
■動作環境

【GaiaRX】
 ● OS：Windows XP（SP2 以上）/ Vista の各日本語版オペレーティングシステム
 ● CPU/ メモリ：お使いのOSが推奨する環境以上
         参考 CPU：Pentium4　1.5GHz 以上、メモリ：1GB 以上
 ●ディスプレイ解像度：1024 × 768 ドット以上
 ●ディスプレイ表示色：High Color 以上
 ●ハードディスク：インストール時の空容量 2GB 以上
 ● CD-ROMドライブ：お使いのOSで動作可能な CD-ROMドライブ
 ●プリンタ：お使いのOSで動作可能なプリンタ
 ●ネットワーク環境：TCP/IP での通信が可能であることが必要です。
 ●プロテクトユニット接続用に、USB ポート× 1 が必要です。
 ※ 64bit 版 Windows には対応しておりません。
 ※インストール後の容量は、データを保存するための空容量を十分確保してください。 

【BeingCabinet】
 ● OS：Windows XP Professional /Windows Server 2003 の各日本語版オペレーティングシステム
 ● CPU/ メモリ：お使いのOSが推奨する環境以上
         参考 CPU：Pentium4　1.5GHz 以上、メモリ：1GB 以上
 ●ディスプレイ解像度：1024 × 768 ドット以上
 ●ディスプレイ表示色：High Color 以上
 ●ハードディスク：インストール時の空容量 500MB 以上
 ● CD-ROMドライブ：お使いのOSで動作可能な CD-ROMドライブ
 ●ネットワーク環境：TCP/IP での通信が可能であることが必要です。
 ●プロテクトユニット接続用に、USB ポート× 1 が必要です。
 ※ 64bit 版 Windows には対応しておりません。
 ※インストール後の容量は、データを保存するための空容量を十分確保してください。 

※詳しい動作環境につきましては、ビーイングのホームページをご参照ください。
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本リーフレットに記載されている内容は改良のため、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
○Windows は Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
○商品名、会社名は一般に各社の商標または登録商標です。

● 本　　　　社 ……………………………………… TEL.（059）227-2932
 〒514-0003 三重県津市桜橋1-312

● 札 幌営業所 ……………………………………… TEL.（011）717-5711
 〒001-0045 北海道札幌市北区麻生町4-12-8 麻生MMビル4F

● 盛 岡営業所 ……………………………………… TEL.（019）636-1895
 〒020-0866 岩手県盛岡市本宮4-2-1 2F

● 東北営業所 ……………………………………… TEL.（022）267-5521
 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-12-30 太陽生命仙台駅北ビル6F

● 長 岡営業所 ……………………………………… TEL.（0258）33-1424
 〒940-0066 新潟県長岡市東坂之上町2-1-1 三井生命長岡ビル7F

● 東 京営業所 ……………………………………… TEL.（03）5348-3720
 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-14-24 西新宿KFビル4F

● 金 沢営業所 ……………………………………… TEL.（076）260-6131
 〒920-0025 石川県金沢市駅西本町1-14-29 サン金沢ビル7F

● 名古屋営業所  ……………………………………… TEL.（052）931-8676
 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜2-10-1 ヤハギ東桜ビル4F

● 三 重営業所 ……………………………………… TEL.（059）227-2926
 〒514-0003 三重県津市桜橋1-312

● 大 阪営業所 ……………………………………… TEL.（06）6201-7272
 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋ビル10F

● 岡山営業所 ……………………………………… TEL.（086）235-5051
 〒700-0907 岡山県岡山市下石井1-1-1　ORIX岡山ビル7F

● 広島営業所 ……………………………………… TEL.（082）545-2693
 〒730-0051 広島県広島市中区大手町2-11-2 グランドビル大手町11F

● 福 岡営業所 ……………………………………… TEL.（092）716-8161
 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-6-7 天神クリスタルビル9F

