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ご注意 

・ このプログラム及びマニュアルの内容の一部または、全部を無断で複写することを禁止いたします。 

・ 当プログラムの著作権は、株式会社 J SPIRITSにあります。左記の著作権者に無断で、このプログラム

を転用することはできません。 

・ お客様の当プログラムの使用による損害に対して、弊社では一切の責任を負いませんので、ご了承く

ださい。 

・ 製品の内容・仕様は、訂正・改善のため予告なしに変更することがあります。 

・ 製品の内容につきましては、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点やお気づきの点がご

ざいましたら、弊社までご連絡ください。 
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ごあいさつ 

 

 この度は、印刷物見積りソフト「みつもさぴえんす」をお買い上げいただきまして、誠にありがとう

ございます。 

 

 最新WindowsXP/2000/NT4.0/Me対応の印刷物見積りソフト ｢みつもさぴえんす｣は、煩わし

い見積り作業をカンタンにするソフトです。 

 ｢みつもさぴえんす」は、商業印刷物と呼ばれる、カタログやパンフレット、チラシから案内状の

ような仕様の変わりやすい見積りに威力を発揮します。部数、色数、写真点数、用紙など条件を

変更しても、最も効率のよい作業方法をシミュレーションします。この機能により、常に原価を把

握した精度の高い見積りができ、結果として得意先と貴社に大きな利益をもたらします｡ 

 このように｢みつもさぴえんす｣は、貴社の見積り料金体系を見直し、利益率を瞬時に把握でき

ることや、営業マンの見積り手順の教育やデスクワークの減少させるなど数多くのメリットがありま

す。 

 是非、この「みつもさぴえんす」をご活用頂き、変化するデジタルビジネスシーンに敏感に対応

し、経営業績アップにお役立てください｡ 特に情報ネットワーク（イントラネット）による利用方法

は業務の改善に大きく貢献します。 

 

 ｢みつもさぴえんす｣にはスタンドアロン版とネットワーク版の２つのタイプがあります。スタンドア

ロ ン 用 デ ー タ ベ ー ス か ら の 移 行 ツ ー ル も 用 意 し て い ま す 。 特 に マ イ ク ロ ソ フ ト 社 の

Windows7/Vista/XP/2000でSQL-Serverをデータベースエンジンに使用し、見積から作業指示、

フィルム管理、売上、請求、入金、進捗、原価管理をトータルにサポートするシステム

（PrintSapiens）は、印刷業の標準システムになると自負しています。 

 

 ソフトウェアは多くの方に利用され、改良されることによって品質が向上します｡弊社に対しての

ご意見、ご要望をお待ちしております｡私どもはその使命を持って皆様のお役に立つ所存でご

ざいます｡ 

また、インターネットホームページより最新プログラムや当社の商品案内をご覧頂けます。 

ぜひご利用ください。  

 

株式会社 J SPIRITS 

http://jspirits.co.jp 
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1-2 はじめに 

セットアップの前に 

１                      
セットアップを始める前に使用許諾書をお読みください 

 

「みつもさぴえんす」 Ver4.2をお使いの方へ…… 

インストールされているみつもさぴえんすそのものが不要な場合は、マイコンピュ

ータのアプリケーションの追加と削除からアンインストールしてください。このよう

な場合を除いて、マスタデータファイル（Sapimast.mdb）と見積データファイル（sa

pifile.mdb）を上書きされないように別の場所に保管してください。その上で既存

のみつもさぴえんすをアンインストールした後にインストールしてください。インス

トールが終了した後、保管しておいたファイルをインストールされたファイルに置

き換えてください。マスター保守または、みつもさぴえんすVer5.0を起動すると、

今までお使いのデータベースを 新のバージョンに変換します。この後いくつか

注意点がありますが、それは次の節で説明します。 

アンインストールされなかった場合 

既存のデータベースファイルはそのままで、新しくインストールされたデータベー

スファイルは、sapimast_V500.mdb、sapifile_V500.mdbでインストールされてい

ます。 

 

「みつもさぴえんす」のセットアップを始めるにあたり、「みつもさぴえんす」のパッケージ以外に

ご用意頂くものを説明します。セットアップを始める前に、現在お使いになっているハードウェア

とソフトウェアをご確認ください。 

２                      
必要なハードウェア 

CPU に ペンティアム200MHz相当以上を搭載し、増設したメモリを含めて128MB以上のメモリ

を搭載したパーソナルコンピュータ（以下、コンピュータと呼びます）が必要です。 

ストレスなく動かすために、ペンティアムⅢ相当以上、メモリ256MB以上のコンピュータを推奨し

ます。 

ハードディスクに少なくとも100MB空き容量が必要です。 

見積書を出力するには Microsoft Windows XP/2000/NT/Meに対応したＡ４サイズのレーザー

プリンターが必要です。 

３                       
対象ＯＳ 

Microsoft Windows XP/2000/NT4.0(SP6) 

 



はじめに 1-3 

セットアップの方法 

製品版のセットアップを行う前に 

すでにコンピュータに「みつもさぴえんす」評価版がインストールされている場合は、評価版をア

ンインストールしてください。アンインストールの仕方は、1-6頁を参照してください。 

１                      
コンピュータを起動します 

２                      
「CD-ROM」をドライブにセットします 

自動的にセットアップ画面が表示されます。オートラン起動されないＣＤの場合は、マイコンピュ

ータの（コントロールパネル内の）「アプリケーションの追加と削除」から実行してください。この場

合、各ＯＳにより表示される画面は異なるため、ここでは説明を省かせて頂きます。 

注意 

セットアップ起動中に以下のメッセージが表示されることがあります。 

Ｗｉｎｄｏｗｓ98/MeまたはＷｉｎｄｏｗｓＮＴ SP5以前のＯＳバージョンでは表示されます。 

このメッセージは、ＯＳの一部を新しくする必要がある場合に表示されます。必ず［ＯＫ］で答えて

ください。 

引き続き、再起動確認メッセージが表示されます。［はい］と答えてください。コンピュータは再起

動されます。再起動後は自動継続されませんので、再度起動させる必要があります。コンピュー

タにセットされているＣＤを一度取り出し、再度セットします。手順３の画面が表示されます。 

３                      
［ＯＫ］ボタンをクリックします 
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４                      
ユーザー情報を入力してください 

「CD-ROMを開封前に必ずお読みください」と書いた使用許諾書をお読みください。使用許諾

書を確認と同時に登録ガードにもご登録をお願いします。 

シリアル番号には、ＣＤ－ＲＯＭケースに添付された番号を入力してください。以後のバージョン

アップとご質問に対して必要になりますので、控えておいてください。（インストール後の「みつも

さぴえんす」メニュー「ヘルプ－バージョン情報」でも確認できます。） 

使用者名と会社名には、既にコンピュータに登録されている場合は表示されますが、表示され

ない場合は入力してください。 

５                      
［次へ］ボタンをクリックします 

インストール先確認画面が表示されますので、このままでよろしければ、コンピュータの絵のある

大きなボタンをクリックします。 

６                      
プログラムグループの登録確認画面が表示されます 

［継続］ボタンをクリックして続行します。 
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この間しばらくコピー処理を行います。しばらくお待ちください。 

 

７                      
旧バージョンのアンインストールをしなかった場合は 

 

旧バージョンのアンインストールをしなかった場合、このような確認メッセージが表示されます。

新しくインストールされたｍｄｂファイルは通常インストールされる名前ではなく、それぞれ次のよう

な名前でインストールされます。 

この後、ビジネスフォーム見積もり機能に対応させるため、「1-12頁 旧バージョン（Ｖｅｒ4.2）のデ

ータベース上でフォーム見積機能を使いたい」の項の説明に従い処理を行ってください。 

 

８                      
C/S版の場合アイコン登録確認画面が表示されます 

 

「スタートメニューにアイコンを登録します。よろしいですか？」 

 

「はい」で応答します。 

 

９                      
後に終了メッセージが表示されます 

10                      
C/S版の場合再起動を要求します 

 

「システム設定を更新jするためにはコンピュータを再起動する必要があります。今すぐ再起動し

ますか？」 

 

「はい」で応答してください。コンピュータが再起動されれば終了です。 
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アンインストールの方法 

１                      
インストールされた「みつもさぴえんす」をコンピュータから消したい場合 

アンインストールは、マイコンピュータ内（コントロールパネル内）の「アプリケーションの追加と削

除」からインストール済みアプリケーションを選択し、［追加と削除］ボタンをクリックします。 

この場合、各ＯＳにより表示される画面は異なるため、ここでは説明を省かせて頂きます。 

２                      
アンインストールの途中で、システムファイルを残すか削除するか聞いてきた

場合、すべて残すにしておいてください 

 

最終的にアンインストールが正常に終了しなかった場合、エクスプローラで「ｐｓａｐｉ」フォルダを

削除してください。 
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バージョンアップについて 

「みつもさぴえんす」は引き続き機能アップいたします。ご登録カードでユーザー登録をされた

方に、そのバージョンアップをお知らせいたします。有料になる場合もございますが、マイナー

バージョンアップ（不具合の修正、小さな機能アップ）については、無料でお使いいただきたいと

思っています。 

その都度、郵送でお知らせしいたしますので、お手数ですがご希望をご返信ください。 

また、ホームページにマイナーバージョンアップのダウンロードを掲載していますので、適時に

ご覧いただき、必要なものを置き換えてください。 

以下にその方法をご説明します。 

１                      
インターネットのブラウザーを開きます 

２                      
アドレスに   http://www.jspirits.co.jp   と入力します 

３                      
株式会社J SPIRITSのホームページが出たら、［みつもさぴえんすアップデー

ト］をクリックします 

４                      
必要なプログラムをクリックしダウンロードします 

「みつもさぴえんす」 バージョン5.0（VB6版）の一括ダウンロード（psapi50.exe 約6.7Mb）なら一

度にすべてダウンロードできます。 

５                      
［このプログラムをディスクに保存する］を選択し，０Ｋを押します 
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６                      
ダウンロード先を指定し［保存］を押します 

保存場所はどこでも構いませんが、ダウンロード用のフォルダを用意しそこに入れるようにすると

よいと思います。 

７                      
完了したらＯＫします 

８                      
［エクスプローラ］で、保存したファイルを表示しダブルクリックしてください 

右クリックして［開く］をクリックする方法もあります。 

 

９                      
解凍先ディレクトリを指定します 

初期値で現在の場所が表示されますので、そのまま［OK］してください。Psapiv50というフォルダ

が作成されます。その中のものすべてをｐｓａｐｉフォルダに移動します。 
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10                      
上書き確認メッセージには［すべて上書き］で答えます 

11                      
これで「みつもさぴえんす」は 新の環境になりました 

なお個別にダウンロードされる場合も、あらかじめ用意して頂いたダウンロード用フォルダにダウ

ンロードし、解凍後ｐｓａｐｉフォルダに移動してください。 

12                      
プログラムの名前 

プログラム名称 ファイル名 説    明 

ミツモサピエンス Psapiens.exe ★ 

マスター保守 Psapimst.exe ★ 

マスター印刷 Psapilst.exe ★ 

単価種別コピー Psapicpy.exe ★ 

ＤＢ最適化 Pscompdb.exe ★ 

まとめ見積書 Psapi001.exe ★ 

データ転送 Psdbconv.exe 個別起動 

見積書印刷 Psapiprt.exe 見積入力から起動されます。単体では起動でき

ません。 

見積書設計 Psapi010.exe 見積入力から起動されます。 

見積検索 Psapi020.exe 見積入力から起動されます。 

見積一覧表設計 Psapi040.exe 見積入力から起動されます。 

単価表照会 Psapitnk.exe 見積入力から起動されます。 

単価表一括変更 Psapi100.exe 個別起動 

ＢＦ対応用 Formcomv.exe 旧バージョン用にあります。 

★マークはプログラムグループにショートカットが登録されています。 

 

ダウンロードの画面でそれぞれの日付を確認し、以上の操作を「修正情報」を

ご参考の上、必要と判断された場合に行ってください。 
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ファイルに関する説明 

「みつもさぴえんす」をインストールすると以下のようなファイルが作成されます。（省略時では、

psapiフォルダ内にインストールされます。） 

１                      
みつもさぴえんすのインストールフォルダ名は省略時で「ｐsapi」です 

サブフォルダ名 説             明 

Psapi みつもさぴえんす用フォルダです。プログラムやビットマップファイルが登

録されています。 

Mast みつもさぴえんすで使用するマスターデータ（sapimast.mdb）が登録され

ています。 

Data みつもさぴえんすで使用する見積データ（sapifile.mdb）が登録されてい

ます。 

Temp 見積もり計算時の作業用フォルダです。 

 

２                      
入れ替える時は 

オリジナルディスクよりインストールし直してください。その後、今まで使用されていたパソコン内

Dataフォルダ、Mastフォルダ内のファイルを移してください。 

３                      
インストールされると 

Windowsフォルダ（Windows95/98はWindows、Windows2000/NTはWinnt）内に PSAPI.INI とい

うファイルが作成されています。 

４                      
PSAPI.INIについて説明します 

［DIR］  

ProgPath=c:\psapi\prog\ プログラムの参照先 

TempPath=c:\psapi\temp\ 一時ファイルの参照先 

MastPath=c:\psapi\mast\ 見積マスタテーブルの参照先 

DataPath=c:\psapi\data\ 見積データテーブルの参照先 

DbName=SAPIMAST.MDB 見積マスタテーブル名 

DbName2=SAPIFILE.MDB 見積データテーブル名 

Mast_Use=1 見積マスタテーブル接続先（1=ローカル 9=サーバー） 

Data_Use=1 見積データテーブル接続先（1=ローカル 9=サーバー） 

［ODBC］  

DBidSQL=OLIVE ネットワーク版のODBCデータソース名 

USRID=PSAPI ネットワーク版のデータベース用ユーザーID 
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PASWD=PSAPI ネットワーク版のデータベース用パスワード 

DB=Jet-3.5（ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝの場合） 

 

使用するデータベース種類 

  =SQL-SERVERX.X  （SQLサーバー） 

  =Oracle-X.X       （Oracleサーバー） 

  

※ これ以外の記述は特殊な使用環境以外、影響しませんが、削除はしないでください。 
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旧バージョン(Ver4.2)のデータベース上でフォ

ーム見積機能を使いたい 

今回の「みつもさぴえんす」ではビジネスフォームの見積もりを行えるように設計されています。

但し旧バージョン（Ver4.2）のデータベースには、そのために必要なデータがありません。ここで

は、このような場合のためにはどうすればよいのかを説明しています。 

１                      
既存データベースを新バージョンに対応させるためのプログラムが用意され

ています 

Windowsエクスプローラが操作できる場合は、そちらから「みつもさぴえんす」フォルダpsapi内に

ある、formconv.exeを起動してください。そうでない場合は、［スタート］ボタンから［ファイル名を

指定して実行］を選び、「C:\psapi\formconv」と入力しOKをクリックしてください。 

 

しばらくすると、次のような画面が表示されます。 

ここでは、既存のデータベースに対し、表示されているような内容のデータを追加しますが、よろ

しいですか、ということを確認しています。既存データに対しては、存在しないデータのみ追加し

ます。既存データは変更いたしません。 

確認しましたら、［次へ］ボタンで処理を進めます。 
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２                      
実行確認メッセージが表示されます 

［実行］ボタンをクリックしてください。 

再度確認を求められますので、[OK]で続けてください。 

もしもデータ追加中に下図のようなメッセージが表示された場合は［いいえ］で答えてください。

以降は表示されません。 

 

３                      
処理が終了した後は 

［戻る］をクリックし、さらに戻った画面で［終了］をクリックしてください。 

 

以上で移行作業は終了しました。 

４                      
以前お使いのバージョンにより、必要なデータがない場合があります。以下の

点をチェックしてください 

 

（1） 「単価初期設定」の用紙予備情報をクリックして画面を開いてください。「指定された単価種

別「A」の設定データがありません」というメッセージが表示された場合は、続いて表示され

る保守画面で設定情報を確認した後、「登録」してください。次回からはメッセージは表示

されなくなります 

（2） 「端物仕様画面」の工程仕様で、項目名、単価ランクをチェックしてください。選択されてい

ない場合は選択してください。 

（3） 「頁物仕様画面」も同様に、本文、表紙、見返し、付き物をチェックしてください。 

（4） 「営業集計画面」をチェックしてください。今回新設されましたDTP工程がチェックされてい

ない場合はチェックしてください。営業管理費、消費税が該当します。 

（5） 「見積書設計」をチェックしてください。 
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以上の詳細な操作方法は第２章をご参照ください。 

５                      
みつもさぴえんすVer5.0を起動します 

しばらくの間バージョンチェック用の処理が行われます。見積形態を選択する画面が起動したら

見積データベースの新バージョン対応は完了しています。 
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データベースを他のデータベースに作成 

インストールされたプログラムの中には、「みつもさぴえんす」のデータをサーバー等のデータ

ベースに移行するツールが含まれています。以下でその操作手順を説明します。作成先のデ

ータベースは事前にバックアップを取ることをお勧めします。 

なお、以下の変換作業はデータベースそのものに対する操作ですので注意を払う必要が

あります。 

１                      
対象となるプログラムを起動します 

Windowsエクスプローラが操作できる場合は、そちらから「みつもさぴえんす」フォルダpsapi内に

ある、psdbconv.exeを起動してください。そうでない場合は、［スタート］ボタンから［ファイル名を

指定して実行］を選び、「C:\psapi\psdbconv」と入力しOKをクリックしてください。 

２                      
次のような画面が表示されます 

このプログラムは、汎用ツールですので、各種データベース名が表示されています。 

モバイル環境での転送処理 

ここにチェックを付けると、以降の画面でモバイル環境で運用する際に、必要でないいくつかの

制限が掛けられます。 

・転送元にSQLServer→Jet、Oracle→Jetの組み合わせのみ許可されます。 

・テーブル作成時、見積もりデータの作成は許可されません。 

・データ転送処理時、見積もりデータの転送は許可されません。（許可される処理の中でもテー

ブル単位で許可されないものもあります）。 

「Ｃ／Ｓ版みつもさぴえんす」でサーバーにデータベースを準備する場合は、「Ｊｅｔ

→SQLServer」となります。 
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データベース種類 

項目名 説             明 

Jet スタンドアロン環境で使用されるデータベースで、ｍｄｂファイルとして

psapiフォルダのサブフォルダ内に置かれています。バージョンは

Access９７相当（DAO3.5）です。Access2000（DAO4.0）には対応して

いません。（Access2000で直接編集することはできません。） 

SQLServer マイクロソフト社から出されているデータベースソフトです。プリントサピ

エンスでの標準データベースとなります。バージョンは6.5 SP3以上が

対象です。 

Oracle みつもさぴえんすのC/S版ではオラクル社のデータベースにも対応し

ています。バージョンは7.3以上が対象です。 

転送元、転送先の指定 

転送元→先の組み合わせは下記の通りです。 

対象転送元 可能な転送先 

Jet Jet 

SQLServer 

Oracle 

SQLServer Jet 

Oracle Jet 

３                      
ここではJet→SQLServerを例に説明します 

転送元［Jet］→転送先［SQLServer］にし、［次へ］をクリックすると、次の画面が表示されます。 

マスターＤＢ、見積ＤＢの作成元には、現在ｍｄｂファイルが使用されるパスが表示されています。

必要であれば［参照］ボタンでパスを変更することも可能です。 
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４                      
データベースを準備します 

転送先データベース上に、「みつもさぴえんす」で必要とするテーブルを新規作成することがで

きます（SQLServerやOracleデータベースでは、あらかじめユーザーを作成しておく必要がありま

す。「みつもさぴえんす」、「プリントサピエンス」では「PSAPI」というユーザー名で作成して頂くよ

うにしています）。 

テーブルグループ単位または一度にすべてのテーブルを作成、を指定し［OK］ボタンをクリック

します。「基本マスターテーブル作成」を選んだ場合と、「すべてのテーブル作成」を選んだ場合

を説明します。 

５                      
基本マスターテーブルを作成します 

この画面例では各テーブル名の横は「■」が表示されていますが、まだ一度も作成したことがな

いのであれば、「□」で表示されます。すべて作成する場合は、左下のすべてチェックをクリック

します。個別に作成する場合は該当テーブルのみチェックします。ここで既に作成されているテ

ーブルは一度削除され、再作成されます。指定ができたら［開始］ボタンをクリックします。特に確

認を求めないで処理が開始されますので、一部のみ再作成する場合などは、良くご確認くださ

い。終わりましたら［終了］ボタンでこの画面を終了します。 
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６                      
すべてのテーブルを作成します 

［開始］ボタンで作成処理が開始されます。 

７                      
データ転送処理をします 

テーブルが準備できた、またはデータを再度転送し直したい場合にこの処理を行います。 

データ転送処理の場合、テーブル準備時のように一度にすべてのテーブルを対象にすることは

できません。表示された３つのテーブルグループ単位にデータ転送処理を行います。ここでは３

つ各々について説明します。 

８                      
基本マスターデータ転送をします 

転送先データベースのテーブルの左に付いている四角マークで状態が確認できます。画面下
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に状態説明がありますのでご確認ください。個別チェックまたは画面下部のすべてチェックを使

用します。 

［開始］ボタンで処理が開始され、処理が終了しましたら、［終了］で戻ります 

 

９                      
単価マスター/初期設定データ転送をします 

単価種別を複数作成している場合は必要な種別をチェックしてください。 

10                      
基本マスター/単価マスター/初期設定データ転送します 

手順８と９を同時に行うこともできます。「基本マスター～初期設定値データをすべてチェック」を

チェックしてください。 
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11                      
見積ファイルデータの転送処理を選択します 

見積データに限っては、転送先を一度クリアして転送する「上書きモード」と、転送先をクリアしな

いで追加で転送する「追加モード」があります。追加モードは、「みつもさぴえんす」が複数台で、

異なる見積番号形態で作成されている場合にのみ有効な手段となります。転送先に既に同じ見

積番号が存在する場合は転送されません。 

 

以上でデータ転送処理は終了です。 
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「みつもさぴえんす」の原価構造 

単価マスターと営業割増率の関係をご説明します 

１                      
社内標準、外注単価を原単価にする場合 

 

 

 

 

       ＝    ＝  
 

 

 

 

２                      
得意先別に割増率を設定する場合 

 

 

 

 

       ＝    ＝  
 

 

 

 

３                      
得意先の発注単価を原単価にする場合 

営業利益は「0」に設定する。 

 

 

 

            ＝  
 

 

 

得意先別の 

単価マスター

 

社内標準

外注金額

 

