワイズマンシステムに自動
転送されるので手間をなくし時間を有効に使えます。日本
語と外国語の切替可能、多言語対応ソフトです。

すぐろくTabletITツール名 ITツール名

利⽤者管理

障害者福祉サービスにおける利⽤者の基本情報を管理し
ます。

more障がい福祉利⽤者管理システム

記録

バイタルや排泄、入浴、食事、ケース記録など、支援記録
を個別や一覧で一括入⼒でき事務作業を軽減。一度入
⼒した内容は、各種記録に反映できるため、業務の効率
化につながります。

more障がい福祉⽀援記録システムITツール名 ITツール名

計画

サービス等利⽤計画や週間計画表の作成が可能です。
支援経過・申請書・管理・基本情報・相談受付票・調査
票・申請者現状・アセスメント・計画書・会議録・モニタリン
グ機能をご利⽤いただけます。

more障がい福祉 計画相談⽀援(計画
書)システム

計画

計画作成費と請求書明細の作成が可能です。上限管
理加算対象者/継続利⽤支援などを自動的に判別しま
す。

more障がい福祉 計画相談⽀援(請求)シ
ステムITツール名 ITツール名



保育業務ポータル

こども園・幼稚園・保育園の保育業務に携わる、全ての保
育教諭の業務を支援する総合保育ポータルサイトです。
日々の保育業務、「指導計画作成→保育実践→⼦ども
達の発達チェック→評価反省→指導計画作成」という保
育サイクルを全面的にサポートします。

キッズビュー

登降園管理

保護者が園の⽞関でタッチパネルを操作し、登降園時間
を打刻できるようになり、集計を自動化することができます。

登降園管理オプション

児童福祉業（保育）向け ITツール
保育業務

ITツール名 ITツール名

メール配信

一⻫メール配信機能です。グループ配信やアンケート機能
により園と保護者の円滑な情報伝達を支援します。

ケータイ連絡くんITツール名



運輸業向け販売管理

請求管理だけじゃない能⼒であなたを効率的にックアップし
ます。複雑多様化する運送事業のニーズに応えるため、入
出⼒業務の改善はもちろん、燃費管理や経営分析まで
幅広く対応しています。

一番星 運送業システム

運輸業向け管理

エッグ 運送管理シリーズが新しくなりました。運送管理シ
リーズの一貫性のある操作性を引継ぎ、乗務員台帳の拡
張、配⾞機能の強化を⾏いました。まさに運送管理シリー
ズの集⼤成となっております。

エッグ 運送管理システム

運輸業向け ITツール
運⾏管理、点呼、運転⽇報作成等

ITツール名 ITツール名

運輸業向け統合業務

あらゆる費⽤を管理する、運送･運輸業向けシステム。
事務業務の効率化、配⾞効率UPが実現可能。さまざま
な角度からのデータ分析を可能にし、効果的なデータ活⽤
に貢献いたします。拡張性・汎⽤性の備わった業界屈指
のオンプレミス版運輸業トータルシステムです。

⾞楽

運輸業向け販売管理

運賃計算を含め、得意先管理、傭⾞先管理、⾞両管
理、運転者管理の４つをリアルタイムで連結し、経理業
務の軽減はもちろん、運輸業の経営管理を強⼒にバック
アップする、運輸業向け販売管理システムです。

SMILE V トラックスターITツール名 ITツール名



ドキュメント管理

複合機などのオフィス機器やドキュメント管理システム等と
シームレスに連携するポータル・ソフトウェア。紙のドキュメン
トも、電⼦のドキュメントもハンドリング性を高めて、より便
利で快適な、次世代の情報活⽤環境を構築することがで
きます。

Ridoc Desk Navigator

ドキュメント管理

複合機や他のアプリケーションと連携し、ドキュメントの電
⼦化から、管理、検索、活⽤、共有まで、ビジネス⽂書や
帳票の流れを改善するドキュメント管理システム。社内の
知を効率よく蓄積し、価値ある情報のスムーズな社内共
有を実現します。

Ridoc Smart Navigator

文書管理 ITツール
ドキュメント管理、文書共有、紙文書の電⼦化等

ITツール名 ITツール名

ドキュメント管理

紙⽂書の電⼦化がいち早く進んでいる米国を中心としたグ
ローバル企業に導入され高い評価を得ている次世代のド
キュメント配信ソリューションです。ユーザーはスキャニングの
設定や保管ルールを意識することなく、管理者は最小限の
作業でスムーズな運⽤を実現できます。