● 鹿児島営業所 ……………………………………… TEL.（099）219-1671
 〒892-0846 鹿児島県鹿児島市加治屋町13-4　3F

http://www.beingcorp.co.jp/ 

土木工事積算システム『GaiaRX』

販売代理店
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作業時間平均30％削減！！  

最新の『GaiaRX』は従来以上に操作が簡単でありながら

作業時間の大幅な短縮を実現いたしました。

入力作業の減少と操作性の向上、

そして基本アーキテクチュアの全面的な再構築により、

作業全体の処理速度が大幅にアップ。

豊富なダウンロードデータと充実したサポート体制で

お客様を強力にバックアップすることはお伝えするまでもありません。

『GaiaRX』は、積算システムのトップブランドとして、

簡単・正確・安心をすべてのお客様へお届けいたします。

積算作業時間の比較（当社比）
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『GaiaRX』5つのあたりまえ！
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積算作業をすぐに開始！ ＜基本機能→ 3・4頁＞

新土木工事積算大系ツリー搭載！ ＜積算詳細→ 5・6頁＞

経費対象外項目の計算が瞬時に！ ＜経費計算→7・8頁＞

Excel 一発出力！ ＜出力→ 9頁＞

カンタン楽々ダウンロード！ ＜ダウンロード→10頁＞

発注者、入札年月日を入力するだけで、積算環境が整い積算作業をすぐに
開始できます。発注者ごとの設定変更は不要です。

マウス操作だけで工事の内訳をカンタンに作成できます。
面倒だった文字入力がグンと減り、積算時間が早くなります。

今まで電卓などを使って別計算していた直接工事費と間接工事費のうち、
経費対象外項目が瞬時に計算できるようになりました。

設計書の Excel 出力時、形式が自動的に設定されるため、
手間がかかりません。

お客様が積算でお使いになりたい最新データや、
「建設物価」「積算資料」データを一括ダウンロードできます。0 10 20 30 40 50 60 70 80

（分）

21%削減！

19分21秒

38%削減！

15分14秒

1時間10分43秒

従来『Gaia』
シリーズ

RX利用

43分45秒RX利用

従来『Gaia』
シリーズ

＜テスト1＞
Aインターチェンジ下部工事

予定価格
212,280,000-

見積参考資料
8ページ

Gaia 経費計算後入力行数
83 行

＜テスト2＞
B道路建設工事

予定価格
253,270,000-

見積参考資料
33 ページ

Gaia 経費計算後入力行数
246 行

『GaiaRX』利用時

従来『Gaia』シリーズ
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■付箋機能

紙の設計書をイメージした見やすい画面

内訳書、代価表などの雛形をパレット
からドラッグ＆ドロップするだけで簡単
に作成可能

本工事費内訳書

いつでも別工事・過去データを参照可能

まごころ機能満載

「これとよく似た工事を、前にしたことがある」ということはあり
ませんか？『GaiaRX』なら新たに追加された別工事参照機能を使っ
て、過去に積算した工種を簡単に呼び出し、別の設計書データを
再利用できます。事前に登録しておく必要はありません。別の設
計書のデータはツリー形式で表示されるため、構成を一目で確認
することができ、再利用したいデータが早く見つかります。また、
構成の一部をまとめて現在編集中の設計書に取り込むことができ
るため、設計書の雛形を作る作業が格段に早くなります。

編集機能には自信があります。

最初から体裁を気にする必要がなく、後からでも自

由に変更できます。

他にもまごころのこもった機能が満載です。

例えば…
●右クリックひとつで今できることを一覧表示
●Delキーによる削除など、キーボードでの操作も可能
●工種コード、単価コード検索機能でサクサク作れる
●計算機機能による計算結果を備考欄に表示する

 「備考欄計算式」 　etc.