単価マスター

見積原価

営業利益 見積金額

 

社内標準

外注金額

 

単価マスター

見積原価

得意先別 見積金額

営業利益

見積原価

見積金額

見積原価 

管理費 

見積原価 

管理費 

見積金額 

管理費 
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原単価と営業割増率と単価の考え方 

「みつもさぴえんす」は単価マスターを単価種別と呼んで２６種類作れます 

１                      
単価マスターと営業割増率を設定します 

 

原単価                      営業割増率（得意先管理費率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原単価×営業割増率（得意先管理費率）＝見積単価 

 

２                      
見積単価に数量をかけて計算します 

数量×（原単価×営業割増率＝見積単価）＝見積金額 

 

３                      
見積金額に営業管理費をかけて計算します 

（数量×（原単価×営業割増率＝見積単価）＝見積金額）＝合計金額 

 

端物の営業割増率

  企画 

  制作 

  製版 

ＤＴＰ 

刷版 

  印刷 

加工 

用紙 

  その他 

用紙単価 

単価種別  

 Ａ 

初期設定 

  企画 

  制作 

  製版 

ＤＴＰ 

刷版 

  印刷 

  加工 

  その他 

頁物の営業割増率 

  企画 

  制作 

  製版 

ＤＴＰ 

刷版 

  印刷 

加工 

用紙 

  その他 

得意先営業割増率 

  企画 

  制作 

  製版 

ＤＴＰ 

刷版 

  印刷 

加工 

用紙 

  その他 

単価種別  

 Ｂ 

初期設定 

  企画 

  制作 

  製版 

ＤＴＰ 

刷版 

  印刷 

  加工 

  その他 

．．．．．． 

～ 
初期設定 

  企画 

  制作 

  製版 

ＤＴＰ 

刷版 

  印刷 

  加工 

  その他 

単価種別 

 Ｚ 

初期設定 

  企画 

  制作 

  製版 

ＤＴＰ 

刷版 

  印刷 

  加工 

  その他 
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社内標準、外注単価を原単価にする場合 

「みつもさぴえんす」の設計思想はこのケースを想定しました。 

１                      
［マスター保守］→［単価設定］で社内基準単価を登録します 

基準単価は積算基準原価を設定します。工場から仕入れる単価、外注から購入する単価等を

基準とします。見積計算時に登録されている単価に対し工程別に設定された割増率で見積提

示単価を計算することができます。 

登録方法は第４章のマスター保守をご参照ください。 

２                      
特別な単価マスターが必要な時は単価コピーで単価種別を作ります 

 

単価コピーのアイコンを用意しています。ＡからＺまでの２６種類の単価種別が作成可能です。 

しかし、社内基準を遵守する思想と、多数の単価種別を作る思想は混乱することになりかねませ

ん。充分な検討が必要です。 

 

単価コピーで複数の単価種別を作

成する場合、工程単位で複数持つ

ことが可能ですので、例えば印刷料

金だけ別の単価種別で管理すると

いうことも可能です。（右図参照） 

 

 

 

３                      
端物、頁物、ﾌｫｰﾑ物仕様画面で営業割増率を設定します 

 

自動計算の初期値を登録します。 

確保したい利益率を登録しておくとそ

の率で計算します。設定は単価種別

ごとに設定することも可能です。 

また得意先マスター保守においては、

得意先ごとに営業割増率を設定する

ことも可能です。得意先ごとに設定し

た場合はそちらが優先されます。 

 
設定により、割増率ではなく利益率を

設定する場合にもこの画面を利用し

ます。 
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４                      
基本仕様画面でも営業割増率の変更ができます 

 

自動計算する時の営業割増初期値を表示

します。確保したい利益率を登録しておくと

その率で計算します。 

一括セットや任意の設定ができます。端数

処理は、単価初期設定の登録に従って行

います。 

 

 

 

設定により、割増率ではなく利益率を設

定する場合にもこの画面を利用します。
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得意先別に割増率を設定する場合 

得意先毎に割増し率を設定し、単価マスターに対して自動的に計算します。 

１                      
［マスター保守］→［単価設定］で社内基準単価を登録します 

工場から購入する、仕入れ値です。外注から直接購入する単価を登録します。 

登録方法は第４章のマスター保守をご参照ください。 

２                      
特別な単価マスターが必要な時は単価コピーで単価種別を作ります 

単価コピーのアイコンを用意しています。 

ＡからＺまでの２６種類の単価種別を作成できます。 

しかし、社内基準を遵守する思想と、多数の単価種別を作る思想は混乱することになりかねませ

ん。充分な検討が必要です。 

３                      
［マスター保守］→［得意先管理費率］で割増し率を登録します 

得意先管理費率で割増しすると端数が発生することがあります。そんな時は、端数処理を登録

します。工程毎に設定します。 

４                      
［マスター保守］→［得意先］でその得意先の単価種別と併用できます 

 

この得意先が選択されると自

動計算する時にはこの単価

種別と管理費率を基に計算

します。 

 

単価種別のリストには初期値

［A］が表示されます。単価種

別コピーで複数作成してある

場合はリスト中に候補が表示

されます。但し得意先ごとに

単価種別を使用する場合は、

全工程の単価をコピーして

おく必要があります。 
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得意先の単価を原単価にする場合 

得意先別単価マスターをＡからＺまでの２６種類の単価種別としてを登録できます。但し、みつ

もさぴえんすの単価テーブルとかけ離れたような得意先指定の積算ルールがある場合は登録

が難しい場合も考えられます。 

１                      
［マスター保守］→［単価初期設定］で得意先別の環境を登録します 

変形時の処理、端数処理、耐刷数、印刷用紙予備率等を登録します。 

２                      
［マスター保守］→［単価設定］で得意先別の単価を登録します 

登録方法は第４章のマスター保守をご参照ください。 

３                      
単価コピーのアイコンを使って単価種別をコピーします 

単価コピーのアイコンを用意しています。 

割増しや、割引きをしながら、新しい単価種別を作成する機能もあります。 

ＡからＺまでの２６種類の単価種別を作成できます。 

４                      
［マスター保守］→［端物、頁物仕様画面］で営業割増率を「0」に設定します 

自動計算する時の初期値を「0」に登録します。 

５                      
［マスター保守］→［得意先］でその得意先の単価種別を登録します 

 

この得意先が選択されると自

動計算する時にはこの単価種

別が使用されます。 
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工程について 

「みつもさぴえんす」は11工程にわけて見積積算を行います。 

［マスター保守］→［見積画面設定/2］の工程設定にある標準工程名を説明します 

 

画面に表示する順番、表示する工程の名称を任意に登録できます。白い箇所が変更可能箇所

です。（ただし「工程機能」は変更できません） 

「一般印刷用」と「フォーム印刷用」で別々に工程名称を付けることが可能です。工程名称がブ

ランクの場合は使用しない工程と見なされます。 

見積書に出力される工程名はこの設定は使用されません。「見積書設計」で設定されている設

定値が使用されます。 

企画工程 

印刷物に広告･宣伝効果を持たせるための企画設計、および出版物の編集設計、デザイン。 

（企画料、原稿料、編集･デザイン料、翻訳、写真撮影料、イラスト料、ラフ・カンプ料、ロゴタイ

プ・マーク作成等） 

最適化シミュレーション（自動計算）はできません。項目の選択、数量の入力は手動です。 

制作工程 

発注者の原稿をレイアウト指定に従って、実際に文字や図版を作成する工程。 

（写植･組版料、版下作成料、紙焼き等） 

初期設定に従って最適化シミュレーション（自動計算）をしますが、難易度は手動選択です。 

製版工程 

刷版（印刷版）に焼き付けるためのフィルムを作る工程。写真製版の総称。 

（プロセスカラー製版、モノクロ製版、線画版、ネガ版、色分解、モノクロ写真網撮影、切抜き、グ

ラデーション、目伸ばし、色校正、青焼き校正等） 

製版料金、色分解、色校正、増し刷りを最適化シミュレーション（自動計算）します。 
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刷版工程 

印刷機に取り付ける刷版を作る工程。製版フィルムを焼付･現像処理して仕上げる。 

（ＰＳ版料、ダイレクト製版シルバー版料、ダイレクト製版ピンク版、面付け料金、増し版料等） 

最適化シミュレーション（自動計算）します。 

印刷工程 

実際に刷版を印刷機に取り付けて、紙などの被印刷物にインクを転写する工程。 

（オフセット平台印刷料、オフセット輪転印刷料、ダイレクト印刷料等） 

最適化シミュレーション（自動計算）します。 

用紙 

印刷する媒体に使う用紙を積算する。 

（枚葉用紙料、輪転用紙料、封筒等） 

最適化シミュレーション（自動計算）します。 

加工工程 

印刷後、断ち、折り、丁合、製本、とじ加工などを経て印刷物を仕上げる最終工程。 

（化粧断ち、折り加工、表面加工、製本、綴じ等） 

最適化シミュレーション（自動計算）します。 

その他 

梱包料、倉庫料、特別運賃等他の工程には当てはまらない作業。 

最適化シミュレーション（自動計算）しません。（但しビジネスフォーム見積り時のダンボール料金

はこの工程に積算します。） 

ＤＴＰ工程 

従来の制作･製版工程をコンピュータで処理する工程。 

（パーツ作成料、メークアップ料、データメンテナンス料、面付料、出力料等） 

初期設定に従って最適化シミュレーション（自動計算）をしますが、難易度は手動選択です。 

「みつもさぴえんす」既存ユーザーを考慮しておりますので、９番目にしていますが、「表示順」

で任意に設定できます。 

組付工程 

今回フォーム見積用に追加された工程。 

フォーム見積時でパーツ設計画面から特殊組付け料が設定された場合、ここに作成されます。 

予備工程 

上記以外の工程を設定したい場合に使用します。８種類用意されています。ただし工程種類は

企画、制作と同じですので、印刷工程や用紙工程のように使用することはできません。 

また最適化シミュレーション（自動計算）では使用されませんが、単価設定はできるので任意に

見積項目を選んで積算することができます。 
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自動計算の主な流れ 

「みつもさぴえんす」は端物/頁物で 適化シミュレーションを行います。 

ここではその主な流れをご説明します。 

１                      
印刷物の仕上りに必要な大きさを決定します 

 

 

入らない場合

頁数が基本折頁の頁に入るか？

頁物の場合 

頁物の場合 

部数入力

仕上判型入力 

基準用紙判型選択

綴じ加工選択 

基本頁折選択 

見積基本仕様画面にて部品名を入力 

部数表示

印刷形式選択 

端物の場合 加工形式選択 

頁数を入力（端物の場合は表示） 

製版判型を表示 

製版頁数に入るか？ 

断ち、ﾗｯﾌﾟ、ﾐｰﾘﾝｸﾞを考慮し必要な大きさを決定

入る頁折に変更 

入らない場合
入る頁数に変更 

枚葉、輪転、ﾀﾞｲﾚｸﾄを選択 



1-30 はじめに 

２                      
用紙判型の候補を決定します 

３                      
上記を繰り返し、可能な面付パターンを計算します。その中から刷版、印刷、

用紙の合計で も安価な面付パターンを計算結果として返します 

 

原紙寸法の短い方-ｸﾜｴ-ｸﾜｴ尻 

有る場合

原紙寸法の長い方-右ｱｷ-左ｱｷ 

無い場合

用紙名入力

色名が有るか、無いか 

入力された用紙でマスターにある用紙判型決定 

Ａ色をｾｯﾄ

基準用紙判型に該当するか？

印刷機種別を見る 

印刷有効寸法を決定する

入る用紙判型があるか？ 

用紙判型候補決定 

Ａ～Ｆ色を選択 

枚葉、輪転、ﾀﾞｲﾚｸﾄは選択済み 

指定色が存在する判型を見る 

ｸﾜｴ、左右、用紙比を見る 

最大用紙寸法を見る 

最小用紙寸法を見る 



                第２章 

見積もる環境を設定する 
 

 

 

 

 

 



担当者を登録する 

担当者名、社員名を登録、管理します。ダイヤルインにも対応します。 

「みつもさぴえんす」の基本操作、検索方法も含めてご説明します。 

 

１                      
［マスター保守］→［担当者］を選択します 

２                      
担当者コード入力します 

担当者コードを６桁以内の数字で指定します。数字を入力して［Enter］キーを押すと先頭にゼロ

を付与し、自動的に６桁にします。 

サンプルデータが登録されていますので、そのコードで修正しても構いませんし削除されても構

いません。 

［検索］ボタンでは次の画面が表示されますので、対象担当者をクリックして［OK］するか対象行

をダブルクリックして選択してください。 
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３                      
必要事項を入力し登録します 

入力項目 

項目名 説             明 

フリガナ １６文字の半角カナでフリガナを入力します。 

担当者名 全角８文字（半角１６文字）まで有効です。 

ダイヤルイン 

FAX番号 

見積書の自社情報は得意先マスタの情報が使用されますが、ここで

電話番号、FAX番号を設定してあればこちらが優先されます。 

メールアドレス e-mailアドレスをお持ちの場合入力します。見積書メール送信時には

送信元アドレスとして使用されます。（見積書には印字されません） 

ボタンの説明 

項目名 説             明 

表示 入力された担当者コードの内容を表示します。 

新規 新しく担当者を登録する場合に使用しますが、担当者コードは自動採

番されます。任意のコードを使用する場合はこのボタンは使用しない

でください。 

元に戻す 呼び出したデータを修正中に、呼び出し時の状態に戻したい場合に

使用します。何も修正されない内は機能しません。 

削除 呼び出したデータを削除することができます。削除確認メッセージを表

示しますので、すぐに削除されることはありません。 

コピー 呼び出したデータを元に新しいコードに複製を作ることができます。表

示される画面で、新しい６桁のコードを入力します。 

移動 呼び出したデータを新しいコードに付替えます。表示される画面で、

新しい６桁のコードを入力します。移動されますので、呼び出したコー

ドは無くなります。 

登録 表示情報を登録します。 

終了 この画面を終了します。入力途中であっても強制的に終了します。 

注意 

PrintSapiens上でお使いの場合、この担当者マスター保守は使用できません。 

PrintSapiensシステムの担当者マスターに依存します。 
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得意先情報を登録する 

見積書を提出する得意先名を登録、修正します。見積時に任意の得意先名の入力もできます

が、将来に有効な見積データベースを作成する為にも得意先マスターの登録をお勧めします。 

１                      
メニューから［得意先］を選択します 

自社情報もこの得意先マスターで管理されます。自社情報は省略時の設定では999999のコー

ドに設定されています。以下で自社情報を登録してみましょう。呼び出すには、［得意先コード］

をクリックします。（コードを直接入力した場合は［表示］をクリックします） 

２                      
検索画面が表示されたら、999999の行を選択します 

 

自社情報は必ずしも999999でなくても構いません。但し他のコードで自社情報を登

録した場合は、見積書設計で自社コードを変更する必要があります。詳しくは、「第

２章 見積もる環境を設定する」-「見積書設計を設定する」を参照してください。 
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３                      
自社の情報を入力します 

自社の社名、電話番号、ＦＡＸ番号、郵便番号、住所等を得意先コード「999999」に登録してく

ださい。ここに登録された内容が見積書を出力したときに印字される自社情報になります。 

４                      
以下の条件に従い、得意先の情報を登録します 

項目名 説             明 

得意先コード ６桁の数字で入力します。先頭ゼロは省略可能です。例えばコードが

123の場合、123と入力後［Enter］キーを押すと自動的に000123と編集

されます。 

フリガナ 半角カナで３０文字までで入力します。得意先検索時の並び順に使

用されます（マスター保守→見積画面設定で設定が必要） 

得意先名 得意先名を全角20文字（半角40文字）×２行までで登録します。２行

で登録された場合、見積書にも２行で印刷されます。（見積書設計画

面で強制１行印字も指定可能です） 

電話番号/ＦＡＸ 得意先の電話番号は見積書には印刷されません。自社情報の場合、

自社電話番号として印刷されます。（担当者マスタが優先されます） 

住所 得意先の住所は見積書には印刷されません。自社情報の場合、自社

住所として印刷されます。全角20文字（半角40文字）×２行までで登

録します。（自社情報の場合見積書設計画面で強制１行印字も指定

可能です） 

先方担当部署名 得意先の先方担当部署が登録されると、見積書の得意先名の後に印

刷します。 

先方担当者名 得意先の担当者名が登録されると、見積書の得意先名の次に印刷さ

れ、「御中」の代わりに「様」を付けて印刷します。 
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メールアドレス メールアドレスは印刷されません。 

営業担当者名 この得意先を担当する営業の名前を登録すると、検索で担当者から

得意先を絞って表示します。 

金額端数処理 金額計算時の端数処理方法を得意先別に設定します。「標準に従う」

の場合、「営業集計画面」の初期設定値に従います。 

税端数処理 消費税額計算時の端数処理を得意先別に設定します。「標準に従う」

の場合、「営業集計画面」の初期設定値に従います。 

課税方法 まとめ見積書の行毎、伝票毎を設定します。「標準に従う」の場合、「営

業集計画面」の初期設定値に従います。 

課税種類 外税、内税、非課税を設定します。（省略時は外税です） 

単価種別 得意先固有の単価種別の初期値を指定します。（省略時はＡ） 

 
ボタンの説明 

項目名 説             明 

表示 入力された得意先コードで内容を表示します。 

新規 新しく得意先を登録する場合に使用しますが、得意先コードは自動採

番されます。任意のコードを使用する場合はこのボタンは使用しない

でください。 

計算方法 得意先毎に単価割増率等を設定できます。得意先別に単価種別を設

定した場合、この画面で単価割増計算時の端数処理方法を個別に設

定することもできます。詳しくは「第１章 はじめに」-「得意先別に割増

率を設定する場合」を参照してください。 

元に戻す 呼び出したデータを修正中に、呼び出し時の状態に戻したい場合に

使用します。何も修正されない内は機能しません。 

削除 呼び出したデータを削除することができます。削除確認メッセージを表

示しますので、すぐに削除されることはありません。 

コピー 呼び出したデータを元に新しいコードに複製を作ることができます。表

示される画面で、新しい６桁のコードを入力します。 

移動 呼び出したデータを新しいコードに付替えます。表示される画面で、

新しい６桁のコードを入力します。移動されますので、呼び出したコー

ドは無くなります。 

登録 表示情報を登録します。 

終了 この画面を終了します。入力途中であっても強制的に終了します。 

 

注意 

PrintSapiens上でお使いの場合、この得意先マスター保守は使用できません。 

PrintSapiensシステムの得意先マスターに依存します。 

 



見積もる画面を設定する 

見積もる環境を設定します。 

１                      
［マスター保守］→［見積画面設定/2］を選択します 

２                      
工程設定のタブで見積もる工程を設定します 

 

「みつもさぴえんす」全体の工程表示名称と表示する順番を指定します。 

項目名 説            明 

見積表示順 １から１１で見積画面上での配置を決定します。見積書の工程出力

順は「見積設計書」の定義に依存します。 

工程コード あらかじめシステムで割り振られている固定の工程コードです。 

標準工程名 あらかじめシステムで割り振られている固定の工程名です。 

一般用表示工程名 端物、頁物で見積もる場合に使用される工程名です。見積書の工程

名は「見積設計書」の定義に依存します。ブランクにするとその工程

は見積対象外となります。 

ﾌｫｰﾑ用表示工程名 フォーム物で見積もる場合に使用される工程名です。 以降、同上。 

集計先費目 見積書の合計項目に、固定費、変動費別集計を表示することができ

ますが、その場合の集計先となります。一般に固定費はプリプレス工

程、変動費はプレス工程となります。 

 

当画面の［起動］タブで、「見積形態に「ビジネスフォーム」は使用しない」にチェックが付けら

れている場合、フォーム用表示工程名の列はグレー表示され変更不可となります。予備工

程は企画、製作工程と同等の工程内容を設定することができます。単価マスターにも、この

予備工程独自の単価を設定することが可能です。 
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３                      
システムタブ（検索条件＆メール機能）を設定します 

マスター検索時の初期表示順 

得意先マスタ、担当者マスタ検索時の表示順を決定します。出荷時はコード順で設定されてい

ます。名称（カナ）順に設定可能です。 

初期表示件数の設定 

得意先、見積書、品名検索時の初期表示件数が設定されています。 

ネットワーク版でご使用の場合、ここで設定する内容をすべてのユーザー共通とするか、このコ

ンピュータだけに適用するか選択するボタンが機能します。 

見積書のメール送信機能 

インターネットに接続可能な環境の場合、作成した見積書を得意先担当者にメール送信するこ

とが可能です。 

項目名 説             明 

SMTPサーバ 社内にSMTPサーバ（メールサーバ）をお持ちの場合はここにＩＰアドレ

スまたはサーバ名を指定します。社内に無く、プロバイダと契約してい

る場合はプロバイダに指定されているアドレス名を指定します。 

SMTPポート指定 通常は指定しないでください。 

省略時の件名 例：ご依頼の見積書です …等 

省略時の送信文 例：見積もり依頼頂きましてありがとうございました。 

  正式な見積書は後程お届け致します。 

  明細書を添付させて頂きましたのでご確認ください。 …等 

※見積明細書はメールにPDFファイルとして添付されます。 

みつもさぴえんすDBの最適化処理 

みつもさぴえんすで使用しているデータベースはMDBファイルですが、使用している内に空き

領域が増加しそれに伴いアクセス速度にも影響が出てきます。これはデータベースを最適化す

ることで回避できます。アプリケーション起動時に一定のサイクルでこの最適化を行います。 
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この設定はネットワーク版では表示されません。 

４                      
起動画面の初期条件を設定します 

見積形態に「ビジネスフォーム」は使用しない 

この項目にチェックを付けておくと、起動直後の見積形態選択画面上からも［ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫｰﾑ］ボタ

ンが消え、それ以降もBF見積機能は使用できなくすることができます。これは従来バージョンと

の機能互換を保つため用意されています。 

端物でも「パッド仕様機能」は使用しない 

この項目にチェックを付けておくと、端物を選択した場合に表示される「パッド仕様機能」を表示

させなくできます。これも従来バージョンとの機能互換を保つため用意されています。 

データベース接続方法（C/S環境で使用時のみ表示） 

この項目にチェックを付けておくと、見積起動時のデータベース接続先選択機能がなくなり、常

にサーバー接続になります。 

※但し、既にクライアントがローカル接続している場合はそのままになります。 
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５                      
［マスター保守］→［見積画面設定/1］を選択します 

