
500,000円

標準価格

400,000円

標準価格

95,000円

標準価格

オープン価格

標準価格

333,000～ 622,000円

標準価格

250,000円

標準価格

95,000円～

標準価格

300,000円

標準価格

※表示価格は、全て税別です。

原価管理ソフト

レッツ工事台帳
（レッツコウジダイチョウ）

建設業の方々の生の意見をもとにつくりあげた、見積・発注・原価
管理ソフト。わかりやすさ・使いやすさを追求した大きな画面とシ
ンプルなメニュー構成で使いやすさは抜群。各伝票のデータは弥生
会計やPCA会計、勘定奉行など多くの会計ソフトと連動可能です。

建築ＣＡＤ

BIMソフト
外構ＣＡＤ

業務支援
顧客管理

省エネ

( 株 ) レッツ

住宅プレゼン

３Ｄ模型
ホームページ

シーピーユーが選ぶ
おススメ製品のご紹介

〒921-8043 石川県金沢市西泉４‐６０
ＴＥＬ.０７６‐２８０‐８００１　ＦＡＸ.０７６‐２８０‐８００２
E-mail info@cpu-net.co.jp　http://www.cpu-net.co.jp/
札幌／仙台／宇都宮／東京／北関東／長野／名古屋／北陸／大阪／福山／九州

木造住宅構造計算システム

STRDESIGN
（ストラデザイン）

建築基準法、同施行令、国土交通省告示に準拠した構造計算シス
テム。 MADRIC･AD-1 のデータを取り込んで３階建てまでの木造
住宅の許容応力度法による構造計算が可能。長期優良住宅制度や
住宅瑕疵担保履行法の申請に必要な梁断面算定に対応してます。

富士通エフ･アイ･ピー ( 株 )

３次元ペイントレンダリング

Piranesi
（ピラネージ）

無機質なＣＡＤデータからフォトリアル画像やプロが描いたような
手描き風の温かみのあるＣＧパース画像を、短時間で手軽に作成で
きるペイントレンダリングツール。 建築、住宅、インテリア、エク
ステリアなど、空間デザインを表現する場面で活躍しています。

( 株 ) インフォマティクス

住宅営業コンサルティングツール

マイホーム FP
（マイホームエフピー）

お客様が住宅営業担当に何を望み、何に不満･不安を感じているの
か等を分析し誕生。画面に表示される条件を設定することで、わか
りやすい表現で、住宅購入への強烈な動機付けや不安解消などを行
ない、成約に至るまでの時間を大幅に短縮します。

( 株 ) システムデザイン･アクティ

立体視プロジェクターシステム

Sight3D
（サイトスリーディー）

建築 3 次元 CAD で作成したコンテンツを Sight3D で投影し、専
用メガネを掛けて見ることで奥行感のある映像を体感できます。コ
ンパクトサイズかつ専用スクリーンは不要で、白い壁に実寸サイズ
で投影すれば臨場感あるバーチャルショールームを実現します。

( 株 ) ソリッドレイ研究所

住宅履歴管理システム

家カルテ計画
（イエカルテケイカク）

住宅履歴をわかりやすくビジュアル管理でき、営業段階から利用で
きる業務支援ソフト。「住宅履歴書」を簡単に作成でき、お客様毎
の管理と検索システム機能を搭載。お施主様と共有できる履歴情報
や、OB顧客に対する営業アプローチとしても役立ちます。

安心計画 (株 )

高さ制限解析専用システム

ADS Family
（エーディーエス ファミリー）

簡易的な条件設定や各種シミュレーションができ、スピーディーに
結果を求めることが可能なシステム。企画段階での天空率・斜線・
逆日影によるボリューム検討から、確認申請用日影計算・近隣説明
資料まで幅広い業務でご利用いただけます。

生活産業研究所 (株 )

建築見積システム

みつもりValue
（ミツモリ バリュー）

しっかりした明細の見積書を短時間で簡単操作で作成し、仕様書や
実行予算書、発注書の作成までも標準対応しています。予め登録し
たひな型ファイルを活用し、新築やリフォーム、解体工事など用途
に応じて使い分けもでき、早期契約と粗利確保にも貢献します。

( 有 ) ワイテックサービス

株式会社シーピーユー



標準価格

300,000円

400,000円 ～

標準価格

120,000円

標準価格

200,000円

標準価格

150,000円～

標準価格

標準価格

45,000円～

標準価格

195,000円

標準価格

0円

登録・利用料

2,000,000円～

標準価格

550,000円～

実勢価格

オープン価格

標準価格

1,080,000円 ～

標準価格

720,000円

標準価格

月額 10,000円（初期費用 80,000円）

5ユーザー

工事管理ソリューション

建て役者
（タテヤクシャ）

引合の発生からアフター点検に至るまで、情報の一元化を実現し、
業務ポータル機能により業務の流れを共有します。Ｗｅｂベースの
システム構成や引合・入金・工期に対するアラーム通知機能など、「シ
ンプルで使いやすい」システムを実現します。

( 株 ) システムサポート

写真取り込み増改築シミュレーション

Reform Simulation
（リフォームシミュレーション）

デジカメで撮影したリフォーム前の写真をもとに、豊富なテクス
チャ素材からドラッグ＆ドロップで素材を貼り付けし、リフォーム
後のイメージを簡単にシミュレーション。光の陰影も設定でき、よ
りリアルなリフォーム後のイメージを表現できます。