工事名表

多くの工事をグループ別に
分けて一元管理

工事内容確認画面を搭載

並べ替えも自由自在

検索機能が充実

過去の工事を複写して再利用可能

全工事から

設計書の構成が
一目でわかります

◆工種、単価コード検索 ◆総括表の各種補正を設定可能

本工事費
内訳書

3 4

設定変更不要

発注者、入札
年月日を入力

するだけで、設計書
に適した、使用する
単価、年度、丸め、

号番号、各種補正率、出力フォーム、
印刷設定などが自動的に設定されま
す。発注者ごとに設定を変更する必要
がなく、積算作業がすぐに始められま
す。また、号番号や間接費項目の出力
形式も設計書どおり自動的に設定され
るため、出力後に調整を行う必要もあ

りません。
積算から提出用
の設計書出力ま
で、一通りの作

業にかかる時間が大幅に短縮します。

階層レベルが一目でわかる
レベルの変更も自由自在

1
2 3 4 5

『GaiaRX』では、1つの工事について、
シミュレーションを行ったり、設計変
更を行ったりして作成する複数の設計
書や発注者が提供する電子ファイルな
どを、まとめて管理できます。

工事名表から関連ファイルを確認でき
るため、CADデータなどの一括管理が
可能。一つの工事に関連したファイル
をまとめて管理できます。

工事作成

■元に戻す機能（Undo機能）搭載！

設計書作成中に、間違って削除してし
まったり、別登録したりしてしまっても
安心。すぐに元に戻すことができます。
『GaiaRX』では、「Undo（元に戻す）機能」
と「Redo（やり直し）機能」を標準搭載し

ています。誤った操作をした場合や、さきほど行った操作
を不安に感じた場合に、簡単に元の状態に戻るため、安心
して設計書を作成していただけます。

■自動バックアップ機能
お客様の大切な工事データは、常に自

動的にバックアップされます。何か

の都合で以前のファイルが欲しい時も

バックアップファイルからカンタンに

復活させることが可能です。

◆バックアップ設定画面

1

後で条件や歩掛を確認したい表や、
金額を調べたい単価に目印として付
箋をつけることができます。
付箋をつけたまま経費計算をする
と、メッセージでお知らせします。
もれなく確実に積算を行うために非
常に効果的です。

発注者ごとの設定変更は不要

基本機能 積算詳細 出　力経費計算 ダウンロード サポート システム

土木工事積算システム『GaiaRX』
入札支援ネットワーク



工種・単価データの再利用

機械損料の詳細計算が可能

多数の積算基準に対応

損料計算式に対応しているため、細かい補正が可能です。また自社機械の損料も算定できます。
国土交通省の損料算定表と同じ形式でご提供いたします。

対話型自動積算

■自動代価作成機能
複雑な工種でも、仕様書に基づく数量、
条件を画面の指示に従って答えていく
だけで自動的に積算が可能です。

質問に答えていくだけで代価表を作成し
基準書と同じ形式で表示

歩掛条件の再選択が容易

数値の直接入力が可能

実行中の工種資料元が確認できる

● 国土交通省土木工事標準積算基準書（共通編/ 河川・道路編/電気通信編）
 国土交通省大臣官房技術調査課 監修
 （財）日本建設情報総合センター 編　（財）建設物価調査会 発行
● 国土交通省土木工事積算基準
 国土交通省大臣官房技術調査課 監修　（財）建設物価調査会 発行
● 公園緑地工事の積算
 公園緑地工事積算研究会 編　（財）経済調査会 発行
● 災害復旧工事の設計要領
 （社）全国防災協会 編集・発行
● 下水道工事積算基準
 （財）下水道新技術推進機構 発行
○ 下水道用設計積算要領　管路施設（シールド工法編）
 国土交通省都市・地域整備局下水道部 監修
 （社）日本下水道協会 編

● 推進工法用設計積算要領（小口径管推進工法高耐荷力方式編）
 （社）日本下水道管渠推進技術協会 発行
● 推進工法用設計積算要領（小口径管推進工法低耐荷力方式編）
 （社）日本下水道管渠推進技術協会 発行
● 推進工法用設計積算要領（小口径管推進工法鋼製さや管方式編）
 （社）日本下水道管渠推進技術協会 発行
● 推進工法用設計積算要領（推進工法用立坑編）
 （社）日本下水道管渠推進技術協会 発行
● 推進工法用設計積算要領（泥水式推進工法編）
 （社）日本下水道管渠推進技術協会 発行
● 推進工法用設計積算要領（泥濃式推進工法編）
 （社）日本下水道管渠推進技術協会 発行