６                      
代替明細画面の項目設定します 

代替明細画面の項目設定 

代替明細画面の項目タイプを設定します。選択された項目の下に入力欄が表示されますが、こ

こは表示されている項目タイトル名を変更したい場合に設定します。入力されない場合は表示

されている項目名が省略時の値として使用されます。この設定は見積明細書にも反映されます。 

【明細データセット】項目/内容へ含める内容 

代替明細にデータセットする場合、明細データ単位でのセットが可能となりますが、その場合の

「項目/内容」に含める内容の初期設定をします。 

代替明細とは．．． 

通常に自動面付け計算機能を使用すると、見積明細を積算します。提出する際の見積書

にはフォーマットを変えて印字したい、という場合にこの代替明細機能を使用して積算金

額はそのままに、明細フォーマットを編集することができます。明細単位の他に、工程単

位、見積書単位に自動作成する機能も用意されています。 

 

一式見積画面の設定 

一式見積画面を使用する場合の設定を行います。一式テンプレートに関しては別の章で説明

しています。 

一式見積とは．．． 

端物、頁物等に関わらず自動計算も使用しないで見積書を作成するような場合に使用し

ます。見積もり仕様、数量、単価、金額を入力して見積書を作ることになります。 
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一式見積の画面例 

 

代替明細の画面例 

 

一式見積と代替明細画面はよく似ており、見積書もほぼ同じレイアウトです。異なるのは、代替

明細は自動計算結果の工程明細がある上で使用しますが、一式見積では自動計算をまったく

使用しない点です。 

 

見積もる環境を設定する 2-11 



７                      
見積入力時の省略時用紙検索条件を設定します 

用紙検索時の初期表示順序 

見積時に用紙検索をする場合の初期表示順序を指定します。出荷時は「用紙コード順」になっ

ています。 

用紙検索時の用紙分類の設定 

見積時の入力条件により、最初に表示させたい用紙分類がある場合に設定します。 

枚葉紙の一般用と帳票用の条件区別は、パッド仕様であるかどうかで判断されます。 

巻取紙の一般用とフォーム用の条件区別は見積種別で判断されます。 

色名の選択 

見積時の用紙検索画面で選択された用紙が色名を持つ場合、色名を選択しないと検索画面

から戻れません。常に色名リストの先頭を選択したい場合にはこの設定にチェックをしておくと

色名を選択しなくとも自動で選択されるようになります。 

［連量/米坪］表示の切換え 

最大５つまでの用紙分類を設定できます。設定された用紙分類を持つ用紙を使用して見積もっ

た場合、見積書印刷時の用紙情報で連量の代わりに米坪が使用されます。（＃40のように表現

されます。） 

枚葉紙検索時の葉紙形態の設定 

一般平台印刷の場合は枚葉紙が検索されますが、主に封筒に刷り込みを行う見積もりが多い

場合は、ここを封筒に設定しておくと用紙検索時の省略時が封筒になります。 
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８                      
端物/頁物見積時での基本仕様画面初期条件を設定します 

加工形式の初期表示 

通常見積基本仕様画面で、加工形式を選択するとクワエ、断ち寸法等の調整寸法を計算しま

す。しかし刷り込みをする時など、特に加工がないので調整寸法を必要としない場合でも、この

調整寸法のせいで面付計算できない場合があります。基本使用画面上でクワエ調整なしにす

れば問題ないのですが、そこで変更しなくとも加工形式に加工なしが選択された場合は、「クワ

エ調整なし」に自動で切換えることができます。 

部品名の自動登録 

見積基本仕様画面に「部品」指定欄がありますが、この部品を手入力した場合に部品マスター

に存在しない部品名をマスターへの自動追加を許可するかどうかを指定します。 

色数スピンボタンの動作 

見積基本仕様画面の色数を変更する場合にスピンボタンが使用できますが、その動作を制御

します。これは従来バージョンでは通常の動作の逆であったために用意されました。 

（デジタル製版選択時の）制作／製版の見積方法 

みつもさぴえんすは当初のバージョンではDTP工程を持っていなかった関係上、DTPで必要と

される作業項目を制作工程に登録してありました。前バージョン（Veｒ4.2）よりDTP工程が新設さ

れましたが、従来の制作工程にはそのままDTP作業項目を残しています。 

DTP工程のDTP単価項目を使用して積算する場合は、基本的に制作、製版工程を使用しませ

ん。制作/製版単価項目を使用して積算する場合は、逆にDTP工程のDTP単価項目は使用さ

れません。 

デジタル製版であっても従来通りの制作/製版工程で積算したい場合は、「制作/製版単価で

見積もる方法」を選択し、DTP単価項目で積算したい場合は、「DTP単価で見積もる方法」を選

択してください。 

DTP単価を使用して積算する場合、どのように積算するのかは、第３章の基本仕様入力画面の

説明を参照してください。 
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ＤＴＰ明細タブの使用 

ＤＴＰ単価で見積もると設定した場合、「使用する」に固定されますが、制作/製版単価で見積も

るとした場合、見積もり画面でDTP明細タブを表示させるかどうかを設定できます。ここで「使用

しない」とするとDTP明細タブは表示されなくなります。使用するにすれば、制作/製版単価でみ

つもる場合でもDTP明細タブは表示され、DTP明細も入力できるようになります。 

初期使用の設定［パーツ作成項目①～③］ 

ＤＴＰ単価で見積もると設定した場合、標準で見積もるパーツ作成項目が選択できるようになり

ます。その時の初期表示項目を設定します。最大３つまで設定できます。 

初期使用の設定［出力項目］（一般印刷/Ｃ．Ｔ．Ｐｌａｔｅ/Ｃ．Ｔ．Ｐｒｅｓｓ） 

ＤＴＰ単価で見積もると設定した場合、出力項目が選択できるようになります。その時の初期表

示項目を設定します。最大２項目まで指定可能です。見積基本仕様画面では１項目の選択の

みですが、「ＤＴＰ項目」ボタンで表示される「ＤＴＰ見積項目の指定」画面で２項目選択可能に

なります。この設定は製版形式がデジタル製版、C.T.Plate、C.T.Pressの場合でそれぞれ設定

することが可能です。 

DTP積算時の計算オプション 

 DTPﾒｲｸｱｯﾌﾟ料項目を見積項目から外す 

メイクアップ料（文字情報と画像情報を編集する作業）を見積もらない場合に指定します。 

 DTPﾒｲｸｱｯﾌﾟ料積算時、ﾎﾟｲﾝﾄ加算方式を使用しない 

メイクアップ料の積算方法は「基本料＋加算料×ポイント数」で積算することもできますが、

難易度と点数（頁数）で積算することもできます。その場合に設定します。 

 DTP仕様画面での色校正出力チェックは使用せず、「色数別見積条件」の校正条件を～ 

アナログ製版で色数により校正料を積算するかどうかの条件設定を利用して、DTPにおい

ても色校正料を積算する場合に設定します。 

 DTP面付け料を、端物であっても見積項目に含める 

DTP面付け料は基本的に頁物積算時に対象としますが、端物積算時にも使用する場合に

設定します。 

 DTP面付け料を見積項目から外す 

面付け料をまったく積算しない場合に設定します。 

 DTPパーツ作成料以外で、表裏色数が異なる場合でも表裏を区別しないで計算する 

パーツ作成料は表裏色数が異なる場合、表用裏用に２明細作成しますが、区別しないで１

明細で作成する場合に設定します。 

 



９                      
BF見積時での基本仕様画面初期条件を設定します 

仕様画面初期設定 

BF仕様画面の初期表示項目の設定を行います。（なお「起動画面」タブで「見積形態に「ビジ

ネスフォーム」は使用しない」がチェックされてる場合、このタブ画面は入力禁止となります。） 

項目名 説             明 

印刷形式 単価メニュー「印刷」-「フォーム」-「印刷料」の内容を表示しています。

この中から設定します。 

丁合形式 単価メニュー「加工」-「フォーム加工」-「丁合加工」の内容を表示して

います。この中から設定します。 

丁合予備 フォーム印刷機マスターの内容を表示しています。この中から設定し

ます。丁合形式を最大２つ同時に設定する必要がある場合の初期値

となります。 

印刷機 フォーム印刷機マスターの内容を表示しています。この中から設定し

ます。 

工程詳細設定 

 ［用紙明細］同一用紙であってもパーツ別に作成 

例えば４パーツ物を積算する場合、２と３パーツ目の用紙は同じ用紙を使用するような場、こ

こがチェックされていないと２パーツ目と３パーツ目の用紙が合算されて積算されます。 

 ［ｿﾉ他明細］基本仕様のダンボールサイズを備考にセット 

ダンボール積算時にはその他工程に明細を作成しますが、その時のダンボールサイズを備

考欄にセットするかどうかの設定です。 

制作／製版の見積もり方法 

BFではDTP単価テーブルは使用できません。制作／製版単価テーブルのみの使用となります。 

制作項目の初期設定（基本的な見積もり項目の設定） 

BF仕様画面では全パーツ分の見積設計を１度に行う関係上、制作項目も１度に行えるように複
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数項目設定できるようになっています。ここでは標準的に見積もる制作項目を最大５つまで設

定できます。［設定１～５］ボタンをクリックすると、その横に設定項目を表示します。 

10                      
見積タイトル画面の初期条件を設定します 

得意先・担当者の入力方法 

「みつもさぴえんす」内で得意先、担当者を入力する時、それぞれのマスターから必ず検索して

入力するか、マスターに登録されていなくても得意先名、担当者名が入力できるかを設定しま

す。新規見積の場合、まだマスターに登録できるかどうか分からない場合が想定されるなら、

「名称入力可」をチェックしておいてください。 

単価種別の初期使用 

単価種別を複数作成している場合、初期使用したい単価種別を設定することができます。見積

形態ごとに設定可能です。データベースがサーバーにある場合、［クライアント固有のデフォル

トの使用の許可］をチェックすると、そのコンピュータ固有の設定として使用するこができます。 

品名検索初期条件 

品名マスター検索時の動作を設定します。 

項目名 説             明 

初期検索条件 検索時の初期条件として得意先が指定された場合、その得意先で登

録されている品名のみ表示するかどうかを設定します。 

検索結果の設定 品名マスターには用紙銘柄も登録できます。設定されている場合その

用紙を最初の部品で使用する用紙としてセットすることができます。 

品名マスターの拡

張使用 

チェックすると品名マスター保守画面に売価設定が可能になります。

売価設定に付いては「第４章マスター保守－品名マスター」の項を参

照してください。 

得意先検索初期設定 

項目名 説             明 

担当者を検索条件 得意先検索時の初期条件として担当者が指定された場合、その担当
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に含める 者のみ表示するかどうかを設定します。 

得意先担当者を見

積担当者にセット 

選択された得意先の担当者を見積担当者コードにセットします。 

その他の設定 

項目名 説             明 

見積有効期限 見積日からの日数を計算し、有効期限をセットすることができます。出

荷時の設定は30日に設定されています。 

基本画面の数量

単位 

起動画面の数量単位名となります。出荷時設定は「部」で設定されて

います。 

帳票積算時の数

量単位 

「パーツ」「セット」「冊」の初期値がセットされますが、変更することがで

きます。 

基本画面の金額、

単価欄の表示 

見積基本画面右上に表示される金額、単価欄を課税前、課税後のど

ちらを表示させるかを指定します。 

単価種別グループの初期使用 

この設定は、単価種別グループが登録された場合に限り設定可能になります。 

見積形態ごとに初期使用したい単価種別グループを設定します。 

単価種別グループに付いては、この章の「単価種別グループを設定する」を参照してください。 

 

複数単価種別の特別使用 

この設定をチェックすると、見積原単価と見積単価を別々の単価種別からそれぞれセットするこ

とが可能になります。標準の機能では、見積原単価を単価マスターからセットしその単価に一

定の営業割増率を掛けて見積単価を計算しますが、率ではなく決められた原単価と見積単価

で積算したい場合には向きません。このような場合にこの機能を使用することをお勧めします。 

 

「単価マスターから取得された原単価欄は入力をロックする」をチェックしておけば、社内標準

価格である原単価を保護することも可能です。なお、この設定は複数単価種別の特別使用とは

関係なく機能します。 
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11                      
付加加工項目の計算方法と印刷詳細画面の計算条件を設定します 

付加加工計算設定 

付加加工グループには７種類が用意されており、それぞれ計算時のルールが設定されていま

す。ここでは「穴アケ」種類に関してのみ設定を変更することが可能です。それ以外は説明のみ

となっています。 

「単価モード」の説明が画面下半分に記述してありますが、この設定は加工単価マスター内で

設定されています。単価マスター上では「単価連動」表現されています。数量ランクの数量が何

に該当するかを決定します。 

印刷詳細 

 通し数を入力し直した場合、単価マスターから再セットする 

チェックされている場合、見積入力の印刷詳細画面で通し数を変更時、単価マスターから単

価を取得し直します。 

 印刷判型の後に割増項目名を含める 

チェックされている場合、例えば特色割増印刷明細の印刷判型名の後に「/金」等の特色名が

付けられます。 

 割増インキ設定で、表裏が同じ割増率なら１明細で計算する 

特色設定で表と裏に対し同じ割増率（割増項目）が指定された場合、１明細で作成します。この

項目がチェックされない場合は、同じ割増率であっても表と裏で２明細作成されます。 

加工詳細 

 数量を入力し直した場合、単価マスターから再セットする 

チェックされている場合、見積入力の加工詳細画面で数量を変更時、単価マスターから単価

を取得し直します。 

 加工サイズが規格外の場合、備考にサイズをセットする 

チェックされている場合、加工サイズが「規格外」が選択された場合、サイズを備考にセットし

ます。 
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 製本加工、とじ料の部品名を最初の本文部品名とする 

この項目がチェックされていない場合、とじ料の部品名は「とじ料」となります。この設定は主

にPrintSapiens上で使用する場合、基本仕様で使用されている部品名と異なる場合は「その

他部品」となってしまうため、この設定が設けられています。 

工程詳細備考欄の特殊使用 

 仕様項目の単価ランク区分が難易度ランクの場合備考にセット 

チェックされている場合、工程別詳細画面で選択された難易度ランク名を備考にセットします。 

詳細画面全般 

 仕入先入力を行う（PrintSapiensのみ） 

PrintSapiens上で使用する場合、工程詳細画面にて仕入先を指定することができます。 

 単価項目に難易度ランク名称を付加する（24バイト以内） 

チェックされている場合、工程別詳細画面で選択された難易度ランク名を項目名の後ろに付

け加えます。 

 営業割増率ではなく利益率で単価計算する 

チェックされている場合、営業原価に割増率を掛けて単価を算出する方式ではなく、利益率

から単価を算出する方式を取ることができます。 

 （例） 

［割増率計算］ 原価1000円、割増率10％ 

 1000円×1.1＝1100円 

［利益率計算］ 原価1000円、利益率10％ 

  1000円÷0.9＝1111.1111円 

手動追加時の表裏区分の初期値 

プリプレス工程の詳細画面に表裏区分がありますが、手動で明細追加する場合、何を初期

値にするかを設定します。 

 



平台印刷機を設定する 

見積を「する」にした印刷機について自動計算による面付けシミュレーションを実行します。見

積計算する平台印刷機の寸法等を登録します。 

１                      
［マスター保守］→［平台印刷機］を選択します 

２                      
見積［する/しない］を選択します 

見積対象とする、しないを指定します。社内でその印刷機械がないということでチェックを外すと、

社内ではできないが外注に依頼するような見積もりを作ることができなくなります。内作または外

作で見積もるケースが発生しそうな印刷機種別名のチェックは付けておくことをお勧めします。 

３                      
登録データを修正するには 

直接入力できるセルは白いセルです。変更しようとするセルの値が上のセルと同じ時は、［上項

コピー］をクリックしてください。値が複写されます。 

４                      
マウスでスプレッド（表）の編集をするには 

メニューバーの編集やオプションで行の編集ができます。このような表形式で編集メニューがあ

るものは、同様の操作が行えます。 

マウスの右クリックでも編集メニューが表示されます。 

＜編集メニュー＞ 
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メニュー項目 説             明 

切り取り マウスで複数カラム選択、または行単位の選択をした場合に使用可能

となります。切り取った部分は空白になりクリップボードにコピーされま

す。次にフォーカスの置かれた場所に貼り付けられます。 

コピー 切り取りと同様の選択方法で選択すると使用可能となります。切り取り

はその領域が空白になりますが、コピーではそのまま残ります。 

貼り付け 切り取りまたはコピーでクリップボードにコピーされた場合に使用可能

になります。フォーカスのある場所に貼りつけます。 

行挿入 行レベルで選択されている場合に使用可能になります。現在選択され

ている行以降が１行下に移動され空白行が挿入されます。 

行削除 フォーカスのある行が削除されます。この削除のみ1度確認メッセージ

が表示されます。 

 

＜オプションメニュー＞ 

メニュー項目 説             明 

縦方向ｶｰｿﾙ移動 起動時のEnterによるカラム移動は、横方向です。縦に移動させたい

場合に選択します。 

横方向ｶｰｿﾙ移動 縦方向移動を横方向移動にします。 

印刷機名称変更 起動時の印刷機名称は、グレー表示で変更できません。変更したい

場合に選択します。グレー表示は白に変わり、変更可能になります。

入力最大文字数は全角８文字までです。 

印刷機の追加許

可 

起動時は現在登録されている印刷機のみ表示されており、それ以上

の印刷機が追加できないようになっています。これを選択すると、最大

３０件まで拡張されます。 
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項目の説明 

項    目 説             明 

印刷機種別名 オプションメニューの説明通り 

見積 見積もる可能性のある印刷機にチェックを付けます。 

   <注意点> 

「四六全」の見積りを「しない」と設定した場合 

  ⇒「Ｂ全」以下で見積り自動計算を実行します。 

但し次のようなケースの場合は、見積り不可となりますので注意し

てください。 

端物見積り時点で、仕上判型を四六全判でなければ入らない寸法

を指定したとき。 

頁物見積り時点で、頁付された寸法が四六全判でなければ入らな

いとき。 

上記の場合、見積り計算時に『用紙判型に入りません』とメッセー

ジされます。 

※確実に見積りしない印刷機のみ「しない」と設定します。 

最大用紙寸法 

（縦/横） 

該当する印刷機に通すことが可能な最大の用紙寸法です。 

左の寸法は、印刷機の縦寸法（胴周）を示します。 

右の寸法は、印刷機の横寸法（幅）を示します。 

 

最小用紙寸法 

（縦/横） 

該当する印刷機に通すことが可能な最小の用紙寸法です。 

   <注意点> 

最大用紙寸法は、見積り時点の紙質入力欄で、「特抄紙」を指定し

た時のみ寸法をチェックし、最も近い印刷機で見積り計算します。

従って、通常の用紙で見積もるときには寸法の影響は受けませ

ん。最小用紙寸法は、参考数値です（自動計算とは無関係です)。 

クワエ・紙尻・右・

左 

該当印刷機に対する各寸法の初期設定値です。 

   <注意点> 

・クワエとは、用紙を印刷機に通す際に搬送上印刷できない余白

の部分を指します。 

・クワエは、例外を除いて15㎜以下で設定してください（通常8～12

㎜)。 

＊自動計算では、用紙原紙寸法から、クワエ・紙尻・右・左の空白

寸法を除いた印刷有効面積で面取計算を実行しますので、各寸法

を大きな数値にすると面取有効率が著しく低くなる場合があります

（見積り時点で寸法の変更ができます)。 

文字物印刷が主体の時は、クワエ・紙尻・右・左寸法を「０」に設定

します。 

クワエは、横通し機（横差し機）として計算されます（縦通し機（縦差

し機）の場合は、右・左寸法を調整してください)。１、２、４色機等を



別々に寸法を別々に寸法登録することはできません（いずれかに

統一して設定して頂く必要があります)。 

項目CD/ 

仕様項目名 

 

仕様項目マスターの印刷項目を割当てます。この割当てがないと、見

積もり時、印刷見積項目を見つけることができなくなります。項目CDは

ボタンになっており、印刷仕様項目を検索することができます。 

 

 

 
印刷機と用紙と印刷寸法の関係 

 

クワエ

右アキ左アキ

紙尻 

短辺（天地）

長辺（左右）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天地＝用紙寸法の短辺＋印刷寸法の短辺寸法＋クワエ＋紙尻 

左右＝用紙寸法の長辺＋印刷寸法の長辺寸法＋右アキ＋左アキ 
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輪転印刷機を設定する 

平台印刷機と同様に輪転印刷機の設定も行います。自動計算を実行させる輪転印刷機の寸

法等を登録します。操作方法は平台印刷機の設定と同じです。 

１                      
［マスター保守］→［輪転印刷機］を選択します 

２                      
登録データを修正するには 

編集方法は基本的に前項の「平台印刷機」と同じです。そちらを参照してください。 

 

 
項目の説明 

項    目 説             明 

印刷機種別名 オプションメニューの説明通り 

見積 見積もる可能性のある印刷機にチェックを付けます。 

   <注意点> 

「Ｂ１／Ｔ」及び「Ｂ１／Ｙ」の見積りを「しない」と設定した場合 

  ⇒「Ｂ２」以下で見積り自動計算を実行します。 

但し次のような場合は、見積り不可となりますので注意してくださ

い。 

端物見積り時点で、仕上判型を「Ｂ１」でなければ入らない寸法を

指定したとき。 

頁物見積り時点で、頁付された寸法が「Ｂ１」でなければ入らないと

き。 

上記の場合、見積り計算時に『用紙判型に入りません』とメッセー

ジされます。 

※確実に見積りしない印刷機のみ「しない」と設定します。 
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最大幅 該当する輪転印刷機に通すことが可能な最大の用紙寸法です。 

最小幅 該当する輪転印刷機に通すことが可能な最小の用紙寸法です。 

胴周 該当する輪転機の胴周です。 

   <注意点> 

最大幅と胴周は、見積り時点の紙質入力欄で、「特抄紙」を指定し

た時のみ寸法をチェックし、最も近い印刷機で見積り計算します。

従って、通常の用紙で見積もるときには寸法の影響は受けませ

ん。最小幅寸法は、参考数値です（自動計算とは無関係です)。 

クワエ・紙尻・右・

左 

該当印刷機に対する各寸法の初期設定値です。 

折幅・折縦 折出し範囲の初期設定値です。 

   <注意点> 

輪転印刷機で折出し印刷する際に、面付数が多いと折出し加工が

不可能な場合が発生します。折出し範囲を超えると、見積り時点で

「折り出し不可能な判型があります」とメッセージが表示されます。 

★見積り時点で「折り出し不可能な判型があります」とメッセージが表

示された場合次の内から選択します。 

(1) メッセージを無視する。 

(2) 見積り仕様画面の折形式を「シート出し」に変更して再計算する。 

※ シート出しに変更すると、印刷代が割増になります。（印刷機の初

期設定参照） 

項目CD/ 

仕様項目名 

 