いろんな便利に気づいてほしい
シーピーユー関連製品をぎゅっと凝縮してご紹介いたします

住環境シミュレーションツール

Madric EcoNavi
（マドリック エコナビ）

住宅の太陽光発電やオール電化の導入試算検討、風通し、陽あ
たりを施工前に確認できるシミュレーションシステム。
CEDXM データ出力に対応した他社製 CAD のデータを読み込
み、すぐにシミュレーションを実行できます。

建築３次元ＣＡＤ

MADRIC･AD-1
（マドリック エーディーワン）

簡単なマウス操作で直感的な操作性を実装し、短時間で提案用のパー
スや間取りが完成。図面作成や積算までも一貫して行えます。iPad
やスマホによる 360°パノラマパースの提案や、外皮性能計算の算
出と対応図面作成等、他社との差別化を図る機能が充実しています。

間取り作成ソフト搭載Webサイト

まどりナビ

間取り作成ソフトをクラウドサービスで無料提供。建築の専門知識
がない方でも簡単に間取りを作成できます。ビルダー会員は、本サ
イトを自社専用サービスとして使用でき、自社サイトの訪問者や展
示場来場者等の囲い込みツールとして活用できます。

プレゼンボード作成ツール

PRESEN MAGIC
（プレゼン マジック）

シンプルなパースや平面図に、絵画調などの画像エフェクト効
果を施し、手書き風の表現に変換。簡単なマウス操作でレイア
ウトができ、パースや搭載済みの添景画像により、ワンランク
上のプレゼンボードを作成できます。

住宅模型

３Ｄ模型制作
（スリーディーモケイセイサク）

MADRIC･AD-1 で作成したCADデータを利用し、3Dプリンター
で出力する住宅模型制作サービスです。建物モデルや色等は、ＣＡ
Ｄデータ情報をそのまま利用するので、手続きは簡単。お施主様と
の打ち合わせや、引き渡し時のプレゼントとして利用できます。

汎用見積ソフト

みつもりフレスティ

数値を入力して見積処理するだけでなく、印刷まで一貫して行
えます。印刷のレイアウトは自由自在。他のソフトで作成した
図形や文字を挿入することもできるため、会社のロゴマークが
入ったオリジナルの見積書を作成できます。

省エネ住宅設計支援ツール

建もの燃費ナビ
（タテモノネンピナビ）

間取りと屋根を入力後、計算に必要な情報をステップ入力すること
により、燃費（一次エネルギー消費量）を数値やグラフで“見える化”。
高断熱化や日遮の有効利用、冷暖房機器･給湯器の種別など様々な
省エネ手法を利用した理想の住宅設計を支援します。

テンプレート型ホームページ制作サービス

ホームページ
ファクトリー

専門的な知識は必要なく、完成イメージを見ながら直感的に操作が
でき、誰でもすぐに始められます。パソコン用ページを制作・更新
すれば、スマホ用に最適化されたページも自動で完成される画期的
なシステム。操作サポート付で安心して長く使えます。

ＲＣ数量積算システム

FKS RC
（エフケーエス アールシー）

5種類の計算基準（積算基準、公共建築工事標準仕様書他）に対応し、
見やすく、根拠のはっきりとした官公庁物件実績 No.1 の計算書が
自慢。 民間から官公庁まで提出先や物件に制限されない柔軟性に富
んだシステムです。拾い時間の短縮と省力化を実現します。

エクステリア・外構ＣＡＤ

ExCAD.Zero
（イーエックスキャド ゼロ）

作図と同時にカラーパースを完成させる「ゼロタイムレンダリング」
という夢のような制作環境を実現。多彩な表現力と高品位なレンダ
リング能力、そして優れた操作性や、強力な図面作成機能、簡易な
変更・修正能力が、 さらなる作図時間短縮を約束します。

日軽情報システム (株 )

協栄産業 (株 )

シーピーユーＷＥＢで検索
http://www.cpu-net.co.jp/

エクステリア設計３ＤＣＡＤ

RIKCAD
（リックキャド）

RIKCAD は、エクステリア・造園・外構の作図と設計から、各種
計算書類、プレゼンには欠かせない CG パースの作成まで自動作成
できます。門扉やフェンス、カーポートなど 100 メーカー以上の
エクステリア商品と組積・舗装・仕上げ材を標準搭載しています。

( 株 ) ユニマットリック

BIM/ 建築 3次元CADソフト

ArchiCAD
（アーキキャド）

柔軟で創造性に富んだ３D 設計ツールとしてだけでなく、プロジェ
クト全体を管理し、ビジネスの効率化と生産性を高めるＢＩＭソフ
ト。より自由な形状のデザインが可能になり、改築改修プロジェク
トを含むＢＩＭワークフローの範囲を広げます。

グラフィソフトジャパン (株 )

標準価格

各398,000円

建築３次元ＣＡＤ

MADRIC･AD-1
ＬＴ外観・内観
（マドリック エーディーワン
  エルティー ガイカン・ナイカン）

MADRIC･AD-1 の主なプレゼン機能のみをパッケージ化しました。
プレゼンに特化してお使いになる際や、通常版と併用し作業分担す
る際に最適。用途に応じて、外観パースまたは内観パースのいずれ
かをお選びいただけます。

月額 2,500円 ～　（初期費用 30,000円）

標準価格

工事管理ソリューション

建て役者 ＣＳ
（タテヤクシャ シーエス）

建て役者の顧客管理に関する機能に限定しパッケージ化。１ユー
ザー月額 500 円で、専用サーバーの構築も不要で手軽に導入でき
ます。見込み顧客の管理、引合い管理、売上検索が行えます。スケ
ジュール管理や点検管理をオプションとして追加可能です。

( 株 ) システムサポート