○ 農林水産省土地改良工事積算基準（土木工事）
 農林水産省農村振興局整備部設計課 監修
 （社）農業農村整備情報総合センター 発行
○ 治山林道必携（設計積算編）
 （社）日本治山治水協会/日本林道協会 編集・発行
○ 港湾土木請負工事積算基準
 国土交通省港湾局 監修　（社）日本港湾協会 発行
● 橋梁架設工事の積算　※第2章鋼橋編はオプションになります。
 （社）日本建設機械化協会 編著・発行
○ トンネルの施工と積算
 トンネル施工積算研究会 編著　（財）建設物価調査会 発行
○ 土木・造園工事積算要領
 （独立行政法人）都市再生機構 監修　（財）都市再生共済会 発行

● 水道事業実務必携　※第2部第二編 設計業務委託標準歩掛 はオプションになります。
 全国簡易水道協議会 発行
○ 土木工事積算基準
 東日本・中日本・西日本高速道路株式会社 監修
 （財）高速道路技術センター 発行
● 公園・緑地の維持管理と積算
 公園・緑地維持管理研究会 編　（財）経済調査会 発行
● 造園修景積算マニュアル
 （財）建設物価調査会 発行
○ 設計業務等標準積算基準書/設計業務等標準積算基準書（参考資料）
 国土交通省大臣官房技術調査課 監修　（財）経済調査会 発行
○ 下水道設計業務積算基準
 （財）下水道新技術推進機構 発行

※下記掲載の基準は、対応基準のほんの一例です。詳細はお問い合わせください。

常に進化
し続ける
データ

自動積算
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新土木工事積算大系ツリーが搭載
されました。

この機能を利用すれば、設計書を見ながら
マウスで積算大系を選択していくだけで、
設計書の雛形がカンタンに作成できます。

もちろん、費目、工種、種別行も自動作成されます。こ
れにより、これまで面倒だった文字入力の手間がグンと
減り、積算時間を大幅に短縮します。

■自動積算・学習エンジン搭載！
自動積算時に選択した単価が、次
回積算時に選択履歴として表示
されます。これにより単価を選択
する時間が大幅に短縮します。

選択した単価の履歴がリスト表
示されますので、膨大なリスト
から選ぶ必要がありません

新土木工事積算大系ツリー搭載

■データの検索も思いのまま
作業を中断することなく、検索がカン
タンに行えます。

2

選択に便利な注釈文

文字入力が激減！積算時間が短縮！
土木工事積算システム『GaiaRX』

基本機能 積算詳細 出　力経費計算 ダウンロード サポート システム入札支援ネットワーク



■経費計算
比較機能

複 数 の 経
費計算をシ
ミュレーショ

ンできます。表示がワンクリッ
クで切り替わるので、比較が
いつでもカンタンにできます。
『Gaia』シリーズだけの特徴です。

比較機能&経費ヘルプ

逆計算内訳書作成機能

経費対象外項目のチェック

工事価格が簡単に求められます

国土交通省、農林水産省などの基準はもとより、自社独自の経費計算にも対応。直接経費率などの条件を入力する
だけで、共通仮設費、現場管理費、一般管理費などを自動計算。工事価格を簡単に求めることができます。

経費計算後に、工事価格から直接工事費を逆計
算することができます。
まず、どの部分で金額を調整したいか、3種類
から選択し、次に目標金額を入力し、逆計算を
実行すると逆計算結果が表示されます。
既に全体予算が決まっているときの、工事費の
割り出しなどに威力を発揮します。