仕様項目マスターの印刷項目を割当てます。この割当てがないと、見

積もり時、印刷見積項目を見つけることができなくなります。項目CDは

ボタンになっており、印刷仕様項目を検索することができます。 

 



フォーム印刷機を設定する 

フォーム印刷機は今バージョンより新設されました。見積形態がBFの場合に使用されるマスタ

ーとなります。 

１                      
［マスター保守］→［フォーム印刷機］を選択します 

２                      
登録データを呼び出すには 

コードの右にある［検索］ボタンをクリックして検索画面から呼出したい印刷機を選択します。検

索画面を使用しない場合は、コード欄に直接印刷機コードを入力し、［Enter］キーを押してくだ

さい。コードは２桁までの数値のみです。編集方法は基本的に前項の「平台印刷機」と同じです。

そちらを参照してください。 

 
項目の説明 

項    目 説             明 

コード ２桁の数値となります。 

機械名称 全角10文字までで印刷機名称を入力します。 

機械機種別 表示リストから選択します。（内容は、名称テーブルの「FMINST フォ

ーム印刷機種別」に登録されています。但し現バージョンでは平圧、
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凸輪、ｵﾌ輪の３種類のみサポートしていますので、ここで追加、削除

はしないでください。名称変更は構いません。） 

用紙幅範囲 印刷機に掛けられる用紙幅の範囲をインチで指定します。この内容に

より、見積もり時の面付チェックを行います。 

折寸法範囲 印刷機に掛けられる送り方向（胴周）の版サイズの範囲をインチで指

定します。この内容により、見積もり時の面付チェックを行います。 

胴周 平台/輪転印刷機と項目を合わせる為にあります。現バージョンでは

使用されません。 

クワエ 同上 

左アキ 同上 

右アキ 同上 

刷色数／表 印刷機で使用可能な刷り色数ですが、現バージョンでは使用していま

せん。 

最低必要予備 印刷開始時にローディングに必要な用紙長をメートルで指定します。

見積もり計算時の用紙予備数に計算されます。 

仕様項目 仕様項目マスターの印刷項目を割当てます。この割当てがないと見積

もり時、印刷見積項目を見つけることができません。 

 

 
機能ボタンの説明 

機能ボタン 説             明 

検索 登録データを一覧表示し、呼出します。 

新規 新規登録用に画面をクリアします。コードには「新規（自動採番）」と表

示されます。登録時、現在登録されているコードの最も大きい値＋1の

値で自動採番し登録されます。 

元に戻す 登録データを呼出した直後、登録直後は機能しません。何か修正され

た時点で機能するようになります。クリックすると変更前のデータに戻し

ます。 

削除 呼出したデータを削除する場合に使用します。 

コピー 呼出したデータを元に別のコードで作成することができます。クリック

すると複写先コードを指定する画面が表示されます。コピー後はその

コードが表示されます。 

移動 呼出したデータを元に別のコードに置きかえることができます。クリック

すると移動先コードを指定する画面が表示されます。移動後はそのコ

ードが表示されます。 

登録 表示されている内容を登録します。 



枚葉紙の用紙判型を設定する 

ここで登録する用紙判型データは、用紙マスターを作成したり、見積面付け計算を行う際の基

礎となる重要なデータです。提供しているデータには、用紙判型の各データが登録されていま

す。登録済みのデータを訂正したり、新たに用紙判型を追加する場合には以下の手順で行っ

てください。（※フォーム印刷用のものはありません。） 

１                      
［マスター保守］→［枚葉紙用紙判型］を選択します 

２                      
データを修正するには 

 

画面が表示されたときは１行目のセルにフォーカスがあります。バックが白のセルは直接入力

（チェックセルは除外）可能です。変更しようとするセルの値が上のセルと同じ時は、［上項コピ

ー］ボタンで複写することができます。 
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項目の説明 

区 

購入用紙判型の登録コードで、２桁の数値となります。直接入力も許可されていますが、購入

用紙判型の検索呼出しでセットすることをお勧めします。 

購入判型名 

全角８文字（半角１６文字）までで購入時の用紙判型名を指定します。入力セルをクリックし、

［検索］ボタンをクリックすると、検索画面が表示されますので、そちらから設定してください。 

 

 

 

※この一覧の中にない場合は？ 

この一覧は名称マスターに登録されています。

そちらに登録しておくことができます。登録方

法は、「第４章マスター保守 名称マスター」を

参照してください。 

識別ID：HANMIP 判型名称・平台 

断裁判型名 

購入時の用紙判型に対し、断裁パターンをすべて登録します。全判サイズなら半裁、四裁、八

裁というサイズを登録します。ここも購入判型名と同様に、検索機能が使用できます。 

 

 

 

※この一覧の中にない場合は？ 

購入判型名の場合と同様に名称マスターに

登録しておくことができます。 

識別ID：HIRASYU 印刷種別・平台 

 

原寸（縦/横） 

用紙の原紙寸法です。原紙寸法の縦、横寸法は次のルールで登録されています。 

・全判の場合 ⇒ 縦＞横（縦寸法の方が横寸法より長い） 

・半裁の場合 ⇒ 縦＜横（縦寸法は全判の1/2、横寸法は全判と同寸法） 

・ 1/4の場合 ⇒ 縦＞横（縦寸法は全判の1/2、横寸法は全判の1/2） 

・ 1/8の場合 ⇒ 縦＜横（縦寸法は全判の1/4、横寸法は全判の1/2） 

注意 

縦と横寸法は流れ目の計算と連動します。上記ルールを遵守してください。 
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印刷機種別 

該当する用紙断裁判型をどの印刷機で印刷するかを設定します。印刷機種別はボタンですの

で、クリックすると検索画面が表示されます。この内容は印刷機マスターの内容を表示していま

す。 

 注意 

「印刷機の設定」で見積りを「する」と設定した印刷機の中から選択するようにしてくださ

い。もし「しない」と設定した印刷機を選択したときは、自動計算時の計算対象から除外さ

れます。 

項目CD 

印刷機種別を選択すると、自動的にセットされます。 

全判用紙比 

購入用紙の断裁前サイズを1.00000とし、照会画面の値を設定します。検索は設定したい全判

用紙比にフォーカスを移動し、［検索］ボタンで検索できます。 

用意されている断裁数は以下の通り 

断裁数 用紙比 

0 1.00000 

2 0.50000 

3 0.33334 

4 0.25000 

6 0.16667 

8 0.12500 

9 0.11112 

10 0.10000 

16 0.06250 

20 0.05000 

32 0.03125 

用紙比率は、用紙枚数を計算させる際に、「全判で何枚必要か」を求めるために使用します。 

したがって半裁サイズで供給される用紙があった場合は用紙判型が半裁でも用紙比は1.0000 

と入力します。 

重量比 

現バージョンでは使用していませんが、1.00000を設定しておいてください。 

仕上断ち・クワエの有・無 

現バージョンでは使用していません。 
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３                      
用紙判型を追加登録するには 

カーソルを画面の一番下に移すと、表がスクロールして空きスペースが表示されますので、前

項目で説明した要領で新たな用紙判型を登録してください。最大で２００件まで登録可能です。 

注意 

この用紙判型と断裁判型に基づき、面付計算が行われます。変更は内容をよくご

理解の上、行って頂きますようお願い致します。 

 



輪転用紙の用紙判型を設定する 

ここで登録する用紙判型データは、用紙マスターを作成したり見積自動計算を実行させる際の

基礎となる重要なデータです。提供しましたファイルには、用紙判型の各データが登録されて

います。登録済みのデータを訂正したり、新たに用紙判型を追加する場合には以下の手順で

行ってください。 

１                      
［マスター保守］→［輪転紙用紙判型の設定］を選択します 

２                      
データを修正するには 

枚葉紙と同様、バックが白のセルは直接入力可能です。変更しようとするセルの値が上のセル

と同じ時は、［上項コピー］ボタンで複写することができます。 

 
項目の説明 

区 

購入用紙判型の登録コードで、２桁の数値となります。直接入力も許可されていますが、購入

用紙判型の検索呼出しでセットしてください。 

購入判型名 

全角８文字（半角１６文字）までで購入時の用紙判型名を指定します。入力セルをクリックし、

［検索］ボタンをクリックすると、検索画面が表示されますので、そちらから設定してください。 

 

※この一覧の中にない場合は？ 

この一覧は名称マスターに登録されています。

そちらに登録しておくことができます。登録方

法は、「第４章マスター保守 名称マスター」を

参照してください。 
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識別ID：HANMRT 判型名称・輪転 

断裁判型名 

購入時の用紙判型に対し、断裁パターンをすべて登録します。全判サイズなら半裁、四裁、八

裁というサイズを登録します。ここも購入判型名と同様に、検索機能が使用できます。 

 

 

 

※この一覧の中にない場合は？ 

購入判型名の場合と同様に名称マスターに登録しておきます。 

識別ID：RINSYU 印刷機種別・輪転 

 

流れ目 

各用紙判型に対する用紙の流れ目の関係を示しています。縦目＝T、横目＝Yを指定します。 

原寸（縦/横） 

用紙の原紙寸法です。原紙寸法の縦、横寸法は次のルールで登録されています。 

・全判の場合 ⇒ 長さ＞幅（長さ寸法の方が幅寸法より長い） 

・半裁の場合 ⇒ 長さ＜幅（長さ寸法は全判の1/2、幅寸法は全判と同寸法） 

注意 

縦と横寸法は流れ目の計算と連動します。上記ルールを遵守してください。 

印刷機種別 

該当する用紙断裁判型をどの印刷機で印刷するかを設定します。印刷機種別はボタンですの

で、クリックすると検索画面が表示されます。この内容は印刷機マスターの内容を表示していま

す。 

注意 

「印刷機の設定」で見積りを「する」と設定した印刷機の中から選択するようにしてく

ださい。もし「しない」と設定した印刷機を選択したときは、自動計算時の計算対象

から除外されます。 

項目CD 

印刷機種別を選択すると、自動的にセットされます。 
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全判用紙比 

購入用紙の断裁前サイズを1.00000とし、照会画面の値を設定します。検索は設定したい全判

用紙比にフォーカスを移動し、［検索］ボタンで検索できます。 

用意されている断裁数は以下の通り 

断裁数 用紙比 

0 1.00000 

2 0.50000 

3 0.33334 

4 0.25000 

6 0.16667 

8 0.12500 

9 0.11112 

10 0.10000 

16 0.06250 

20 0.05000 

32 0.03125 

用紙比率は、用紙枚数を計算させる際に、「全判で何枚必要か」を求めるために使用します。 

したがって半裁サイズで供給される用紙があった場合は用紙判型が半裁でも用紙比は1.0000 

と入力します。 

重量比 

現バージョンでは使用していませんが、1.00000を設定しておいてください。 

３                      
用紙判型を追加登録するには 

カーソルを画面の一番下に移すと、表がスクロールして空きスペースが表示されますので、前

項目で説明した要領で新たな用紙判型を登録してください。最大で２００件まで登録可能です。 

注意 

この用紙判型と断裁判型に基づき、面付計算が行われます。変更は内容をよくご

理解の上、行って頂きますようお願い致します。 
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封筒用紙の用紙判型を設定する 

枚葉紙用紙判型とほぼ同様ですが、ここでは封筒の刷り込み印刷の場合に使用するものです

ので、封筒の製袋用多面印刷などは、一般の枚葉紙で見積もる必要があります。 

１                      
［マスター保守］→［封筒用紙判型の設定］を選択します 

２                      
データを修正するには 

枚葉紙、輪転紙と同様、バックが白のセルは直接入力可能です。変更しようとするセルの値が

上のセルと同じ時は、［上項コピー］ボタンで複写することができます。 

 
項目の説明 

区 

判型の登録コードで、２桁の数値となります。枚葉紙、輪転紙のように、検索画面からセットする

ことはできません。これは、判型名称が、名称テーブルを使用せず仕上判型マスターを使用し

ているためです。表示順に使用していますが、重複しても構いません。設定がなくてもエラーに

はなりません。 

判型名称 

全角８文字（半角１６文字）までで仕上判型名を指定します。入力セルをクリックし、［検索］ボタ

ンをクリックすると、検索画面が表示されますので、そちらから設定してください。 

 

※この一覧の中にない場合は？ 

この一覧は仕上判型マスターに登録されてい

ます。そちらに登録しておくことができます。

登録方法は、この章と同じ「仕上判型を設定

する」を参照してください。 
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原寸（縦/横） 

封筒の仕上寸法です。 

印刷機種別 

該当する封筒サイズをどの印刷機で印刷するかを設定します。印刷機種別はボタンですので、

クリックすると検索画面が表示されます。この内容は印刷機マスターの内容を表示しています。 

注意 

「印刷機の設定」で見積りを「する」と設定した印刷機の中から選択するようにしてく

ださい。もし「しない」と設定した印刷機を選択したときは、自動計算時の計算対象

から除外されます。 

項目CD 

印刷機種別を選択すると、自動的にセットされます。 

３                      
用紙判型を追加登録するには 

カーソルを画面の一番下に移すと、表がスクロールして空きスペースが表示されますので、前

項目で説明した要領で新たな用紙判型を登録してください。最大で２００件まで登録可能です。 

注意 

封筒刷り込み印刷ですので、常に１面付けの計算になります。 
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色数別見積条件を設定する 

色数別見積条件とは、前バージョンまで「基本見積条件」と表現していたもので、見積り操作時

に製版、刷版の見積もり項目を色数等の入力条件から自動的に作成するための計算条件を

設定しておくためのものです。 

１                      
［マスター保守］→［色数別見積条件］を選択します 

それぞれのタブを切り替えて指定します。 

２                      
製版形式のタブを選択（初期表示状態）します 

見積仕様の色数を入力した時点で、製版形式をどの版形式で計算させるかを設定しておきま

す。１～５のそれぞれの色数の場合、どの製版形式で作成するかを設定します。 

普通色と特色で別々に版指定できます。 

モノクロ網版 単色物の写真原稿、平網、白抜き等の加工が伴う場合に適用します。

モノクロ写真の網撮料は分解料（単色網撮）として別途積算します。 

カラー製版 色分解を伴うプロセスカラー製版に適用します。色分解は分解料（原稿

別、サイズ別）として別途積算します。 

ネガ版 ネガタイプＰＳ版に焼き付けるもので、主に軽印刷で使用されます。 

線画版 文字物、図版等に適用します。 

 

製版形式名称の変更については、「第４章 マスター保守、仕様項目マスター」の注

意事項を参考にしてください。 
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３                      
色校設定のタブを選択します 

色校正刷の設定 

見積り仕様の色数を入力した時点で、何色なら色校正代を計算させるかどうかを設定します。 

色校正代を計算させる場合は、「有り」と選択し、色校正代を計算させない場合は、「無し」を 

選択します。 

☆例１：仕様の色数が２色で「有り」と設定した場合の製版見積り画面の表示。 

 仕様  項 目    判型  色数  数量  単 価  金  額  

？？   モノクロ版   ？？   ２    ？  ？？？  ？？？？ 

？？   色校正     ？？   ２    ？  ？？？  ？？？？ 

        ＊色校正代が別途積算されます 

☆例２：仕様の色数が２色で「無し」と設定した場合の製版見積り画面の表示。 

 仕様  項 目    判型  色数  数量  単 価  金  額  

？？  モノクロ版  ？？   ２    ？  ？？？  ？？？？ 

＊例２と設定しても、見積り時点で、色校正代を「有」に変更できます。 

 見積り時点で色校正を「有」にすると、例１のような表示となります。 

＊例１と設定しても、見積り時に色校正代を「無し」に変更できます。 

カラー版指定の時「色校正単価」の表示設定 
カラー製版に該当した場合の校正刷りを積算するかしないかを設定します。 

☆例１：１＝表示しない場合の製版見積り画面の表示は 

仕様  項 目  判型  色数  数量  単 価  金  額  

？？ カラー版  ？？   ２    ？   ？？？   ？？？？ 

     ＊一行表示              ＊カラー版単価 

☆例２：２＝表示する場合の製版見積り画面の表示は 

仕様   項 目    判型  色数  数量  単 価  金  額 

？？   カラー版    ？？   ２    ？   ？？？   ？？？？ 

？？   色校正     ？？   ２    ？   ？？？   ？？？？ 
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＊別途表示される            

＊カラー版単価と色校正単価の別々に表示される 

色校正に使用する仕様項目の設定 

仕様項目で色校正料項目を別に作成した場合で、そちらを標準で積算したい場合はこちらで

項目を登録します。DTP単価を使用する場合でも色校正は基本的に製版工程に作成されます。

DTP工程に色校正料を作成したい場合はDTP工程用の色校正項目を指定します。 

※出荷時にはそのように設定されています。 

特色が入力された場合、普通色校正を対象に含める設定 

特色以外の刷色が校正料積算の対象外であった場合、特色が設定されたなら普通色が校正

料作成条件を満たしていなくても、普通色に対しても校正料を作成する、という設定ができます。 

４                      
モノクロ校設定のタブを選択します 

モノクロ校の設定 

見積り仕様で色数が１色と指定された場合、モノクロ校正代を計算させるかどうかを設定します。 

モノクロ校正代を計算させる場合は、「有り」と選択し、計算させない場合は、「無し」を 

選択します。但し「色校設定」で１色の場合「有り」としていることが前提です。 

「有り」と指定した場合、校正項目は何を使用するかを「仕様項目」に設定します。 

 

☆例１：仕様の色数が１色で「有り」で項目が「C009 青焼き校正」の製版見積り画面の表示。 

仕様  項 目   判型  色数  数量  単 価  金  額  

？？  モノクロ版   ？？   １    ？  ？？？  ？？？？ 

？？  青焼き校正  ？？   １    ？  ？？？  ？？？？ 

        ＊青焼き校正代が別途積算されます 
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５                      
印刷単価のタブを選択します 

見積り基本仕様の色数内訳画面の「色数」の横に初期設定される値です。印刷料項目を自動

計算する場合、色刷単価、墨刷単価のどちらを使用するかを決定します。 

スミ刷単価・色刷単価の既定値（基本色数） 

端物、頁物見積もりでそれぞれ、何色までを墨刷り単価見積もり対象とするか、またその場合の

刷り単価は色単価、墨単価のどちらを使用するか設定します。 

（例） 

墨刷り単価を一切使用しない場合： 「すべて」 → 色刷り単価 

１色までを墨刷り単価とする場合：  「１色まで墨刷り」 → 墨刷り単価 

 

※ スミ刷単価とは、頁物の本文等をスミで刷る場合、通常の１色の単価より廉価な印刷代

で計算させる場合があります。このようなケースでは「墨刷り単価」を設定しておくとよい

でしょう。もちろんそれに合わせて、印刷単価マスターの｢墨刷り単価｣の設定をしておく

必要があります。 

※ 商業印刷物が主体の企業では、通常色刷単価で設定するケースが多いと思われます。

そのような場合は「色刷り単価」に設定します。 

上記いずれに設定しても、見積り時点で変更することができます。 
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６                      
刷版形式のタブを選択します 

１．製版形式を「ネガ版」と指定したとき、刷版は何版で計算させるかを設定します。 

２．印刷形式がダイレクトのとき、刷版は何版で計算させるかを設定します。 
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端物仕様画面を設定する 

「端物」仕様を見積もる時、見積り基本仕様画面にあらかじめ見積り頻度の多い項目を設定し

ておきます。ここで設定したデータは、初期値として端物仕様の基本画面に表示されます（設

定した初期値は、見積り時に変更できます)。 

１                      
［マスター保守］→［端物仕様画面］を選択します 

２                      
［基本仕様］タブを説明します 

工程別割増率の初期設定（％） 

「みつもさぴえんす」では、合計に対する「管理費」の他に、各工程明細ごとに原単価に対する

割増（割引）を設定することができます。ここでは、その初期設定値を登録しておきます。見積も

り計算時、「端物」で自動計算する場合はこの割増率が初期セットされます。 

単価マスターのデータが原価で登録されている場合、利益をそれぞれ乗せて計算させると、概

算の粗利額が見積り時点で計算されます。 

単価種別ごとの設定 

画面下部の「単価種別ごとの設定を有効する」にチェックす

ると、「単価種別」が表示されます。 

「単価種別コピー」で複数の単価種別を作成し、見積もり計

算時に単価種別を切換えて使用する場合などで、その単

価種別ごとに割増率を設定したい場合に使用します。 

初期設定 

項目名 説             明 

基準用判 自動計算時に、用紙のどの大きさに対して面付計算するかの範囲が

設定できます。その初期値を設定しておきます。 

登録判型全て 「用紙判型の設定」画面に登録した用紙の大きさ全
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ての中から（全判、半裁、４裁、８裁・・）何判で印刷

すると効率がよいかを自動計算します。 

全て全判  通常全判を使用して印刷するケースが多い場合に

設定 

全判＋半裁 全判もしくは半裁で印刷するケースが多い場合に

設定 

全て半裁 通常半裁のみで印刷するケースが多い場合に設

定 

半裁＋４裁 半裁もしくは４裁で印刷するケースが多い場合に設

定 

半裁以下 半裁以下で印刷するケースが多い場合に設定 

全て４裁 殆ど４裁のみで印刷するケースが多い場合に設定 

４裁＋８裁 ４裁もしくは８裁で印刷するケースが多い場合に設

定 

４裁以下 ４裁以下で印刷するケースが多い場合に設定 

全て８裁 殆ど８裁のみで印刷するケースが多い場合に設定 

８裁以下 ８裁以下で印刷するケースが多い場合に設定 

 

調整/断ちしろ 断ちしろとは、ドブを示します。何ミリにするか設定します。一般的に３

ミリに設定しますが、［99.9 mm］の範囲で入力することができます。 

加工 印刷した後加工をするか、しないかを設定します。 

あり 通常は印刷した用紙に化粧したり、折加工等をしますの

で、こちらを設定します。 

なし 印刷したまま納品するケースが多い場合に限り設定してく

ださい。（加工費は自動計算では作成されません。） 

 

用紙調達 用紙を自社で購入するか、先方から支給されるかを設定します。 

支給 用紙が先方より支給されるケースが多い場合は、こちらを

設定します。 

調達 用紙を自社で購入するケースが多い場合は、こちらを設定

します。 

 