Ridoc GlobalScan

ドキュメント配信

社内規程、契約書、図面、伝票など、さまざまな⽂書を
電⼦化することで、書類を探す手間を削減。セキュリティ
強化機能でテレワークも支援。詳細な履歴、版管理機能
とワークフロー連携でISOやHACCP⽂書管理もサポート
いたします。

eValue V ドキュメント管理ITツール名 ITツール名

帳票電⼦化

Microsoft Excelで作成した帳票を、タブレットなどで入
⼒しやすいようブラウザ表示⽤に変換するWEBシステムズ
です。変換するだけでなく、プルダウンや⽂字入⼒、写真撮
影など、多彩な機能を付加することができます。

XC-Gate

食品安全規格文書化

フローダイアグラムの作成・修正における圧倒的な生産性
と、ハザード分析表・ HACCPプランの自動出⼒・取込機
能により、HACCP⽂書の作成・維持管理 ⼯数を⼤幅に
削減する唯一のHACCP⽂書化専門ツールです。

HACCPクリエータITツール名 ITツール名



Webワークフロー

Excelさえあれば、かんたん操作と充実のワークフロー機能
で誰でもすぐにワークフローを運⽤できます。
パソコンに専⽤のソフトをインストールしたり、専⽤の申請
フォームデザイナーツールの操作⽅法を覚える必要も、プロ
グラミングも必要ありません。

コラボフロー

Webワークフロー

開発の知識がなくても自社の業務に合わせたシステムをか
んたんに作成できる、エイトレット社のワークフローシステム。
様々な申請書を電⼦的に申請、承認を⾏います。組織
の業務効率化や営業活動の改善において課題解決でき
るソリューションソフトです。

X-point

ワークフロー ITツール
電⼦申請、回覧承認、承認捺印等

ITツール名 ITツール名

使えるクラウドワークフロー

クラウドシステムだから出張先など出先でもタブレットやス
マートフォンで簡単申請&スピード決済OK! 多種類のテン
プレートから使いやすいオリジナル申請書を簡単に作成し
て、紙のように電⼦印鑑を押して決済できます。社内のあ
らゆる申請・決済業務の効率化をサポートします。

使えるくらうどワークフロー

統合型グループウェア

稟議や届出の申請、報告書の提出など、企業内で⾏わ
れる「業務の流れ」を電⼦化し、効率化をサポートします。
フォームやルートを簡単操作で柔軟に作成可能です、社
内規定に沿った申請承認業務の電⼦化を実現し、ハンコ
レス推進をご支援いたします。

eValue V ワークフローITツール名 ITツール名



クラウド型ウイルス対策

管理サーバ不要のクラウド型ウイルス対策ツールです。最
新のパターンファイル配信を⾏うだけでなく、ヘルプデスクで
サポートまでおこないます。また、監視やレポート配信機能
により、専任のシステム管理者様がいないお客様でも安心
してご利⽤いただけます。

クラウドサービス for MVB

外部脅威対策

小規模事業所向けのネットワーク出入口のセキュリティ対
策サービスです。Sophos社製XG Firewallの導入・運
⽤・保守をご提供します。不正侵入防御、アンチウイルス、
不正サーバ接続防止、Webフィルタなどの機能により安
心安全なネットワーク環境を実現します。

サイバーセキュリティパック

セキュリティ ITツール

ITツール名 ITツール名

クラウド型インターネットセキュリティ対策

Umbrellaは、オフィス外でUTMやFWがない環境で脅威
となるEmotetを代表するマルウェアの対策に加え、有害サ
イト、フィッシングサイトへのアクセスもブロックし、セキュアな
テレワーク環境をクラウドサービスで実現します。

CISCO Umbrella

クラウド型のAIアンチウイルス

AI技術を⽤いて、既知はもちろん未知・亜種のマルウェア
も99%以上検知。猛威を振るうランサムウェアや、エンド
ポイントセキュリティ強化が重要課題と
なるテレワーク環境にも効果的なクラウドサービス型の次世
代アンチウイルスソフトです。

BlackBerry Protect
（旧CylanceProtect）ITツール名 ITツール名

統合型マルウェア対策

従来型と次世代型が一緒になった、統合型マルウェア対
策製品です。既知の情報でマルウェアを探しだし、それをす
り抜けた未知のマルウェアをAIにて検知します。また、他に
感染を広げないように自⼰隔離する機能を搭載しており、
感染時の初動で必要な切り離し作業がいりません。