■条件選択
工種区分や市街地補正、前払金支出割合
などの条件を簡単に選択できます。

■計算結果の訂正も自由
積み上げ集計された共通仮設費の
金額や、計算で求められた経費率
などを自由に訂正できます。

経費ナビゲータ機能

ナビゲータに沿ってボタンをクリックするだけで、省庁・年度の作成や間接費の積み上げなどが可能です。

間接費で調整

直接工事費を要素で調整

直接工事費を工種で調整

経費計算 逆計算
算出根拠

7 8

直接工事費内の
単価を共通仮設

費、イメージアップ経費、
現場管理費、一般管理
費の対象金額外に簡単

に設定できるうえ、桁等購入費などは一
発設定が可能です。
また、一覧表でどの項目が設定されてい
るのかを簡単に確認できます。

1
2 3 4 5

■経費ヘルプ

ヘルプに各省庁の
間接費対象外項目
が載っています。
詳細がわかりやす
くすぐ確認できる
ため、複雑な間接
費の控除計算が簡
単に実行できます。

経費計算根拠

経費の算出根拠が一
発で表示できます。
作業中いつでも画面
上で確認できる安心、
親切、便利な機能です。

次に目標工事価格を入力

始めにどの部分で調整するかを決定

3

勝てる積算を実現！
土木工事積算システム『GaiaRX』

基本機能 積算詳細 出　力経費計算 ダウンロード サポート システム入札支援ネットワーク



数量計算

印刷・Excel 出力がよりスムーズに

■印刷がカンタン
金額、ページ番号、計算式などの印刷項目を詳細に設定
できます。
もちろんExcel 形式の印刷もカンタン。また、小数桁の
書式や諸雑費の表示形式、網掛け印刷など、『GaiaRX』な
らではのきめ細かい印刷設定も可能です。

■Excelに直接コピー＆貼り付け
『GaiaRX』の表の一部をコピーして、そのまま
Excelに貼り付けることができます。あらゆる
Excel帳票で『GaiaRX』のデータを活用できます。

■Excel出力機能
工事データをExcel 形式で出力し、
『GaiaRX』を使用していないパソコンへも

転送できます。出力前にサムネイルで帳票を確
認できるので確実です（※各県ごとの帳票もご用意しております）。

出力機能
数量計算
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Excel 出力機能

ボタン一つで数量表を瞬時に表示し、工種別、要素別、業者別に分析できます。
実際の工事に合わせて数値を訂正し、実行予算を作成できるため、利益計画
の策定に威力を発揮します。

協力会社別に数量を
拾い出し

会社ごとに金額抜き
で印刷

協力会社から見積を
取る

実行予算の完成
積算金額との比較

市場単価参考歩掛機能

市場単価を採用した工種は実
行予算を組みづらいものです。
『GaiaRX』なら市場単価に対応した
「参考歩掛（ 旧歩掛）」による積算が
でき、実行予算を組むために必要
な要素の数量を拾い出せます。
長年に渡り歩掛データを蓄積して
きたビーイングならではの機能です。

あなたに “ピッタリ” を一括ダウンロード

ダウンロード

1
2 3 4 5

お客様が積算
でお使いにな

りたい最新データや、
「建設物価」「積算資
料」データの一括ダウ

ンロードが可能です。ダウンロードし
たデータは、『BeingCabinet』を介して
各パソコン間で共有し、一元管理を行
うことで、必要な時に必要なデータを
すばやくカンタンに自分のパソコンへ
取り込むことができます。

『BeingCabinet（ビーイングキャビネット）』は、社
内の業務プロセスを経て生成されるあらゆる情報を
一元管理する書庫サーバです。
各担当者に抱えられたままの情報を、企業の資産と
して集約することにより、経営判断の遅延・過去情
報の非データベース化・担当者間での事務作業の重
複など、業務効率の低下を防ぎます。
『GaiaRX』をはじめ、ビーイングが提供する土木関
連業務支援アプリケーションとのシームレスな情報
連携により、お客様の業務プロセスをトータルにサ
ポートいたします。