総頁数の使用 頁数は通常、頁物の場合に必要ですが、見積形態が端物であっても

頁数を見積書に明記したい場合には、ここで「する」を設定しておくと

見積もり画面で入力できるようになります。まったく必要でない場合の

み、ここを「いいえ」に設定してください。 

印刷用/店名差替え版の設定 

項目名 説             明 

差替版項目 見積もり物件でチラシなどでは、店名を差し替えるだけで後の版は共

通で使用する場合があります。「みつもさぴえんす」ではその差替え版

分を別途見積もることができます。差替え分の刷版、印刷代を計算し



ます。ここでは、仕様項目マスターに登録されている差替え用項目を

設定します。項目設定を取り消す場合は、右にある［×］ボタンをクリッ

クします。※印刷判型別に設定する場合、この指定は無効です。 

計算方法 差替え料対象が差替え回数なのか差替え版数なのかを設定します。 

版替え１回当りの

予備枚数 

店名差替えを積算する場合、版を差し替える場合に発生する損紙分

を加算することができます。ここでは１回版を交換するのに必要とされ

る予備枚数の初期値を設定します。 

色数別に差し替え予備枚数を設定する場合は、［色数別差替予備］ボ

タンから設定します。（初期値設定はありません） 

 

 

耐刷考慮チェック 店名差替えを積算する場合、共通版の方の耐刷数を考慮するかどう

かの初期設定値を設定します。 

DTP出力代 店名差替えを積算する場合、差替え版分のプリプレス代は積算しませ

んが、フィルム出力代に関してのみ作成することができます。 

印刷機別差替え

料の設定を行う 

印刷機別の差替え料を設定する場合、ここをチェックします。実際の

差替え料は印刷単価設定画面の［差替料］ボタンから行います。 

［クリア］ボタンで店名差替え用設定を取り消します。 

付加加工初期設定（単票帳票用） 

項目名 説             明 

加工項目１～３ 見積形態がフォーム、または端物でパッド仕様の場合、省略時で積算

したい付加加工項目を最大３項目まで設定可能です。 

※現在の単票用付加加工項目は判型別に項目が作成されている都

合上、いつも同じサイズの伝票物を積算する場合以外は逆に設定し

ないほうがよいでしょう。 
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３                      
［工程仕様］タブを説明します 

企画、制作、製版、DTP、及び印刷形式の初期設定を登録します。この設定情報に基づき、見

積もり計算時の基本仕様画面の表示が変化します。製版工程の作業項目名は、「色数別見積

条件」に従いますので、ここでの設定はありません。 

単価形式の設定 

項目名 説             明 

計算方式 表示されている各工程の単価マスターには、それぞれ「台単価」、「頁

単価」、「その他単価」という区分けで単価設定されています。 

台単価 版単位（面付られた状態）でサイズ別に単価設定する必

要のある見積項目 

頁単価 頁単位でサイズ別に単価設定する必要のある見積項目 

見積もり初期値として、どの区分けかを設定します。 

作業項目名 該当工程、計算方式で登録されている単価メニュー項目一覧リストの

中から初期値として使用したい項目を選択します。 

単価ランク プリプレス工程の作業項目は、ほとんど難易度ランクを使用しています

が、ここではどの単価ランク（単価マスターの内容で、単価種別とは違

います）を初期使用するかを設定します。 

企画工程の計算オプション 

「企画工程も自動計算対象とする」のチェックを外すと、企画工程は自動積算しなくなります。 

製版形式の設定 

「製版形式」は、よく使う製版形式を設定してください。 

※デジタル製版の単価は、アナログ製版と区別して設定されています。C.T.Plate は分解料以

外の製版料を作成しません。C.T.Pressは分解料以外の製版料と刷版料を作成しません。 

デジタル製版にも２通りの方法があります。 

１つは、アナログ製版同様の見積項目を使用するが、単価はデジタル製版用のも
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のを使用する場合です。この場合は制作、製版とアナログ製版とまったく同じ積算

方法が採られます。もう１つは、DTP単価を使用する場合です。この場合は制作、製

版は基本的に使用しなくなり、DTP工程の見積項目を使用して積算する方法が採ら

れます。（⇒この章の「見積もる画面を設定する」の「見積画面設定」を参照。） 

印刷形式・折り形式の設定 

「印刷形式」は、よく使う印刷形式を設定してください。 

平台印刷が多い会社は → 印刷形式＝一般平台 

輪転印刷が多い会社は → 印刷形式＝輪転 

ダイレクトが多い会社は → 印刷形式＝ﾀﾞｲﾚｸﾄ、 折＝シート出し 

加工形式の設定 

見積基本仕様画面で省略時で表示させたい加工形式が設定可能です。例えば、加工がほと

んどないような場合はここで「加工なし」を設定しておきます。 

 

 



頁物仕様画面を設定する 

「頁物」仕様を見積もる場合、見積り基本仕様画面にあらかじめ見積り頻度の多い項目を設定

しておきます。ここで設定したデータは、初期値として端物仕様の基本画面に表示されます（設

定した初期値は、見積り時に変更できます)。 

１                      
［マスター保守］→［頁物仕様画面］を選択します 

２                      
基本仕様のタブを選択します 

工程別割増率（割引率）の初期設定 

端物仕様画面での管理費率の設定方法、使用目的も同じです。そちらを参照してください。 

初期設定 

項目名 説             明 

基準用判 頁物の自動計算時に、用紙のどの大きさに対して面付計算するかの

範囲が設定できます。その初期値を設定します。詳しくは端物仕様画

面で説明を参照してください。 

基本頁折 頁折りは、通常よく見積もる頁折りを選択肢の中から選んでください。

通常は、16頁折（クロス）又は８頁折（クロス）を設定してください。 

加工形式 加工のあり／なしの設定と、ある場合はその内容を設定します。加工

形式は、通常よく見積もる製本形式を選択肢の中から選びます。［加

工形式］ボタンをクリックすると、項目が選択できます。 

用紙調達 用紙を自社で購入するか、先方から支給されるかを設定します。 

支給 用紙が先方より支給されるケースが多い場合は、こちらを

設定します。 

調達 用紙を自社で購入するケースが多い場合は、こちらを設定

します。 
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調整/断ちしろ 断ちしろとは、ドブを示します。何ミリにするか設定します。一般的に３

ミリに設定しますが、［99.9 mm］の範囲で入力することができます。 

調整/ミーリング ミーリングとは、無線とじ製本で必要なノドの切断する余白部分を示し

ます。 

調整/ラップ ラップとは、中とじ製本の丁合時に必要な余白(べろ)部分です。 

印刷用/店名差替え版の設定 

項目名 説             明 

差替版項目～ 元々は端物設定画面にのみあった設定ですが、拡張されて頁物でも

設定できるようになっています。 

設定方法は「端物初期設定」画面を参照してください。 

３                        
［本文～付物］タブを説明します 

企画、制作、製版、DTP、及び印刷形式の初期設定を登録します。この設定情報に基づき、見

積もり計算時の基本仕様画面の表示が変化します。製版工程の作業項目名は、「色数別見積

条件」に従いますので、ここでの設定はありません。 

単価形式の設定 

項目名 説             明 

計算方式 表示されている各工程の単価マスターには、それぞれ「台単価」、「頁

単価」、「その他単価」という区分けで単価設定されています。 

台単価 版単位（面付られた状態）でサイズ別に単価設定する必

要のある見積項目 

頁単価 頁単位でサイズ別に単価設定する必要のある見積項目 

見積もり初期値として、どの区分けかを設定します。 

作業項目名 該当工程、計算方式で登録されている単価メニュー項目一覧リストの

中から初期値として使用したい項目を選択します。 

単価ランク プリプレス工程の作業項目は、ほとんど難易度ランクを使用しています

が、ここではどの単価ランク（単価マスターの内容で、単価種別とは違
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います）を初期使用するかを設定します。 

DTP出力代 店名差替えを積算する場合、差替え版分のプリプレス代は積算しませ

んが、フィルム出力代に関してのみ作成することができます。 

製版形式の設定 

「製版形式」は、よく使う製版形式を設定してください。 

デジタル製版の単価は、アナログ製版と区別して設定されています。 

C.T.Plate は分解料以外の製版料を作成しません。 

C.T.Pressは分解料以外の製版料と刷版料を作成しません。 

デジタル製版にも２通りの方法があります。 

１つは、アナログ製版同様の見積項目を使用するが、単価はデジタル製版用のも

のを使用する場合です。この場合は制作、製版とアナログ製版とまったく同じ積算

方法が採られます。もう１つは、DTP単価を使用する場合です。この場合は制作、製

版は基本的に使用しなくなり、DTP工程の見積項目を使用して積算する方法が採ら

れます。（⇒この章の「見積もる画面を設定する」の「見積画面設定」を参照。） 

印刷形式・折り形式の設定 

「印刷形式」は、よく使う印刷形式を設定してください。 

平台印刷が多い会社は → 印刷形式＝一般 

輪転印刷が多い会社は → 印刷形式＝輪転 

ダイレクトが多い会社は → 印刷形式＝ﾀﾞｲﾚｸﾄ、 折＝シート出し 

企画工程の計算オプション 

画面下の「企画工程も自動計算対象とする」のチェックを外すと、企画工程は自動計算しなくな

ります。 

 

表紙、見返し、付物は本文と同様の設定情報を持っています。各項目の設定方法はこの本文

で説明した内容と同じです。 

 



フォーム仕様画面を設定する 

「ビジネスフォーム」仕様を見積もる場合、見積り基本仕様画面にあらかじめ見積り頻度の多

い項目を設定しておきます。ここで設定したデータは、初期値としてフォーム物仕様の基本画

面に表示されます（設定した初期値は、見積り時に変更できます)。 

１                      
［マスター保守］→［フォーム仕様画面］を選択します 

２                      
基本仕様のタブを選択します 

工程別割増率（割引率）の初期設定 

端物/頁物仕様画面での管理費率の設定方法、使用目的とも同じです。ここでは説明を省略し

ます。 

初期設定 

項目名 説             明 

仕上形式 ビジネスフォーム用巻取り紙を使用した印刷物が最終的にどのような

形態の伝票になるかの見積もり初期設定値を設定します。 

連続帳票  ドットプリンター等に掛けられるよう、折りミシンで折り

畳まれた印刷物（パーツ数×セット数） 

単票帳票  巻取り紙を使用して印刷するが、最終的に天糊等の冊

物に仕上げる印刷物（パーツ数×セット数×冊数） 

ﾜﾝｾｯﾄ帳票巻取り紙を使用して印刷するが、最終的に切り離し糊

付け等で仕上げる印刷物（パーツ数×セット数） 

 

用紙調達 用紙を自社で購入するか、先方から支給されるかを設定します。 

支給 用紙が先方より支給されるケースが多い場合は、こちらを

を設定します。 

調達 用紙を自社で購入するケースが多い場合は、こちらを設定
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します。 

 

左右あき 連続帳票の場合で、左右の耳（スプロケットホール）の左右にとられる

余白（最後にスリッターで落とされる部分）の寸法初期値を設定しま

す。インチでの指定になっています。（初期値＝0.3インチ） 

断ちしろ 単票帳票、ワンセット帳票の場合仕上げサイズの上下左右に付ける断

ちしろ寸法です。左右方向では耳のさらに外側にとります。ミリ指定に

なっています。（初期値＝３ミリ） 

標準耳幅 スプロケットホール部に必要な寸法初期値を設定します。（初期値＝

0.5インチ） 

付加加工初期設定（単票帳票用） 

項目名 説             明 

加工項目１～３ 見積形態がフォームで仕上げ形態が単票の場合、省略時で積算した

い付加加工項目を最大３項目まで設定可能です。 

※現在の単票用付加加工項目は判型別、パーツ別に項目が作成さ

れている都合上、いつも同じサイズ、パーツの伝票物を積算する場合

以外は逆に設定しないほうがよいでしょう。 

 

項目チェックの設定 

連続帳票等の仕上寸法がインチの場合、画面でインチ数を指定しますが、その時ありえない数

値の入力チェック用に許容範囲が設定できます。想定しうる範囲の寸法を設定しておくことで入

力ミスの制限になります。 

３                      
［パーツ～付物］タブを説明します 

頁物仕様画面の設定と基本的に同じ目的で使用されます。異なるのは、DTP項目が無いことで

す。（ビジネスフォームの場合、現バージョンではDTP工程を想定していません。） 
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製版形式の設定 

「製版形式」は、よく使う製版形式を設定してください。 

デジタル製版の単価は、アナログ製版と区別して設定されています。 

C.T.Plate は分解料以外の製版料を作成しません。 

C.T.Pressは分解料以外の製版料と刷版料を作成しません。 

印刷形式・折り形式の設定 

印刷形式はすべて巻取り紙を使用してフォーム印刷を行う印刷形式を想定しています。間欠式

で印刷される平圧印刷、胴に樹脂凸版を使用して印刷される凸版印刷、胴にPS版を使用して

印刷されるオフセット印刷のどれかを初期使用するよう設定します。 

［パーツ］と［表紙～付物］で異なる設定 

印刷形式が異なります。 

パーツではフォーム印刷機を想定しますが、表紙～付物での印刷形式は端物/頁物仕様画面

で設定する印刷形式と同じものになります。 

平台印刷が多い会社は → 印刷形式＝一般 

輪転印刷が多い会社は → 印刷形式＝輪転 

ダイレクトが多い会社は → 印刷形式＝ﾀﾞｲﾚｸﾄ、 折＝シート出し 

企画工程の計算オプション 

画面下の「企画工程も自動計算対象とする」のチェックを外すと、企画工程は自動計算しなくな

ります。 

 

※現バージョンでは、パーツ部品に対し上記設定を使用していません。制作項目は、見積

基本仕様画面の基本仕様［フォーム］内の設定が有効になります。 

 

 



営業集計画面を設定する 

１                      
［マスター保守］→［営業集計画面］を選択します 

２                      
営業管理費のタブを選択します 

②① 

この画面で設定したデータに従って、営業集計画面の営業管理費や、消費税などが計算され

ます。 

①管理費を乗算させる項目の設定 

各工程（企画～運送費）ごとに管理費を設定するかどうかの設定をします。例えば運送費に対

して営業管理費を乗せない場合には、運送費のチェックを外します。 

◇管理費を乗せる項目の設定（管理費１） 

管理費１とは、通常の営業管理費を示します。 

出荷時の設定は、全ての工程に管理費を乗算するようにしてあります。 

☆全ての項目（工程）をチェックした場合の営業諸経費の計算は 

 管理費１＝（企画費～運送費の合計額）×管理費１の設定比率で計算されます。 

＊管理費１は見積集計画面の「営業管理費」に対応しています。 

 

◇管理費を乗せる項目の設定（管理費２） 

管理費２とは、管理費１と区別して別途に管理費を設定するとき、設定します。 

企画・制作・製版（固定費分）と、刷版～加工（変動費分）の管理費率を分けて計算

したい場合は、管理費１と管理費２を区別して設定してください。 

管理費１内の企画費～DTP工程をチェックし、それ以外のチェックを外します。管理

費２内の刷版～以降をチェックし、それ以前のチェックを外します。 

＊管理費２は見積集計画面の「別途管理費」に対応しています。 

※図では「その他」工程の下が空いていますが、見積画面設定で予備工程を使用した場合、こ
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こにその工程に対し、設定できるようになります。 

②金額ランク別管理費率の自動設定 

見積集計画面で集計された「項目費合計」の金額に従って管理費率を自動的に切換えること

ができます。金額ランクは10段階まで設定できます。 

以下のような管理費計算の場合に設定します。 

・見積り合計額が少額の場合 管理費率を高くしたい 

・見積り合計額が多額の場合 管理費率を低くしたい 

※金額ランクを設定しない場合は１行のみ設定してください。その金額以上は１行

目の率ですべて計算されます。 

 

管理費１欄の比率は----管理費１の比率を乗算させる項目の合計額に対応します。 

管理費２欄の比率は----管理費２の比率を乗算させる項目の合計額に対応します。 

出荷時の設定では、図のように管理比率２にも率設定されていますが、管理費１の工程しかチ

ェックされていませんので、管理費２は計算されません。 

【計算例】 

管理費１の工程がすべてチェックされ、企画～運送費の費用がすべて\10,000の時 

項目費合計＝110,000（企画～運送費の項目合計 10,000×11工程） 

管理費１率＝30% 

営業管理費（管理費１）＝33,000 

３                      
見積単価のタブを選択します 

①見積合計額及び１部単価を変更した場合の金額の設定 

③ 

② 

① 

見積集計画面上で、見積もり合計額や１部単価を変更できますが、その場合工程合計は変更

しませんので、差額が発生します。この差額を営業管理費で調整しますが、どの管理費に調整

するかを設定します。 
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②単価調整額の設定 

一部単価は見積合計額÷部数で計算され、この設定画面内の一部単価の端数処理方法に基

づき丸め処理されます。この単価に部数を掛け直すと、計算された見積合計額と合わなくなる

場合があります。これを避け、あくまで見積合計は「単価×部数＝見積金額」としたい場合に、

それまで工程合計、管理費の積み上げ見積合計との差額を計算することができます。 

この単価調整額をどこに（営業管理費か、単価調整額か）設定するか、あるいは調整しないかを

設定します。 

次に、単価調整する場合を見てみます。 

見積合計額＝100,000円、部数＝3,000部  （１部単価は0.01未満四捨五入） 

 

 １部単価 ：  100,000÷3,000＝33.33円 

 

逆算すると、 

 3,000×33.33＝99,990円    ※10円少なくなる 

 

■差額を計算する場合 

  見積合計額＝99,990円とし、-10円を営業管理費または単価調整額に調整 

 

■差額を計算しない場合 

  見積合計額＝10,000円のまま 

  １部単価×部数＝見積合計額とはならない 

③１部単価の端数処理 

見積合計÷部数で計算される数値の丸め方法を設定します。 

４                      
消費税計算のタブを選択します 

② ①

①課税対象の設定 

消費税を計算対象の工程をチェックします。 

テレフォンカード、はがき購入等の非課税の工程が必要な時は、その他の工程を非課税用に
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使用するか、見積画面設定から予備工程を追加し、予備工程を非課税とすることもできます。 

＜PrintSapiens上でお使いの場合に限り＞ 

仕様項目ごとに非課税扱いの設定が可能ですので、この工程ごとの非課税扱いに

する必要はありません。 

※管理費と調整額の項目は同期しています。別々の指定はできません。 

②消費税率／端数処理方法／課税方法の設定 

・ 消費税率をパーセントで設定します。（設定した時点から有効になります。） 

・ 消費税額、見積金額は計算結果として端数が発生する場合があります。その場合の端数丸

め方法を設定します。出荷時の設定は画面通りです。 

・ 課税方法が有効なのは、まとめ見積書のみとなります。 

（行毎） １明細ごとに課税計算を行います。 

（伝票毎）  全明細合計金額に対し課税計算を行います。 

＜PrintSapiens上でお使いの場合＞ 

１～３の項目はPrintSapiensシステムの設定を使用しますので、ここでは変更でき

ません。 

５                      
集計項目/折込料のタブを選択します 

集計項目名の設定 

見積集計画面に表示される工程名以外の項目タイトル名（全角６文字まで）を変更することがで

きます。設定がなければ左側に表示されている名称が使用されます。 

折込料の設定 

折込料項目の使用をチェックすると、見積集計画面上で折込料の入力ができるようになります。

またここにチェックを付けると、消費税計算タブの課税対象の中に折込料項目が追加されます。

課税対象に含めるかどうかを設定できます。 
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６                      
集計金額配分のタブを選択します 

 

①集計画面で工程明細合計額を修正可能にします 

工程合計が修正された場合、その工程内の明細金額に反映されます。複数明細ある場合には、

明細金額の比率に合わせて按分されます。差額はもっとも金額の多い明細に調整されます。 

②見積一覧表示画面で工程合計額を修正可能にします 
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自動計算条件を設定する 

１                      
［マスター保守］→［自動計算条件］を選択します 

⑧ 

⑦ 

⑥ 

⑤ 

④ 

③ 

② 

① 

①調整寸法の自動調整範囲 

印刷機の設定画面でクワエ等を設定してありますが、クワエ等をわずか１、２ミリ削れば面取りが

可能になることがあります。このような場合、上図の寸法の設定％分を減らして有効な面付寸法

を広げられます。 

機械の性能や印刷技術の違いによって設定が違う場合がありますが、設定は一つです。 

計算例 

印刷機設定でクワエを10㎜で設定してあった場合 

印刷機設定で紙尻 を 5㎜で設定してあった場合 

 

１．クワエの50％以内を有効面付け範囲とする 

  50％設定⇒ 5㎜まで有効として面取り計算を実行します。 

２．紙尻の50％以内を有効面付け範囲とする 

  50％設定⇒ 2㎜まで有効として面取り計算を実行します。 

  （5㎜の50％は2.5㎜ですが端数は切り捨てられます） 

■見積の面付グラフ画面上でも、クワエ等の寸法を調整して計算させることもできますので、合

わせてご利用ください。 

②オフセット平台印刷／輪転印刷の紙の流れ目 

この設定は自動計算時の紙の流れ目の取得方法を設定します。 

「逆目にならないように用紙マスターに関わらず最適な流れ目を返す」 

例えば仕上Ａ４縦で１６頁折りのものがあった場合、全判Ｙ目の紙が必要ですが、用紙マスター

上ではＴ目の紙しかないような場合、こちらが選択されていれる場合、Ｙ目で計算結果を返しま

す。その場合、基本仕様画面の用紙流れ目が「赤く」表示され、「この流れ目の用紙は存在しま

せん」と表示されます。 
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「逆目になっても用紙マスターに存在する流れ目を返す」 

上記の例でいうと、マスター上にはＴ目しかないのでＴ目と返します。基本仕様画面の用紙流れ

目は「黒く」表示されますが、その上に「逆目」と表示されます。 

※輪転印刷も同様の設定になります。 

③用紙・折り加工料明細作成方法 

頁物－本文等を見積もると頁数により複数台に明細が分かれる場合があります。このような場合

に印刷明細に合わせて用紙、加工明細を作成することができるようになります。 

④用紙大口割引率の計算方法（台割別） 

用紙明細を台割り別に作成した場合、枚数が分割される為大口割引き計算が正しく行われなく

なってしまします。このような現象を避ける為には、この設定を有効にしておく必要があります。 

⑤０円単価取得エラーメッセージを表示しない 

この設定がチェックされていない場合、自動計算中の条件で単価マスターから単価が取得でき

なかった場合などは、その旨メッセージ表示されます。このメッセージを表示させたくない場合

はこの設定を有効にしてください。 

⑥面付け有効率の制限 

ここに有効率（用紙に対する印刷面積の占有率）が設定された場合、指定された有効率に満た

ない面付けは面付け候補から除外されます。 

⑦自動計算オプション画面 

自動計算字のオプション画面の「最適化計算オプション」と「集計画面オプション」を固定するた

めの設定です。 

⑧最適面付候補の選択基準 

自動面付計算時に最初に選択される面付けを決定する基準を設定します。 

金額の最も安い面付け、または最も効率の良い面付けのどちらを優先するかを指定します。 
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（空白ページ） 