SOPHOS Intercept X Advanced

SaaS認証基盤

HENNGE One はMicrosoft 365、Box、Google 
Workspaceなど複数のクラウドサービスへのセキュアなア
クセスとシングルサインオンを実現するSaaS認証基盤です。
豊富な認証機能で利便性と安全性のバランスのとれたセ
キュリティサービスを提供します。

HENNGE OneITツール名 ITツール名



オールインワンのIT資産管理ツール

クライアントPCやサーバーのハードウェア情報、ソフトウェア
情報、プリンターやルーターなどのネットワーク機器情報を
24時間ごとに自動収集し、1つの台帳で管理。主に情報
システム部門が担う組織全体のIT資産管理・状況把握
を効率化し、生産性向上・コストダウンに寄与します。

SKYSEA Client View

メールログ管理

「ログ管理」機能で、万が一の備えとして安心です︕
宛先や件名に加え、添付したファイルなど送信したメールを
そのまま保存したり、メール送信前後の操作も併せて確認
することで、許可した宛先以外へのメール送信を制限でき
ます。

SKYSEA 送信メールログ

資産管理 ITツール

ITツール名 ITツール名

クラウド型IT資産管理

クライアントPC、増え続けるスマートフォン、タブレット端末の
セキュリティ対策と資産管理を⾏うことができるマルチデバイ
ス管理ツールです。日常の管理作業はコンソールのセキュリ
ティレベルを確認するだけとなっており、導入コスト、運⽤管
理コストも削減することができます。

ISM CloudOne

クラウド型IT資産管理＋情報漏洩対策

情報漏洩対策からIT資産管理まで、クライアントPCの運
⽤管理を支援するプライベートクラウドサービスです。
Windows PCおよびMac PCそれぞれに対応でき、導入
初期費⽤0円、サーバーの運⽤負担なしと手軽にご利⽤
いただけます。

MaLionCloudITツール名 ITツール名

クラウド型IT資産管理・MDM

PC・スマホを充実の機能で一元管理、多機能でも「使い
やすさ」を徹底的追求。
紛失対策はもちろんAppleとGoogleのプログラムに対応
したMDMでありながら、PCの操作ログ取得やファイル配信
機能も実装したクラウド型IT資産管理でもあります。

LanScope AnITツール名



SECURITY ACTION︓セキュリティ対策⾃⼰宣⾔

OSやソフトウェアは
常に最新の状態にしよう︕

ウィルス対策ソフトを導⼊しよう︕

パスワードを強化しよう︕

共有設定を⾒直そう︕

脅威や攻撃の⼿⼝を知ろう︕

11
OSやソフトウェアを古いまま放置していると、セキュリティ上の問題点が解決されず、それを悪
用したウィルスに感染してしまう危険性があります。お使いのOSやソフトウェアには、修正プロ
グラムを適用する、もしくは最新版を利用するようにしましょう。

ID・パスワードを盗んだり、遠隔操作を⾏ったり、ファイルを勝⼿に暗号化するウィルスが増え
ています。ウィルス対策ソフトを導入し、ウィルス定義ファイル（パターンファイル）は常に最
新の状態になるようにしましょう。

データ保管などのウェブサービスやネットワーク接続した複合機の設定を間違ったために、無関
係な人に情報を覗き⾒られるトラブルが増えています。無関係な人が、ウェブサービスや機器を
使うことができるような設定になっていないことを確認しましょう。

パスワードが推測や解析されたり、ウェブサービスから流出したID・パスワードが悪用されたり
することで、不正にログインされる被害が増えています。パスワードは「⻑く」「複雑に」「使
い回さない」ように強化しましょう。

取引先や関係者と偽ってウィルス付のメールを送ってきたり、正規のウェブサイトに似せた偽サ
イトを⽴ち上げてID・パスワードを盗もうと巧妙な⼿口が増えています。脅威や攻撃の⼿口を
知って対策をとりましょう。

情報処理推進機構（IPA）重要なセキュリティ情報一覧 https://www.ipa.go.jp/security/announce/alert.html

「SECURITY ACTION」は、中小企業⾃らが情報セキュリティ対策に
取り組むことを⾃⼰宣⾔する制度です。
⾃⼰宣⾔を⾏なった事業者に「SECURITY ACTION ロゴマーク」が
提供されます。

「SECURITY ACTION」は、IT導⼊補助⾦の申請要件になりました。
IT導⼊補助⾦を申請するにあたってはSECURITY ACTIONを宣言することが必須要件です。
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5下記の5か条を全員で取り組みましょう
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