■社内の情報連携をスムーズに

『BeingCabinet』は、社内ネットワークの情報共有サーバです。

この『BeingCabinet』を起点に、社内のすべての情報が

担当者や業務内容の壁を越え、

スムーズに流れていきます。

情報共有サーバ

『BeingCabinet』

1
2 3 4 5

ダウンロードボタンを押すと、最新の
未ダウンロードデータが存在するかど
うか、自動的にチェックを行います。

最新データにはNEWマークが付くため、
どのデータが最新か、一目で確認でき、
ワンクリックでダウンロードを開始し
ます。

ダウンロード後、自動的にデータ更新
を行う設定が可能です。煩わしい手
続きは一切不要で、とてもカンタンに
お客様のパソコン環境に合った最新の
データが整います。

4

5

１つのデータを多彩に活用
土木工事積算システム『GaiaRX』

基本機能 積算詳細 出　力経費計算 ダウンロード サポート システム

欲しいデータを思いのままに

入札支援ネットワーク
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充実のサポートメニュー

ポップアップヒント
必要なヒントが必要なタイミングで
表示されるため、初心者の方でも安
心です。

ヘルプ
困ったときは F1ボタンを押してくだ
さい。いつでもヘルプメニューを呼
び出せます。

マニュアル
全ての操作を網羅した詳細なマニュ
アルを付属。操作に迷った時の強い
味方です。

Webサポート
よくあるご質問（FAQ）や、お問い合
わせ受付など、ビーイングならでは
のWebサポートを実施しています。

E-mail、FAX
E-mail、FAX は 24 時間受け付けてい
ます。動作履歴の参照機能により、
速やかなサポートを行います。

電話サポート
システムの操作と積算業務に精通し
たオペレータがお電話で丁寧に対応
いたします（フリーコール）。

リモートサポート
お客様のパソコンを遠隔地からでも
インストラクターがリモート操作でサ
ポートいたします。

訪問サポート
全国のパートナー企業と共に地域密
着型訪問サポートを実施します。

サポート ネットワーク

お
客
様
ご
自
身
で

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー

■安心！積算ソフト『Gaia』
『Gaia』にのりかえて数年
たちます。他社の積算ソ
フトと比べ、発注省庁の歩
掛種類が豊富で、さまざま
な工事での積算に対応で

き、幅広く活用しています。サポート面でも、
単価データの更新を他のソフトより早く対応し
てもらえ、積算する上で疑問に思っていること
も電話・訪問サポートで親切丁寧に指導してい
ただき、安心して使用することができています。

山形県：建設会社／営業部 部長

単価 工事歩掛 単価 工事歩掛

単価 工事歩掛

単価 工事歩掛

単価 工事歩掛

セキュリティ機能

■細かな設定が可能
担当者ごとにパスワードを設定すれば、工事ごと
の閲覧権限や単価データの訂正の可否など、細
かな設定が可能です。

■わかりやすいセキュリティ権限管理システム
グループ／ユーザー単位で、機能ごとに使用可
否を設定できるためわかりやすく、ユーザー管
理が省力化されます。

データは、各パソコンに保管し、『BeingCabinet』でライセンスを管理します。さらに各クライアントにプロテクトを
装着してサーバから切り離して使用することもできます。これにより複数台でより快適・カンタンに、素早い積算作業
ができるようになりました。積算の繁忙期の心強い味方です。

■スタンドアロンモードを搭載
専用プロテクトを装着するだけでクライ
アントをネットワークから切り離せます。
クライアントはどこへでも持ち運べます
ので、現場や外出先でも積算作業が可
能です。もちろんネットワークへの復帰
もカンタンです。

■データ同期機能による一元管理
『BeingCabinet』に一元的にデータを蓄
積できます。これにより、すべてのクラ
イアントで同じデータを共有・再利用す
ることが可能です。

■自由度の高い同時起動台数
通常は、『BeingCabinet』でライセンスを
管理していますが、各クライアントは、
それぞれネットワークに接続したり、切
り離したり自由に積算作業ができます。

『BeingCabinet』
サ
ー
バ

社
内

現
場
事
務
所
・
外
出
先

ライセンス管理

同期機能でデータを一元管理

手厚いサポートで確実に不安解消 複数台でデータ共有
土木工事積算システム『GaiaRX』

基本機能 積算詳細 出　力経費計算 ダウンロード サポート システム入札支援ネットワーク



各種システム入札マネジメントシステム『BeingBid』商標登録出願中
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入札支援 オプション
オプション名 商品内容

『GaiaRX』は、いつでもどこでも素早く積算作業を行うシステムを構築できます。実行予算・原価管理・工程管理
すべてご相談ください。建設業に精通したビーイングならではのノウハウでお客様のニーズにお応えいたします。