仕上判型を設定する 

仕上判型の設定画面に登録してある判型に従って、見積画面の仕上判型名と寸法が表示さ

れます。新たに固有の仕上判型を登録する場合は設定してください。 

１                      
［マスター保守］→［仕上判型］を選択します 

 

項目名 説             明 

コード ３桁の数値で設定します。90なら090となります。 

コードを直接入力してEnterもしくは［呼び出し］で登録データを呼出せ

ます。既存の仕上判型一覧から呼出す場合は、［検索］ボタンをクリッ

クし検索画面から選択します。 

1.既存の判型でＡ列、Ｂ列の規格判型は変更、削除はしないでくださ

い。自動計算で予約されています。 

2.コード「000」は規格外（変形）に割当てられています。寸法等は設

定しないでください。 

判型名 名称は全角４文字（半角８文字）までになります。 

サイズ（縦、横） 縦、横の寸法をミリで設定します。整数値のみです。 

製版サイズ 

（端物、頁物） 

製版判型ですが、目安としての判型です。自動計算と連動しません。 

変形の時の製版サイズ指定はマスター保守の単価初期設定で設定

できます。 

製版頁付数 

 

仕上判型を何頁付けで製版するかを設定します。本文を見積もると

き、ここで設定した頁付数で自動計算されます。見積り時に、製版形

式の頁付数は変更できます。 

頁付数の設定例 仕上判型が「Ａ４」 

頁付数４と設定 ⇒ Ａ４版を４頁付製版し、Ａ２で計算されます。 

頁付数２と設定 ⇒ Ａ４版を２頁付製版し、Ａ３で計算されます。 

加工条件（サイズ） 仕上判型に対して加工時は何の判型で計算するかを設定します。 
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ボタンの説明 

項目名 説             明 

元に戻す 呼び出したデータを修正中に、呼び出し時の値に戻したい場合に使

用します。何も修正されない内は機能しません。 

削除 呼び出したデータを削除することができます。削除確認メッセージを表

示しますので、すぐに削除されることはありません。 

記録 新規、呼び出しデータを登録します。 

終了 この場面を終了します。入力途中であっても強制的に終了します。 



インチサイズ名称を設定する 

このマスターはビジネスフォームを見積もる場合にのみ使用されます。端物/頁物見積では使

用されません。ビジネスフォーム見積機能を使用なさらない場合は設定する必要はありません。 

１                      
［マスター保守］→［インチサイズ名称］を選択します 

ビジネスフォームの場合、基本的に仕上げサイズがインチ単位になりますので、前節の仕上判

型では対応できません。ここではそのためのインチ仕上げサイズを登録します。 

項目名 説             明 

コード ４桁の数値で設定します。 

あらかじめサイズ名称が登録されています。［検索］ボタンで既存デー

タを呼び出せます。またコードを直接入力し、［Enter］キーを押しても

呼び出すことができます。新しくコードを登録したい場合は［新規］ボタ

ンをクリックします。コードには「自動採番（新規）」と表示され、登録時

にコードは自動採番されます。 

サイズ名称 全角８文字（半角１６文字）まで有効です。 

縦／横区分 そのサイズが縦方向なのか横方向なのかを指定します。 

サイズ（インチ） インチサイズを整数と分数で登録します。 

例  10インチ半 → 10 - 1 / 2 

サイズ（ミリ） 入力されたインチサイズをミリ換算した値を表示します。 

 

ボタンの説明 

項目名 説             明 

元に戻す 呼び出したデータを修正中に、呼び出し時の値に戻したい場合に使

用します。何も修正されない内は機能しません。 

削除 呼び出したデータを削除することができます。削除確認メッセージを表

示しますので、すぐに削除されることはありません。 

コピー 呼び出したデータを元に新しいコードに複製を作ることができます。表

示される画面で、新しい４桁のコードを入力します。 
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移動 呼び出したデータを新しいコードに付替えます。表示される画面で、

新しい４桁のコードを入力します。移動されますので、呼び出したコー

ドは無くなります。 

登録 新規、呼び出しデータを登録します。 

終了 この場面を終了します。入力途中であっても強制的に終了します。 

 



単価種別グループを設定する 

この機能は通常機能を使用する上においては必要ありません。単価種別は得意先別に設定

できます、印刷物により単価設定を変える必要がある場合などはこの機能を使用します。 

１                      
 ［マスター保守］→［単価種別グループ］を選択します 

出荷時はこの設定は何もありませんし、単価種別も「A」しかありません。この設定を行うには、少

なくとも、もう一つ単価種別がある場合に有効となります。以下の説明では工程別に複数の単

価種別を作成してある場合を想定しています。 

この画面は「単価種別コピー」の画面ですが、このように各工程別に異なる単価種別を持つこと

が可能です。このデータを元に、製版は「B」単価を、印刷は「G」単価を使用しその他は「A」単

価を使用したいと想定すると、画面は次のようになります。 

この画面は、［新規］ボタンをクリックし、グループ名称を入力し、製版と印刷工程の単価種別を
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設定した状態です。標準単価種別は「A」を使用するので、あえて設定していません。設定のな

い場合は自動的に見積もり時に標準単価種別が使用されます。 

項目名 説             明 

コード ２桁の数値で設定します。 

［検索］ボタンで既存データを呼び出せます。またコードを直接入力

し、［Enter］キーを押しても呼び出すことができます。新しくコードを登

録したい場合は［新規］ボタンをクリックします。コードには「自動採番

（新規）」と表示され、登録時にコードは自動採番されます。 

グループ名称 全角２５文字（半角５０文字）まで有効です。 

単価種別 現在その工程ごとに登録されている単価種別を選択できます。標準単

価種別は指定しなくても構いません。（例えば見積計算時の標準単価

種別が「C」なら設定のない工程は「C」で計算されます。） 

削除区分 この単価種別グループを使用する場合に、ある工程には何も積算した

くない、といった場合にチェックを付けます。 

ボタンの説明 

項目名 説             明 

元に戻す 呼び出したデータを修正中に、呼び出し時の値に戻したい場合に使

用します。何も修正されない内は機能しません。 

削除 呼び出したデータを削除することができます。削除確認メッセージを表

示しますので、すぐに削除されることはありません。 

コピー 呼び出したデータを元に新しいコードに複製を作ることができます。表

示される画面で、新しい２桁のコードを入力します。 

移動 呼び出したデータを新しいコードに付替えます。表示される画面で、

新しい４桁のコードを入力します。移動されますので、呼び出したコー

ドは無くなります。 

登録 新規、呼び出しデータを登録します。 

終了 この場面を終了します。入力途中であっても強制的に終了します。 



見積書設計を設定する 

見積書の体裁を名前をつけて保存（識別IDで管理）できます。見積書の体裁はデータとして保

存されています。見積書設計画面を使うと保存されている体裁を変えたり別の体裁を作成した

りできます。以下にその操作を説明します。またこの画面は、見積入力時にもメニューから呼

び出せます。 

１                      
［マスター保守］→［見積書設計］を選択します 

起動時には項目は入力禁止状態です。設定を変更する場合は、まず登録データを呼び出して

ください。 

２                      
登録データを呼び出します 

をクリックするか、ファイルメニューから［設計データの呼び出し］をクリックします。 

呼び出す見積書設計情報を選択します。該当行をダブルクリックするか、選択して「ＯＫ」ボタン

をクリックします。データが呼び出され、編集可能な状態になります。 
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３                      
フォント関係タブを選択します 

⑥

⑤

④

③

②

①

①ページ設定 

項目名 説             明 

１行文字数 １行当りの印字文字数を半角文字数で設定します。 

１頁行数 天アキ、地アキ以外の印字行数が設定されます。 

頁内増加行数 明細行に関して、通常なら次頁に送られるような場合でも、ここに設定

される行数までなら行間を詰めて頁内に収めることができます。但し、

明細は工程単位に改頁を判断するので、改頁対象の工程明細数によ

り結果は異なります。 

用紙方向 縦 ⇒縦長になります。 

横 ⇒横長になります。 

用紙サイズ Ａ４、Ｂ５等の用紙サイズを設定します。 

発行枚数 一度に発行する枚数設定です。２枚以上を設定した場合は、タイトル

を付けることができます。（タイトル２タブ画面下部に表示されます。） 

アキはミリ指定とす

る 

初期値は半角文字数ですが、ミリ単位で指定することが可能です。そ

の場合はチェックし、実際のミリ数値を設定してください。この場合以

下のアキ指定の説明はすべてミリに置き換えて参照してください。 

アキ（天） 設定行数分上に余白が設定されます。（但し複数ページ時に印字さ

れる頁数を上に設定してある場合、頁数印字位置は影響されませ

ん。） 

アキ（地） 設定行数分下に余白が設定されます。（但し複数ページ時に印字さ

れる頁数を下に設定してある場合の頁数印字位置は変わりません。） 

アキ（左） 設定文字数分左に余白が設定されます。 

アキ（右） 設定文字数分右に余白が設定されます。 

アキ（得意先左） 左アキ位置から更に得意先名の左にアキを設定します。 

アキ（住所左） 左アキ位置から更に住所情報の左にアキを設定します。 
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アキ（担当者左） 左アキ位置から更に担当者名の左にアキを設定します。 

アキ（基本情報左） 左アキ位置から更に品名～製品仕様項目の左にアキを設定します。 

アキ（合計金額左） 左アキ位置から更に合計金額の左にアキを設定します。 

②フォント設定 

各ボタンをクリックするとフォント選択画面が表示されるのでそこから設定します。見積ヘッダと

は「御見積書」と印字されるタイトル文字のことです。工程ヘッダとは工程明細タイトルのことで

す。メッセージとは、得意先名の下に印字される「下記の通りお見積りいたします」と印字される

文字のことです。 

③表示日付設定 

見積書に印刷される日付の西暦、和暦表現を切替えます。開始西暦は年号元年を設定してあ

ります。 

④罫線／網掛け 

チェックまたは選択されていると機能します。 

縦罫線を引かない場合、画面左に「明細部アキ指定」が表示され、左右

のアキ量を設定できるようになります。 

⑤金額欄出力設定 

見積書のタイトル部分に印刷される金額欄（小計を除く）がチェックされていると印字されます。 

チェックの右にある入力欄で文字表現を変えることができます。 

金額合計、一部単価の右にある「税込み／税抜き」でそれぞれの金額に税額を含めるかどうか

設定することができます。 

［金額内訳設定］について 

通常課税見積合計額が印字されますが、見積金額を２

つの内訳として印字したい場合に使用します。右の画

面例のように設定すると、 

見積金額（\1,000,000）と印字されるものが 

見積金額（初回制作代/\200,000 商品代

/\800,000） 

という具合に内訳印字することが可能となります。 

小計とは、工程明細ごとの小計額を印字するかどうかの設定です。 

⑥見積書タイプ 

明細書タイプ／一式タイプ／見積計算書タイプの内から設定します。見積書を印刷する場合、

明細書／一式タイプを切換えて印刷することができます。その時にそれぞれで見積書設計情

報が必要になります。 

 

見積計算書に関しては、見積集計画面から計算書を印刷する場合に必要になります。但し「見

積計算書」タイプに限っては、一部の設定しか有効になりません。以下はその有効な内容です。 

［フォント］ 
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・用紙方向／サイズ／通常フォント／表示日付設定 

［タイトル／１］ 

・タイトル名／承認枠 

ボタンの説明 

項目名 説             明 

削除 呼び出したデータを削除することができます。削除確認メッセージを表

示しますので、すぐに削除されることはありません。 

コピー コピー画面で選択されたコードを新しいコード先に複製を作ることがで

きます。表示される画面で新しい２桁のコードを入力します。 

登録 呼び出したデータを登録します。 

元に戻す 呼び出した状態に戻します。 

終了 このプログラムを終了します。 

４                      
タイトル/１タブを選択します 

 

見積書のタイトル部分の項目印字、項目タイトル名を制御します。 

項目のチェックを外すと項目タイトルと項目自体が印字されなくなります。 

なお（）内の数値はその項目で入力可能な半角文字数です。 

項目名 説             明 

タイトル名 常に１行目の中央に印字されます。 

得意先敬称 得意先名の後に付ける敬称です。位置は横の指定で設定します。 

相手先敬称 相手先部署担当名がある場合の敬称です。担当名が印字される場

合は得意先敬称は印字されません。見積上で相手先担当名が入力

されていても、右横の設定で印字しなくすることもできます。 

品名 品名コードまたは品番を印字したい場合はその横の選択ボックスか

ら選択します。 

納期 表示日付設定で指定された形式で印字されます。見積入力時、納

期未定とした場合はその通りに印字されます。 
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納入場所  

支払条件  

有効期限  

担当者名 自社住所情報の下に印字されます。所属部署名印字がチェックされ

ている場合は担当者名の上に印字されます。所属部署名の印字開

始位置を担当者タイトル位置に合わせることができます。 

※所属部署はPrintSapiensでのみ有効です。 

メールアドレス印字 担当者名の下に印字されます。 

品名～有効期限の

左印字位置はなる

べく左に寄せる 

→品名   ○○○○  （前） 

→品名  ○○○○   （後） 

自社名 ［検索］ボタンで得意先マスターから設定します。省略時の自社情報

は、コード999999で登録してください。横に得意先名、下に〒、住所

が表示されます。 

住所 自社名で指定された得意先マスターの内容です。 

電話 この入力欄には電話番号は入力できません。あくまでタイトル名称と

なります。１６文字まで指定可能。「ＴＥＬ」、「電話」等を指定します。 

ＦＡＸ 電話同様です。 

自社情報を個別に

編集し保持 

チェックされていなければ、得意先マスタの自社情報が使用されます

が、チェックされた場合はここで社名、住所等が編集可能となります。

この場合は得意先マスタ情報は参照されなくなり、ここで編集された

情報が保持され使用されるようになります。 

自社名、住所、電話

FAXの１行印字 

それぞれチェックすることにより、２行で登録されているものを１行に

詰めて印字することが可能です。 

メッセージ 得意先名の下に印字される文字です。 

承認枠 住所の下に右寄せされて印字されます。枠の個数（最大３枠）とタイト

ルを指定します。半角16文字まで入力できますが、枠に合わせて縮

小されますので注意してください。なお、２段で印字したい場合は

「｜」縦棒（半角文字）で区切ってください。（枠サイズは４種類まで設

定可能） 

承認枠サイズ T13ミリ×Y15ミリ～T19ミリ～Y21ミリまでの４段階の大きさが指定可。 

担当印ビットマップ 承認枠の何枠目に担当印を印刷するかを指定します。担当印画像

はBMPまたはJPGファイルで用意します。ファイル名は“TANTOIN”

＋社員コードを使用します。（例：社員コード000125の場合） 

「TANTOIN000125.bmp」 

製品仕様 部品仕様明細の上に印字されます。部数、サイズ等の情報が印字さ

れます。端物に関してはその下の３つの項目を追加することができま

す。 



５                      
 タイトル/２タブを選択します 

⑦

⑥

⑤

④

③ 

② 

① 

 

主に複数ページになる場合の設定を制御します。タイトル／１の補足的な機能を持ちます。（こ

こでの選択項目はすべて固定ですので、名称マスター等の設定にはありません。） 

①頁の指定（複数頁のみ） 

項目名 説             明 

頁数の表示形式1 複数頁になる場合は頁数が印字されますが、その印字形式を指定し

ます。（1/2、2分の1、2頁中の1頁、Page. 1/2） 

頁数の表示形式２ 上記形式の追加設定です。 

（()で囲む、[]、で囲む、<>で囲む、括弧なし） 

頁数の表示位置 頁数をどの位置に印字するかの設定です。なお、上下位置は天アキ、

地アキを無視され、左アキのみ影響されます。 

（左上、右上（見積№下がる）、左下、中下、右下） 

②下線/枠等の指定 

項目名 説             明 

見積書タイトル 「御見積書」というタイトルの下線等の指定をします。 

（二重の下線、太線の下線、細い枠線、太い枠線、二重の枠線、なし） 

得意先名 得意先名への下線を付ける、付けないを指定します。 

合計金額 合計金額への下線を付ける、付けないを指定します。 

③２頁目以降のタイトル情報（チェック＝印字対象外） 

通常複数ページになった場合のタイトル情報は１ページ目と同じ内容が印字されます。このよう

な時に２ページ目以降では印字したくない（しなくてもよい）タイトル情報を指定できます。この

設定で印字対象外項目を設定すると、タイトル領域に余裕が生じますが、その分明細行が自動

的に上に詰められたりはしません。あくまで指定領域内で一定の比率で印字されます。このよう

な場合で余裕分上に詰めたい場合は、この設定の横にある「明細行開始行数」で設定します。 
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設定イメージはプレビューで確認しながら行ってください。 

④合計欄の指定 

項目名 説             明 

印字位置 明細行に詰める 

例えば明細行が２行しかなかったような場合、ページの半分にも達し

ませんが、この明細行に詰めて合計項目を印字します。最終的にペ

ージの下半分何も印字されていないというイメージになります。縦罫線

を使用しない場合などに使用します。 

最下行に位置固定 

上記例のような場合で、縦罫線を使用するので合計欄を上に詰めな

いで常にページの下部に固定して印字したい場合などに指定しま

す。 

複数頁時の表示

方法 

最終ページ 

１ページ内で収まる場合は関係ありませんが、複数ページになった場

合で合計欄の印字位置が最下行固定の場合はこの設定が有効にな

ります。明細行に詰めて印字する場合はなりゆきで最終ページにしか

印字できませんので、この設定は無視されます。 

初期ページ 

複数ページになった場合で合計欄の印字位置が最下行固定の場合

この設定は有効になります。 

⑤備考欄の指定 

項目名 説             明 

印字位置 合計欄の下に印字 

備考欄は合計欄の下に印字されます。 

承認枠の左に印字（４行固定） 

備考欄はタイトル情報の下、承認枠の左に印字されます。承認枠の印

字有無は関係しませんが、この位置に印字する場合は強制的に４行

分（約２センチ）確保されます。 

複数頁時の表示

方法 

最終ページ  複数ページになった場合に有効な設定となります。 

初期ページ  複数ページになった場合に有効な設定となります。 

備考欄タイトル 備考欄のタイトル名初期値です。 

見積備考欄を４行

分常に印字する 

ここがチェックされた場合で承認枠の左に印字しない場合に有効とな

ります。金額欄の下に印字される場合でこのチェックがされていない場

合、備考行数分しか備考欄枠は確保されません。 

⑥明細行開始位置 

通常、全てのタイトル情報印字で１９行分の領域を確保されますが、単一ページ、複数ページ

でのタイトル項目の印字指定によりタイトル領域を詰め、その分明細行に割当てる場合はこの

設定を変更します。 



ヘッダ部の高さを指定する 

この設定をチェックすると、画面右横に詳細設定が表示されます。 

この設定は、ヘッダ部と明細部（ヘッダ部以外）それぞれで行数設定しても相互に影響がないよ

うにするために設けられました。 

タイトル部の用紙高さにおける比率（％） 

たて方向の印字可能領域を１００％として、タイトル部は何％を占めるかを設定します。従来の

設定に近い値は「２９％」です。 

行数指定 

タイトル部、明細部でそれぞれの行数設定を行います。従来の設定に近い値は、タイトル部で

「２０行」、明細部で「４６行」です。（明細部は合計、備考を含めたタイトル部以外を指します。） 

明細部と合計部の間を空ける 

チェックすると明細部と合計部の間に１行分アキを取ります。 

⑦得意先名の印字指定 

得意先マスター上２行で名称登録している場合でも１行で印字したい場合チェックします。 

６                      
集計項目のタブを選択します 

 

［出力選択］ 

見積書の合計欄の出力項目を設定します。 

項目名 説             明 

制作基本費合計 「見積画面設定－工程情報」で固定費で登録されている工程合計を

右に設定されている項目名で印字することができます。 
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印刷・加工費合計 「見積画面設定－工程情報」で変動費で登録されている工程合計を

右に設定されている項目名で印字することができます。 

運送費 見積集計画面で入力される運送費の印字設定項目です。 

項目合計額 工程合計＋運送費の印字設定項目です。 

管理費１、２、合計 見積集計画面で管理費１と２を区別して使用される場合には両方印字

項目にする必要があります。管理費１のみ使用される場合は管理費１

または管理費合計のどちらかを印字項目にしてください。 

単価調整額 見積集計画面で単価調整額を使用する場合は必要です。使用目的

を変え「値引き額」として使用することもできます。 

見積合計額 課税前の合計額です。 

消費税 消費税額の印字設定をします。見積上で消費税を計算していても、こ

の設定が外れていると合計欄の消費税は印字されません。 

折込料 チラシ等の折込料を見積書に印字する場合は必要です。入力は見積

集計画面にありますが、マスター設定（営業集計画面）で折込料を使

用するように設定しておかなければ使用できません。 

特別小計額 ある集計項目同士の小計を取りたい場合に使用します。別途説明アリ 

合計金額 上記全ての合計金額です。 

枠外備考 見積書の左下に印字される項目です。別途説明アリ 

 

［出力内容］ 

集計項目の印字タイトルを設定します。設定文字数はすべて全角２２文字までです。 

［出力順］ 

集計項目の印字順序を設定します。 

［単価表示］ 

クリックすると「する」になり、一部単価が印字されます。 

特別小計の使用方法 

チェックして表示される［小計対象選択］ボタンから表示される画面で小計対象となる集計項目

を選択します。 

枠外備考の付加機能 

チ

ェ

ッ

チェックされると、枠外備考に関する特殊使用という選択ボックスが表示されます。例えばこの

一覧から「相手担当名を先頭に連結」を選び、固定備考文字を「様よりお見積を頂きました。」と

すると、「相手担当名＋様よりお見積を頂きました。」と印字されます。 

見積もる環境を設定する 2-75 



※ この機能は主に見積計算書用に用意されています。 

７                      
会社ロゴ表示のタブを選択します 

会社ロゴ等ビットマップ表示設定 

会社名、住所情報はマスター情報から印字できますが、会社ロゴなどの画像データはここで設

定します。ビットマップデータは独自に作成し、用意する必要があります。上記画面のイメージ

は弊社独自に作成しているものです。ビットマップは最大で２つまで設定可能で、２つ目は［ビッ

トマップ+1］タブで設定します。 

以下では「自社ロゴ.BMP」というビットマップを仮に作成したと仮定して説明します。 

１． どのファイルを自社情報ビットマップとするかを設定します。［検索］ボタンをクリックすると、

このプログラムの起動場所フォルダ内（PSAPI）を表示する画面が表示されます。 

作成したビットマップはこのフォルダ内に入れておいてください。表示された画面よりファイ

ルを選択し［開く］で戻ります。 

２． イメージ確認できると思いますが、実際の印字イメージはプレビューで確認してください。イ

メージの右にある「表示幅、表示高さ」はミリ単位で設定してください。 

表示位置の設定 

表示位置の設定には２通りあります。ひとつは「住所情報の左の開始位置に合わせる」方法で

すが、これはマスター情報から印刷される会社名、住所の上にロゴのみを印字する場合に有効

です。 

ビットマップ＋１ 

もうひとつは、表示位置を任意に座標指定する（ミリ単位）方法です。こちらはビットマップ自体
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に会社名、住所を含んでいる場合などでマスター情報から印刷される会社名、住所を印字しな

い場合に有効です。もちろんロゴのみの場合でもこちらの指定方法で微調整することができま

す。ビットマップを２種類設定する場合もこちらで位置指定してください。 

但しビットマップ同士を重ね合わせての印字はできませんのでご注意ください。 

８                      
大項目のタブを選択します 

⑤

④

③

②① 

①大項目の設定 

工程単位での印字有無、工程タイトル名、印字順序、工程明細の印字有無の設定を行います。

出力項目の「仕様一覧」とは、基本仕様行のことです。 

②数量、単価、金額項目をチェックすると 

各工程明細タイトルの数量、単価、金額は共通に使用されるので、重複する場合印字を省略さ

せることができます。 

③以下余白欄をチェックすると 

見積もり明細印字後、この後にもう明細はないことを明示します。全角１６文字まで有効です。 

④印刷、用紙、加工項目をチェックすると 

チェックすると、それぞれの工程明細に対して単価モードを印字します。 

  印刷 → 台／通 

  用紙 → 枚／Kg／ｍ／㎡ 

  加工 → 台数計算時のみ（台）と印字 

⑤大項目の設定 

見積書タイプが「一式タイプ」の場合にチェックします。代替明細を印字する場合や、一式見積

を印字する場合に使用します。 
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特殊設定（大項目印字時の印字オプション） 

通常は表示されませんが、ある条件の場合でのみ表示される設定があります。 

この設定は、縦罫線を使用しない設定で且つ工程明細をまったく印字しない設定の場合に表

示されます。設定するとこのようにタイトル、金額が中央に寄ります。 

特殊設定（見積計算書専用） 

見積書タイプが「計算書タイプ」の場合、見積計算書（明細タイプ）の明細行に備考や利益率を

印字するオプション設定が表示されます。 

９                      
工程明細項目タブを選択します 

各工程の項目別出力を設定します。 

基本仕様と各工程明細項目印字チェック及び項目タイトル名を設定することができます。 

以下では基本仕様内の固有の設定について説明します。 
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基本仕様（仕様欄の出力項目を減らしても項目幅を調整しない） 

印字項目数を減らすと、減った項目分他の項目で調整され右端の印字位置は変わりませんが、

この設定をチェックすると、項目調整しなくなります。（上図参照） 

見積計算書の場合 

見積計算書の場合は、基本仕様はありません。代わりに明細タイトル名を変更することができま

す。各工程においては数量～金額以外の印字チェックは機能します。 

10                      
保存は画面右下の［記録］ボタンか、ファイルメニュー→設計ﾃﾞｰﾀの上書き保

存を選択します 

でも同じです。 

11                      
名前を付けて保存すると、「見積書設計情報のコピー」画面が表示されます 

まだ使用されていない新しい２桁の見積書識別ＩＤコードを付け、識別名称を全角１５文字内で

入力し[複写]ボタンをクリックしてください。存在しないコードであれば新規追加登録されます。 

これは画面右下の[コピー]ボタンと同じです。 
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12                      
イメージ表示を選択すると、見積書ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ画面を表示します 

でも同じです。 

実データを表示できませんので、複数ページ時の設定等はイメージ確認できませんのでご注

意ください。 

13                      
既存設計データをコピー、削除するには 

識別IDコピーと同じです。 

識別ID削除と同じです。 

14                      
識別IDの右横にある［見積時の初期使用登録］ボタンをクリックすると 

見積明細書タイプ、見積一式タイプ、見積計算書タイプそれぞれで省略時で使用する識別ID

を登録することができます。それぞれのボタンをクリックし、識別ID照会画面より選択してくださ

い。［OK］で記録されます。 
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15                      
識別IDの右横にある見積書発行プログラム［見積時の初期使用登録］ボタン

をクリックすると 

これは見積明細書を専用に作成した場合に使用します。一覧から「専用プログラム」を選択する

と、その下にプログラムIDを設定する項目が表示されます。実際に専用プログラムを作成するの

は困難ですので、この設定を通常行うことはありません。 

16                      
見積設計識別名を変更する場合は直接変更します 
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見積番号を設定する 

管理したい見積番号を設定します。この設定をもとにデータベース内で番号が採番されます。 

１                      
［マスター保守］→［見積番号設定］を選択します 

管理ID＆初期番号の設定 

項目名 説             明 

管理部 ５桁までの半角英数字が使用できます。出荷時で「＊」が１行あります

が、この「＊」文字は便宜上表示しているだけで、実際にこの文字が番

号に使用されるわけではありません。新しい管理部を登録したい場合

は、［行追加］ボタンをクリックします。一回クリックする毎に一行設定行

が増えます。 

採番部 連番の初期値を設定します。 

注意 

実際の見積データの見積番号が７０番まであったとします。見積削除

で５０～６０番の見積を消しました。その後この画面で初期値を５０番

としました。 

この後見積を登録していくと、６０までは自動採番されますが６１から

７０は既に見積が存在するため、連続して採番できません。６０の後

は７１に飛びます。 

桁数 見積番号の桁数を何桁にするか設定します。 

現在値 次回見積時、自動採番されるのは現在値＋１の番号から採番されま

す。１番から採番したい場合は採番部をゼロにする必要があります。 

※一度登録した管理番号を削除したい場合、桁数をゼロにして［登録］してください。その管理

IDは削除されます。 

見積管理IDの設定 

ここでは、複数の見積管理IDを設定した場合にどの管理IDを使用するのかを設定します。 

項目名 説             明 

省略時で使用する

管理ID 

常時使用する管理IDを設定します。C/S環境*でお使いの場合、この

設定が全てのクライアントで使用されます。 

2-82 見積もる環境を設定する 



※但し次の項目がチェックされた場合は異なります。 

この機械で管理す

る 

ここをチェックすると、この機械で管理できる管理IDが設定できます。

 

C/S環境のクライアントであった場合、そのコンピュータは省略時の管

理IDでは採番されなくなります。 

※みつもさぴえんす単体としてお使いになる場合は設定する必要は

ありません。 

ローカル見積デー

タの転送機能を使

用する 

この設定はC/S環境でお使いで且つ見積をサーバーと切り離して使

用する（モバイル環境で使用する）ケースに使用します。 

 

サーバー切り離し時、サーバー接続時ともに同じ管理IDが使用されま

す。「第５章 こうしたい時どうするの？→モバイル環境で見積書を作

成したい」の項と関連しますので、ご使用になる場合は、そちらもご参

照ください。 

※みつもさぴえんす単体としてお使いになる場合は設定する必要は

ありません。 

*C/S環境とは、みつもさぴえんすネットワーク版または、プリントサピエンスの場合を指します。 
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データベース環境を設定する 

見積書を保管しているファイル名や単価マスターを保管しているデータベース名を変更するこ

とができます。 

・複数の営業マンの見積を管理する時 

・得意先毎にマスターを別けなくてはならない時 

などにご利用ください。 

ファイルの複写、移動はWindowsのファイル操作(エクスプローラ)で行ってください。 

１                      
［マスター保守］→［データベース環境］を選択します 

出荷時の「みつもさぴえんす」は以下の環境下で作動しています。 

 単価マスターや見積条件のあるファイルと過去の見積書を保存してあるファイルを任意に変更

できます。 

２                      
データーベース名を参照して選択します 

見積マスターＤＢ sapimast.mdbが単価マスターや条件があるファイルです。 

見積ファイルＤＢ sapifile.mdbが見積書の保存してあるファイルです。 

 

ネットワーク版または、プリントサピエンスでご使用の場合 

この画面の左下のボタン［ローカルファイル環境設定］をクリックすると、前出の画面が表示され

ます。この画面では、マスター情報データベースと見積結果データベースの使用場所を切り替

えることができます。マスターデータを個人で管理し、見積りデータをサーバーで管理するなど

の用法が考えられますが、見積り番号がぶつからないように管理しなければなりませんし、保守

作業を考慮した場合あまりお勧めできるものではありません。 
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企画の初期設定 

自社の単価マスターを設定する前に、単価テーブルの設定条件を登録します。単価テーブル

は単価種別（A～Z）毎に作成できるためその単価種別毎に単価計算条件を設定することがで

きます。単価種別は全工程単価マスター内で一つでも存在するものの一覧から選択できます。

言い換えると、どの工程単価にも存在しない単価種別の初期設定は行えません。 

１                      
［マスター保守］→［単価初期設定］を選択します 

２                      
単価種別を選択し、［企画］をクリックします 

 

この画面で単価種別の下に［単価/予備率表の使用］というボタンがありますが、これ

は単価データを設定する時、判型別に単価設定があるがＡ３以下のサイズはすべて

同じ単価という場合にそれ以降の単価を入力しないでも同じ単価と認識させる設定を

登録できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３                      
変更者の名前を入力（入力は任意）するには 

ボタンを押すと社員名の検索ができます。（変更者名の説明は以降省略します） 
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４                      
変形寸法の検索判型単価の設定します 

 仕上判型が変形寸法の時、製版単価表の何版単価で計算させるか、選択肢の中から選択し

ます。 

１：仕上判型が入り、かつ一番近い規格判型 

仕上判型が縦・横寸法とも入る規格判（Ｂ１～Ａ８）の中で最も近い規格判型の単価を捜して計

算します。 

★注：変形判の仕上判型が±３％の範囲に該当する規格判型で計算されます。 

例１ 

仕上判型が「320×200」の時、Ａ４規格（297×210）には入らないので 

⇒Ｂ４判で計算されます。 

つまり、Ａ４判で計算する寸法は、変形判の縦・横寸法が以下の範囲に入る場合です。 

例２ 

縦寸法は⇒297㎜×3％の大小の範囲  306㎜～289㎜ 

横寸法は⇒210㎜×3％の大小の範囲  217㎜～204㎜ 

２：上記判型の１ランク小さい規格 

１で求めた判型より、１ランク下（１回り小さい判型）で計算されます。例えばA4ならB5で計算さ

れます。 

３：面積に該当する判型 

変形判の面積が、規格判型の面積に最も近い判型で計算されます。 

４：変形寸法の縦横の長さ（縦＋横）が入る判型 

例 

縦寸法 180㎜  横寸法 325㎜の時 

縦寸法（180㎜）＋横寸法（325㎜）＝505㎜に近い規格寸法を求めると、 

Ａ４規格判（210＋297＝507㎜）が最も近似値になります。 

従って、判型はＡ４判の単価を捜して計算します。 
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５                       
端数処理を設定します 

 原単価に割増率を掛けたりすると単価に端数がでることがあります。自動的に端数処理すると

きは端数処理する金額の単位と丸め方法を設定してください。 

この例では0.01円未満を切上る設定なので、例えば1.25の10％増しは1.25×1.1＝1.375円で

すので、３桁目の５を切り上げ、1.38となります。 

① 範囲（1000～0.0001） 

② 切り捨て、四捨五入、切り上げ 
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制作の初期設定 

１                      
［マスター保守］→［単価初期設定］を選択します 

２                      
登録する単価種別を選択し、［制作］をクリックします 

３                       
変形寸法を設定します（企画初期設定を参照してください） 

「一般オフ」とは端物／頁物を使用して見積もる場合で、「フォーム」とはビジネスフォームを使

用して見積もる場合に適用されます。 

４                       
端数処理を設定します 

制作工程での単価端数処理方法を設定します。原単価に割増率を掛けたりすると単価に端数

がでることがあります。自動的に端数処理するときは端数処理する金額の単位と丸め方法を設

定してください。（具体的な説明は「企画初期設定」を参照してください。） 
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製版の初期設定 

１                      
［マスター保守］→［単価初期設定］を選択します 

２                      
登録する単価種別を選択し、［製版］をクリックします 

３                      
変更寸法の検索判型単価を設定します（企画初期設定を参照してください） 

「一般オフ」とは端物／頁物を使用して見積もる場合で、「フォーム」とはビジネスフォームを使

用して見積もる場合に適用されます。 

４                      
写真点数による比例配分を設定します 

写真製版（線画版、網版、カラー版）料はサイズ別の写真点数ランク別単価設定ができます。 

一般に製版１台あたりに入る写真点数が多くなると、製版作業が難しくなりますので写真何点ま

ではいくら、何点以上はいくらといった設定が可能です。このとき点数ランクの間の点数の場合

どうするかの設定をします。 

※点数ランクではなく作業難易度の表現で単価設定したい場合は、仕様項目テーブルの単価

ランクを難易度設定に変更します。（「第４章 マスター保守の仕様項目テーブル」を参照してく

ださい。） 
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以下に比例配分について説明します。 

点数 Ａ４ 

10 1000 

20 1500 

30 2000 

上記のような単価テーブルで、実際の写真点数が２２点の場合 

比例配分しない ３０点の単価２０００円が採用されます。 

比例配分する （２２ｰ２０）÷（３０－２０）×（２０００－１５００）＋１５００＝１６００円 

  ランク間のどの位置を占めるかを計算し、単価をベース単価を元に計算

します。 

５                       
色校正の計算方法を設定します 

色校正項目の計算方法を設定します。計算式に色数を含めたくない場合には設定する必要が

あります。 

６                       
色校正の枚数出しを設定します 

色校正出しの基本枚数を設定します。この枚数までを色校正料とします。校正出しの計算方法

は、「版数（色数）×単価」で計算されます。この基本枚数を超える分は自動的に色校増刷料が

計算されます。色校増刷料の計算方法は、「超えた枚数×単価」となります。 

７                       
端数処理を設定します 

制作工程での単価端数処理方法を設定します。原単価に割増率を掛けたりすると単価に端数

がでることがあります。自動的に端数処理するときは端数処理する金額の単位と丸め方法を設

定してください。（具体的な説明は「企画初期設定」を参照してください。） 

 



DTPの初期設定 

DTP単価マスターは、「見積画面設定」の基本仕様［一般］で制作／製版の見積もり方法を

「DTP単価で見積もる方法」を選択している場合に使用することができます。言い換えると「制

作／製版単価で見積もる方法」を選択している場合は、DTP単価を使用することができず、こ

の設定も有効となりませんのでご注意ください。またビジネスフォームを使用する場合もDTP

単価は使用されません。 

１                      
［マスター保守］→［単価初期設定］を選択します 

２                      
登録する単価種別を選択し、［DTP］をクリックします 

３                       
変形寸法を設定します（企画初期設定を参照してください） 

４                       
端数処理を設定します 

DTP工程での単価端数処理方法を設定します。原単価に割増率を掛けたりすると単価に端数

がでることがあります。自動的に端数処理するときは端数処理する金額の単位と丸め方法を設

定してください。（具体的な説明は「企画初期設定」を参照してください。） 
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刷版の初期設定 

１                      
［マスター保守］→［単価初期設定］を選択します 

２                      
登録する単価種別を選択し、［刷版］をクリックします 

３                      
刷版の場合さらに刷版種類を選択し、［平台］をクリックします 

４                      
紙質による刷版の耐刷最大通し数の設定します（この画面から刷版種別を

変更できますが、更新するのを忘れないでください） 

刷版は、印刷するごとに摩耗し印刷再現が悪くなります。見積り計算時に、通し数の設定値を

超えると自動的に版数が１色につき１版ずつ加算されます。版替え通し数は、紙質別に設定で

きます。この紙質は用紙マスターの用紙情報として登録されてますので、使用される用紙により

ここで設定された割増率が適用されます。割増をしない場合はすべてゼロに設定してください。 

面付け数による比例配分の設定 

紙質の一番下で設定します。見積り計算時に自動計算された刷版の面付け数が、単価表に設
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定してある面付数欄の中間値であった時、比例配分した単価で計算させるか、させないかを設

定します。内容の説明は、製版初期設定の「４．写真点数による比例配分の設定」を参照してく

ださい。 

端数処理 

原単価に割増率を掛けたりすると単価に端数がでることがあります。自動的に端数処理するとき

は端数処理する金額の単位と丸め方法を設定してください。設定内容は企画初期設定の「５．

端数処理」を参照してください。 

５                      
刷版種別「フォーム」の場合 

刷版種別がフォームの場合、若干特別な情報が表示されます。表の列タイトルが変わります。 

ＰＳ版→オフ輪印刷、平圧樹脂版→平圧印刷、輪転樹脂版→凸輪印刷、ゴム版→裏カーボン

印刷＆減感印刷に対応します。出荷時にはゴム版の耐刷数は設定されていません。 

単価設定用判型タイトル名 

他の刷版単価の列タイトル（判型サイズ）は固定ですが、フォーム刷版単価に関してはＰＳ版に

関してのみ設定を持っていますので、そちらで修正することができます。 
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印刷の初期設定 

１                      
［マスター保守］→［単価初期設定］を選択します 

２                      
登録する単価種別を選択し、［印刷］をクリックします 

３                      
印刷の場合さらに印刷種類を選択します 

４                      
割増（インキ/ベタ）のタブを選択します 

割増インキの設定 

通常「金」や「銀」等特色インキを使用して印刷する場合、印刷費は割増されます。特色インキ

を使用する場合には、インキの種類により、Ａ～Zの２６段階に分けて割増率を設定できるように

なっています。「割増率」にはＡ～Zランクのそれぞれの割増率を設定します。 

項目名 説             明 

色校区分 見積時に特色指定する場合、その分の色校正を自動見積する、しな
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いを特色グループ別に設定します。チェックされた特色グループは色

校見積対象外となります。 

割増％ 特色グループ毎の割増率を設定します。 

インキ名 特色グループ毎に最大５つまでインキ名が設定可能です。インキ名は

全角８文字（半角１６文字）までです。 

ベタ刷割増の設定 

ベタ刷り割増率の初期値を「ベタ刷り」と「半ベタ刷り」の２通りで設定できます。見積時、この設

定値は変更できます。 

５                       
 紙厚による割増設定のタブを選択します 

極薄い紙や厚い紙で印刷するときも、印刷単価を割増すことができます。 

薄紙割増：四六判に換算して何Kgまでの薄紙を何％割増するか指定します。 

厚紙割増：四六判に換算して何Kgまでの厚紙を何％割増するか指定します。 

厚紙の場合は２段階に指定できます。 
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６                       
紙質による割増のタブを選択ます 

紙質により、印刷通し効率が悪くなる場合があります。ここでは、紙質別に印刷単価を割増すこ

とができます。この紙質は用紙マスターの用紙情報として登録されてますので、使用される用紙

によりここで設定された割増率が適用されます。 

 ７                      
料金の計算方式のタブを選択します 

料金の計算方式の設定 

 印刷費を計算する方法は、セット料金を含む

方式とセット料を別立てで計算する方法の２通

りがサポートされます。セット料項目は印刷単

価項目に「セット料」を用意しています。 

「セット料別立て」にすると、その該当項目と積

算条件設定項目が表示されます。積算条件では、印刷通し数により、単価が台単価となる場合
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もセット料を積算するかしないか、といった条件判断を設定します。 

印刷判型別にセット料を見積もりたい場合 

「印刷機別セット料の設定を行う」をチェックしてください。この場合上記の「セット料項目」は設

定されていても見積計算時には無視されます。その代わり、印刷単価設定画面にてセット料を

設定する必要があります。 

印刷単価の比例配分計算の設定 

単価表に設定された数量ランク間に位置する時、その数量差に比例して単価計算できます。 

比例配分の考え方につては「製版初期設定－写真点数による比例配分」の項を参照 

端数処理 

原単価に割増率を掛けたりすると単価に端数がでることがあります。自動的に端数処理するとき

は端数処理する金額の単位と丸め方法を設定してください。 

端数処理の設定方法は「企画初期設定－端数処理」の項を参照 

計算式の初期値 

通し計算、台計算を行う場合の省略時を設定します。 

８                      
印刷種別「フォーム」の場合の計算方法タブを選択します 

料金の計算方式の設定 

印刷費を計算する方法は、フォーム以外の場合と同様ですが、セット料項目は「フォーム印刷

設定」タブで設定されます。積算条件では、印刷通し数により、単価が台単価となる場合もセッ

ト料を積算するかしないか、といった条件判断を設定します。 
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印刷判型別にセット料を見積もりたい場合 

「印刷機別セット料の設定を行う」をチェックしてください。この場合「フォーム印刷設定」タブの

「セット料項目」は設定されていても見積計算時には無視されます。 

計算式の初期値 

通し計算、台計算を行う場合の省略時を設定します。 

９                      
フォーム印刷設定タブを選択します 

このタブは印刷種別が「フォーム」の場合にのみ表示されます。 

フォーム印刷単価の割増条件 

裏カーボン印刷、減感・増感印刷に付いては３つの積算方法から選択できます。 

積算方法 説             明 

同一行で１色分加算 単純に表刷り色数が１色加算されます。 

別行で１色分加算 １色分別明細として作成されます。 

別行で割増率で作成 選択ボックスに右横に割増率選択ボックスが表示されるので、該当

する割増インキを設定します。別明細として指定された割増率で作

成されます。 

白紙印刷の場合は通常刷り単価に対する割増（割引）率として計算されます。 

フォーム基本組付け料項目 

平圧、凸輪、オフ輪別にセット料項目を設定します。「計算方法」タブでセット料を別立てで積算

する方式を選択している必要があります。 

※印刷機別セット料の設定を行う場合は、この設定は無視されます。 
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加工の初期設定 