入札マネジメントシステム『BeingBid』は、『BeingCabinet』に保
管された過去の工事実績情報を検索することにより、入札条件を
クリアするかどうかを即座に判断できます。過去の工事実績情報は
CORINS 入力システムから取得するため、過去情報の登録の手間を
大幅に軽減します。
また、現在の技術職員の配置状況も確認でき、応札判断に対する
業務効率を格段に向上させます。

業務の手間を大幅に軽減

『BeingCabinet』に取り込んだ CORINS 登録情報を検索して、公
告された工事物件への入札参加資格の有無を即座に知ることがで
きます。
また、CORINS データの工種に対する詳細な条件設定検索はもち
ろん、『GaiaRX』の設計書データも細かく検索でき、施工実績を
把握することが可能です。

まずは、入札参加資格の有無をスピーディーに検索

詳細な検索条件指定が可能

条件にマッチする工事実績を工事一覧で表示

各工事の詳細情報を表示

各工種についてさらに詳細な検索条件指定が可能

たとえ、入札参加資格を持っていても、実際に施工する技術者を
配置できなければ公告された工事を落札することはできません。
工事従事者検索機能では、発注公告に記載された条件を指定するこ
とにより、条件に該当する工事技術者を即座にリストアップします。
また、各技術者が過去から現在に渡って携わった工事物件を把握
することが可能であるため、公告された工事物件にどの技術者を
配置することができるかというような計画策定に役立てることが
できます。

そして、すべての工事に対する技術者配置状況を確認

提出業務を大幅に軽減する作成支援ツール！

適切な工程を『ボタン1つで』瞬時に算出！
積算データから標準作業日数を自動計算！

『日当り施工量オプション』 ◆積算データから日当り施工量データを抽出！さらに、積算数量から標準日数
 を割り出し、工程バーに自動反映させ適切な工程を瞬時に作成できます。

●工程表作成ウィザードで、日当り施工量を確認
●標準施工量からどれだけ短縮できるかを瞬時に検討
●工程短縮による効果が一目瞭然

『総合評価入札価格シミュレーション』

総合評価点の読めない幅（点数）を
簡単にシミュレーション！

『設計書入出力オプション』

設計書の取り込みで、
積算業務がもっとカンタンに！

『Excel出力計算式版』

 積算結果をExcelファイルへ出力後、
シミュレーションしながら簡易予算を作成！

◆積算結果を元に、簡易的な予算作成に利用できます。

●計算式が組み込まれているため、変更した単価金額を瞬時に自動反映 
●単価を別表で一元管理できる「単価一覧機能」を搭載
●「単価一覧」で単価金額を修正すると、すべての表に対して自動反映
●単価修正前・後の比較は、ボタンで簡単に一括切り替え
●ワンクリックで、表内容を確認

『オープンブックプラス』

◆総合評価落札方式で発注された工事の入札前に自社の評価を行うことで、 
 施工能力等の改善点を把握し、評価点アップを目指します。

●評価対象となる項目を設定し、入札価格をシミュレーション
●評価点に対する入札価格を元に、落札の勝率をシミュレーション
●競合他社の評価点をシミュレーションし、他社の入札価格を予測

◆電子設計書データを元に、取り込み・積算・出力の3ステップで簡単に 
 積算できます。

●簡単操作で「電子設計書データ」を『Gaia』シリーズに取り込み
●履歴検索機能で簡単に積算
●実行した歩掛を記憶、使えば使うほど次回からの積算が楽々
●積算結果を、元の電子設計書データへ転記不要ですぐに出力

◆低入札時の落札に必要な書類作成と提出業務を支援します。

●県指定※の「工事費内訳書」シートへ直接書き込みができ、入札時には 
 そのまま提出
●合否判定シミュレーションで、入札金額の妥当性の事前確認が可能
●算出した入札金額の根拠となる裏付け資料も、同時に作成可能
●直接工事費・間接工事費編集機能
●諸経費ラクラク自動計算機能

※県ごとのデータ対応状況はお問い合わせください。

ムダのないシステムをご提案

関連商品（別売）
基本機能 積算詳細 出　力経費計算 ダウンロード 入札支援サポート システム

memo

ネットワーク