１                      
［マスター保守］→［単価初期設定］を選択します 

２                      
登録する単価種別を選択し、［加工］をクリックします 

３                      
種類と形式を選択します 

４                      
紙厚割増率設定のタブを選択します 

一般に紙が厚くなると加工効率が悪くなります。見本の初期設定では、連量が110Kgを越えると

割増計算するように設定してあります。連量は四六判を基準とし、見本の例の場合、見積仕様

で連量値を四六判換算で135Kgにすると、自動的に化粧断ち単価表の値に10％の割増をして

計算します。（紙厚は四六換算連量で判断されます。） 

加工単価の判型タイトルについて 

加工単価テーブルでは加工内容により設定できる判型が用意されています。その説明を表記
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しています。この設定は固定ですので、変更することはできません。 

５                      
紙質による割増設定のタブを選択します 

紙質により加工効率が悪くなる場合があります。ここでは、紙質別に加工費の割増率を指定で

きます。（出荷時では、全て０％で設定されています） 

横長本の割引率の設定 

選択した項目によって設定可能となります。 

加工単価の比例配分計算の設定 

登録した数量の中間の時の処理を登録します。 

比例配分の考え方につては、「製版初期設定－４．写真点数による比例配分」を参照してくださ

い。 

６                      
変形寸法の検索判型単価の設定のタブを選択します 

加工判型が変形判の時、どの判型単価で計算させるかを設定させます。通常１か５を設定しま

すが、「３．変形判として登録してある判型単価」を指定すると、各単価表にある「変形」欄の単
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価で計算されます。但しこれだとＡ５変形もＢ３の変形も同じ単価になってしまいます。これを避

ける場合は、「６．変形判を割増率として使用」を選択してください。この設定はどういうことかと

いうのを、Ａ４より少し小さいサイズを例にとって説明します。 

Ａ４ Ｂ５ … 変形判（％） 

1000 800 … 20 

２．の設定に従うのでＡ４より少し小さいＢ５と解釈され、変形判の割増率が２０％で設定されて

いるので、800×1.2＝960 となります。 

 

縦267、横630の変形判を見積もる場合の例 

以下では上記の例で、それぞれの設定でどう変わるかを表しています。 

設定１ 「Ｂ２」単価で計算されます。 

設定２ 「Ａ２」単価で計算されます。 

設定３ 「変形」欄に登録した単価で計算されます。 

設定４ 「Ｂ３」単価で計算されます。 

設定５ 「Ａ２」単価で計算されます。 

設定６ 「Ａ２」単価×割増率で計算されます。 

端数処理 

原単価に割増率を掛けたりすると単価に端数がでることがあります。自動的に端数処理するとき

は端数処理する金額の単位と丸め方法を設定してください。設定内容は企画初期設定の「５．

端数処理」を参照してください。 

７                      
セット料設定のタブを選択します 
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印刷単価初期設定のように、セット料を加工作業ごとに積算したい場合にチェックします。加工

単価設定画面の１行目がセット料設定用に用意されます。 

８                      
用紙加工予備率設定のタブを選択します 

この設定は、用紙加工予備の設定にある「加工付帯予備率」設定の加工単価形式ごとの省略

時の値となります。項目別の付帯予備率が設定された場合は、そちらを優先します。 

９                      
形式が「とじ加工」の場合を設定します 

④ 

③ 

② 

① 

 とじ加工の場合初期設定画面に「とじ料計算方法」というタブが表示されます。ここでは各とじ

形式ごとの計算方法を設定することができます。但しこの設定をしなくとも自動計算は行えます。 
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①とじ形式 

「中とじ」、「無線とじ」といった形式を選びます。 

②【本文/表紙折り加工料】の基本単価 

基本料を使用する場合、何台までを基本料単価扱いとするかを設定します。設定がない場合

は１０台と解釈されます。 

※基本料単価を使用しない場合は、とじ単価マスターの基本料単価を削除してください。 

③【背加工料】の基本単価 

本文/表紙とは別に基本料単価扱いにする台数を設定できます。設定がない場合は１０台と解

釈されます。 

④セット料金を見積もる 

セット料金は単純に「セット料 ○○○○円」という見積項目を作成します。セット料が必要な場

合は、料金とセット料金を見積もる対象限度台数及びセット料項目とする仕様項目を設定しま

す。セット料見積対象となった場合、通常の折り加工料、綴じ料も積算されます。 

設定を登録する 

設定を記録する場合、とじ形式ごとに記録する必要がありますので、「とじ料計算方法」タブ内

の［登録］ボタンで記録します。その他のタブ内容の登録は８で行います。 

10                      
 種類が「フォーム加工」の場合を設定します 

フォーム加工では丁合加工時の計算方法を設定することができます。 

１． １パーツ仕上諸掛 

１パーツの場合の１折あたりの諸掛料を単価マスターの丁合料グループに設定することができ

ますが、ここでその単価項目が丁合製本加工ではなく仕上げ諸掛項目であると認識させます。 

２． OCR,OMR仕上諸掛 

用紙がOCR,OMRの場合、仕上げ諸掛料として丁合単価に加算させることができます。 
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2-104 見積もる環境を設定する 

３． 異種紙質または異種寸法の丁合割増 

※１セットあたりの送り寸法が異なる場合に丁合単価が割り増されます。 

４． 規格寸法 

設定された送りインチサイズを超えた場合、設定単位で割り増されます。 

５． 最低料金 

設定された料金に満たない場合は、ここで設定された料金が採用されます。単価マスター上で

設定した場合は、そちらが優先されます。 

 

 



用紙予備条件(一般)を設定する 

１                      
［マスター保守］→［単価初期設定］を選択します 

２                      
登録する単価種別を選択し、［用紙予備（一般）］-［用紙予備条件］をクリック

します 

３                      
 「色数条件」のタブを選択します 

予備率表の「色数による調整」の計算条件設定 

１～３のいずれかを選択してください。 

① 予備枚数＝通し数×該当色数の予備率で計算させる場合 

【計算式１】 

印刷予備枚数＝ 

通し数×台数×（表＋裏の色数別予備率）×用紙比×（紙質、紙厚割増率） 

※（表＋裏）の色数には特刷色数も含まれます。 

  用紙比は全判に対する比率（半裁なら0.5）のことです。 

 

例題 
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2-106 見積もる環境を設定する 

10,000部 Ａ４判 24頁  色数 表４色、裏４色  特刷り 表２色、裏２色 

1) Ａ全判  16頁×１面×１台 通し数（10000） 

2) Ａ全判  ８頁×２面×１台 通し数（ 5000） 

計算例１ 

10,000部 Ａ４判 24頁  色数 表４色、裏４色  特刷り 表２色、裏２色 

1) Ａ全判  16頁×１面×１台 

  10000通×１台×（６＋６の予備率）×１×（紙質、紙厚割増率） 

2) Ａ全判  ８頁×２面×１台 

   5000通×１台×（６＋６の予備率）×0.5×（紙質、紙厚割増率） 

 

1) と 2) の合計をこの場合の印刷予備枚数とします。 

※但し、1,0000と5,000は印刷予備率表に存在するものとします。 

実通し数に対して計算するか、予備率表通しランク数に対して計算するかは、「計算条件」にて

決定されます。 

☆最大通し数以上は、最大通し数の予備率で計算されます。 

 

② 予備枚数＝通し数×予備率×色数で計算させる場合 

【計算式２】 

印刷予備枚数＝ 

通し数×台数×（表＋裏の色数別予備率）×色数×用紙比×（紙質、紙厚割増率） 

※（表＋裏）の色数には特刷色数も含まれます。 

  用紙比は全判に対する比率（半裁なら0.5）のことです。 

計算例２ 

10,000部 Ａ４判 24頁  色数 表４色、裏４色  特刷り 表２色、裏２色 

1) Ａ全判  16頁×１面×１台 

  10000通×１台×（６＋６の予備率）×12色×1×（紙質、紙厚割増率） 

2) Ａ全判  ８頁×２面×１台 

   5000通×１台×（６＋６の予備率）×12色×0.5×（紙質、紙厚割増率） 

1) と 2) の合計をこの場合の印刷予備枚数とします。 

※但し、1,0000と5,000は印刷予備率表に存在するものとします。 

③ 予備枚数＝通し数×「１＋０」の予備率×色数で計算させる場合 

【計算式３】 

印刷予備枚数＝ 

通し数×台数×（１＋０の色数別予備率）×色数×用紙比×（紙質、紙厚割増率） 

※（表＋裏）の色数には特刷色数も含まれます。 

  用紙比は全判に対する比率（半裁なら0.5）のことです。 

計算例３ 

10,000部 Ａ４判 24頁  色数 表４色、裏４色  特刷り 表２色、裏２色 

1) Ａ全判  16頁×１面×１台 

  10000通×１台×（１＋０の予備率）×12色×1×（紙質、紙厚割増率） 

2) Ａ全判  ８頁×２面×１台 

  5000通×１台×（１＋０の予備率）×12色×0.5×（紙質、紙厚割増率） 

1) と 2) の合計をこの場合の印刷予備枚数とします。 



※但し、1,0000と5,000は印刷予備率表に存在するものとします。 

いずれかを選択してください。 

４                       
「紙質割増」のタブを設定します 

印刷用紙の種類による割増率 

用紙の種類によって、印刷予備枚数を割り増しできます。紙質別に割増をする場合は、それぞ

れの紙質別に割増率を設定してください。 

５                      
「紙厚割増」のタブを設定します 

連量（紙厚）割増率の設定 

①薄紙割増        四六判に換算して何Kgまでの薄紙を何％割増しするか指定します。 

②厚紙割増        四六判に換算して何Kgまでの厚紙を何％割増しするか指定します。 

                   厚紙の場合は２段階に指定できます。 
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６                      
「計算条件」のタブを設定します 

③ 

② 

① 

①予備率表ランク基準の設定 
印刷予備 

通常は通し数連動を設定します。「(2)予備率表の「色数による調整」の計算条件設定」で説明

している計算式はこの設定が有効になります。 

通し数を全判換算してから予備率計算チェック 

この項目をチェックしないと、例えば半裁で5,000通しなら5000の予備率を採用し、計算中で

全紙換算率を掛けます。チェックした場合は、5,000通しを2,500通しに換算した値で予備率

を求めます。この場合は計算中ではもう全紙換算率は掛けません。 

加工予備 

通常は部数連動を設定します。部数ランクに応じた予備率で計算されます。 

②予備枚数の計算設定 
比例配分 

予備率表に設定された数量の間の時、その率の差を比例して配分計算「する」か「しない」かを

設定します。 

比例配分の考え方につては「製版初期設定－写真点数による比例配分」の項を参照 

計算対象 

「予備率表のランク数量を基に計算」 

予備率表のランク数量に該当した通し数に対し予備率計算されます。実通し数が計算対象に

なる訳ではありません。 

「実数を基に計算」 

上記とは逆にランク数量に該当した通し数に対し予備率計算されるのではなく、実通し数が計

算対象になります。 

③印刷予備率表の特殊使用 
１行目に最低枚数を設定する 

（例：40,000通し、４＋０、A半歳、輪転） 
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通しランク 4＋0 

10,000以下 1,500枚 

20,000以下 4.56％ 

40,000以下 2.54％ 

1,500枚＋（40,000－10,000）×0.0254「40,000の予備率」×0.5「全判換算率」＝1,881枚 

７                      
 「加工予備率の特殊使用」のタブを設定します 

③

②

①

加工予備率の参照方法 
①加工予備率表を使用 

部数ランクによる予備率を使用します。（平台、輪転別設定） 

②品種（名称テーブル）を使用 

特殊な使用方法ですが、名称マスターの品種コード（HINSHU）別の数値項目に予備率を設定

します。加工予備を表現する品種を作成する必要がありますが通常は使うことはありません。 

③加工仕様項目単位（附帯予備）を使用 

加工項目ごとに予備率を設定することができます。 

④品種（名称テーブル）＋加工仕様項目（附帯予備）を使用 

②と③の両方を使用する設定です。率は加算されてから計算されます。 

 

①以外の場合の加工予備枚数計算方法 

・標準の計算式 ｛（部数×部数別予備率×全判比率）÷面付け数｝ 

・印刷予備枚数×加工予備率 
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用紙の加工予備率を設定する 

１                      
［マスター保守］→［単価初期設定］を選択します 

２                      
登録する単価種別を選択し、［用紙予備（一般）］-［用紙加工予備率（平）］を

クリックします 

３                      
部数を設定します 

この加工予備率は加工内容に関わらず計算されます。見積り基本仕様画面で設定された印刷

形式に基づいて計算されます。加工予備枚数の確認は、計算後の用紙タブ内で詳細画面を開

き、枚数内訳ボタンで確認できます。 

４                      
加工予備率を確認します 

部数に対応する加工予備率を設定してください。 

計算式は、（数量×用紙比×予備率）÷面付数で計算されます。用紙比とは、全紙で１、半裁

で０．５となる数値です。 

５                      
輪転の操作も同様ですので、説明は省略します 
出荷時は平台/輪転とも同じ値が入っています。 
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用紙の印刷予備率を設定する 

１                      
［マスター保守］→［単価初期設定］をクリックします 

２                      
登録する単価種別を選択し、［用紙予備（一般）］-［用紙印刷予備率（平）］を

クリックします 

３                      
［用紙予備（一般）/用紙印刷予備率（平）］画面が表示されます 

４                      
予備率データの変更します 

用紙予備率は、色数別の通し数（部数）ランクごとに設定されています。その予備率を設定でき

ます。範囲は「以下、未満、以上」の中から選択できます。 

 

［上項コピー］ 

フォーカスのあるセルの上の値をコピーし、フォーカスは下に移動します。 

［左項コピー］ 
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フォーカスのあるセルの左の値をコピーし、フォーカスは右に移動します。 

５                      
編集メニューの操作について説明します 

 

マウスで行または領域を選択すると、編集メニューから図の操作が行えます。 

項目名 説             明 

切り取り 選択された領域のデータをクリップボードにコピーし、領域内をクリアし

ます。 

コピー 選択された領域のデータをクリップボードにコピーします。 

貼り付け クリップボードに貼り付けられたデータを選択された位置に貼り付けます。 

行挿入 選択された行の前に空白行を挿入します。 

行削除 選択された行データを削除し、行を詰めます。 

６                      
オプションメニューの操作について説明します 

カーソル移動、率変更を制御できます。 

 

項目名 説             明 

縦方向ｶｰｿﾙ移動 Enterによるカーソル移動は省略時で横方向です。縦に移動したい場

合に選択します。 

横方向ｶｰｿﾙ移動 縦方向になったカーソル移動方向を横方向移動に戻します。 

一律［率］変更 マウスで領域を選択した場合にのみ仕様可能になります。選択された

領域の値を一律で割引、割増が行えます。（上図参照） 

変更前に戻す 選択された行の前に空白行を挿入します。 

 

 

2-112 見積もる環境を設定する 



７                      
［枚数表示］ボタンをクリックすると用紙予備枚数計算画面が表示されます 

この画面では設定された予備率から枚数を確認することがで

きます。また枚数を直接入力して率を計算することもできます。

［OK］で呼び出し元画面に更新します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８                      
輪転の操作も同様ですので、操作説明は省略します 

 

Ａ輪転とＢ輪転の２種類がありますが、出荷時は同率がセットされています。またＡ輪かＢ輪かを

判断する為に、仕様項目マスターで輪転区分が設定されています。（従来バージョンをお使い

の場合は設定がありません。設定が無い場合はＡ輪転と判断されます） 

仕様項目マスターの設定例 
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用紙予備条件(ﾌｫｰﾑ)を設定する 

１                      
［マスター保守］→［単価初期設定］を選択します 

２                      
登録する単価種別を選択し、［用紙予備（ﾌｫｰﾑ）］-［用紙予備条件］をクリック

します 

３                      
「色数条件」のタブを設定します 

予備率表の「色数による調整」の計算条件設定 

１～３のいずれかを選択してください。 

① 予備数＝製品メートル数×該当色数の予備率で計算させる場合 

【計算式１】 

印刷予備メートル数＝ 

実メートル数×（表＋裏の色数別予備率）×（紙質割増率＋紙厚割増率） 

※（表＋裏）の色数には特刷色数も含まれます。 

  予備率テーブルの数量ランクは折り数となります。 

例題 

1,000メートル  500折り  色数 表４色、裏１色 
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計算例１ 

1,000メートル  500折り  色数 表４色、裏１色 

  1000メートル×（４＋１で500折りの予備率）×（紙質割増率＋紙厚割増率） 

 

※但し、500折りは印刷予備率表に存在するものとします。 

予備率表にマッチした折り数に対して率が決定され、実メートル数に対して計算されます。 

☆最大折り数以上は、最大折り数の予備率で計算されます。 

 

② 予備数＝製品メートル数×該当色数の予備率×色数で計算させる場合 

【計算式２】 

印刷予備メートル数＝ 

実メートル数×（表＋裏の色数別予備率）×色数×（紙質割増率＋紙厚割増率） 

※（表＋裏）の色数には特刷色数も含まれます。 

  予備率テーブルの数量ランクは折り数となります。 

計算例２ 

1,000メートル  500折り  色数 表４色、裏１色 

  1000メートル×（4＋1で500折りの予備率）×5色×（紙質割増率＋紙厚割増率） 

 

※但し、500折りは印刷予備率表に存在するものとします。 

 

③ 予備数＝製品メートル数×（１＋０）の予備率×色数で計算させる場合 

【計算式３】 

印刷予備枚数＝ 

通し数×台数×（１＋０の色数別予備率）×色数×（紙質割増率＋紙厚割増率） 

※（表＋裏）の色数には特刷色数も含まれます。 

  予備率テーブルの数量ランクは折り数となります。 

計算例３ 

1,000メートル  500折り  色数 表４色、裏１色 

 1000メートル×（1＋0で500折りの予備率）×12色×（紙質割増率＋紙厚割増率） 

 

※但し、500折りは印刷予備率表に存在するものとします。 

いずれかを選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



４                       
「紙質割増」のタブを設定します 

印刷用紙の種類による割増率 

用紙の種類によって、印刷予備数を割り増しできます。紙質別に割増をする場合は、それぞれ

の紙質別に割増率を設定してください。 

５                      
「紙厚割増」のタブを設定します 

連量（紙厚）割増率の設定 

①薄紙割増        四六判に換算して何Kgまでの薄紙を何％割増しするか指定します。 

②厚紙割増        四六判に換算して何Kgまでの厚紙を何％割増しするか指定します。 

                   厚紙の場合は２段階に指定できます。 
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６                      
「計算条件」のタブを設定します 

②

①

①予備率表ランク基準の設定 

印刷予備 

折り数連動にした場合、製品折り数に該当する位置の予備率が適用されます。メートル数連動

にした場合は製品メートル数に該当する位置の予備率が適用されます。いずれも製品メートル

数に対する予備メートル数を計算します。 

②予備数の計算設定 

比例配分 

予備率表に設定された数量の間の時、その率の差を比例して配分計算「する」か「しない」かを

設定します。 

比例配分の考え方につては「製版初期設定－写真点数による比例配分」の項を参照 

計算対象 

「予備率表のランク数量を基に計算」するとは．．． 

予備率表のランク数量に該当したメートル数に対し予備率計算されます。実メートル数が計算

対象になる訳ではありません。 

「実数を基に計算」するとは．．． 

上記とは逆にランク数量に該当したメートル数に対し予備率計算されるのではなく、実メートル

数が計算対象になります。 
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用紙の印刷予備率(平圧)を設定する 

１                      
［マスター保守］→［単価初期設定］を選択します 

２                      
登録する単価種別を選択し、［用紙予備（ﾌｫｰﾑ）］-［用紙印刷予備率（平

圧）］をクリックします 

３                      
［用紙予備（ﾌｫｰﾑ）/用紙印刷予備率（平圧）］画面が表示されます 

４                      
予備率データを変更します 

用紙予備率は、色数別の折り数ランクごとに設定されています。その予備率を設定できます。

範囲は「以下、未満、以上の中から選択できます。 

［上項コピー］ 

フォーカスのあるセルの上の値をコピーし、フォーカスは下に移動します。 

［左項コピー］ 

フォーカスのあるセルの左の値をコピーし、フォーカスは右に移動します。 
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５                      
編集メニューの操作について説明します 

マウスで行または領域を選択すると、編集メニューから図の操作が行えます。 

項目名 説             明 

切り取り 選択された領域のデータをクリップボードにコピーし、領域内をクリアし

ます。 

コピー 選択された領域のデータをクリップボードにコピーします。 

貼り付け クリップボードに貼り付けられたデータを選択された位置に貼り付けま

す。 

行挿入 選択された行の前に空白行を挿入します。 

行削除 選択された行データを削除し、行を詰めます。 

６                      
オプションメニューの操作について説明します 

カーソル移動、率変更を制御できます。 

項目名 説             明 

縦方向ｶｰｿﾙ移動 Enterによるカーソル移動は省略時で横方向です。縦に移動したい場

合に選択します。 

横方向ｶｰｿﾙ移動 縦方向になったカーソル移動方向を横方向移動に戻します。 

一律［率］変更 マウスで領域を選択した場合にのみ仕様可能になります。選択された

領域の値を一律で割引、割増が行えます。（上図参照） 

変更前に戻す 選択された行の前に空白行を挿入します。 

７                      
凸輪、オフ輪の操作も同様ですので、割愛します 
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得意先管理費率を登録する 

得意先別に工程の営業管理費を登録することで、単価マスター登録された原単価に利益を確

保します。 

１                      
工程別設定タブをクリックします（工程別単価割増率、端数処理方法） 

見積タイトル画面で得意先を指定すると、ここで設定されている情報（工程別営業割増率、工程

別端数処理情報）を使用するようになります。得意先別割増率が登録されてない場合は、（端

物／頁物／フォーム物）仕様画面で設定された値で計算します。 

得意先設定 

［検索］ボタンをクリックして設定対象の得意先を呼び出すか、得意先コードを直接入力して表

示させます。 

標準設定オプション 

画面右上にあるチェックを使用すると、営業割増率、端数処理方法、営業管理費率に付いて標

準設定に従うことができます。 

工程別営業割増率 

工程別設定タブ内の工程をクリックすると画面下部に表示されます。率（割引ならマイナス値）

設定後、［全工程へコピー］ボタンをクリックすると他の工程割増率にも同率をセットします。 

種類/形式別端数処理 

「マスター保守」－「単価初期設定」の工程別端数処理設定と同じです。用紙にはありません。

単価初期設定値を初期セットするには画面左下の［初期値セット］ボタンを使用します。なお用

紙に関しては用紙別に端数処理方法を持っています。 

 

端数処理の設定方法は「企画初期設定－端数処理」の項を参照 
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加工工程の設定に関して 

加工工程の端数処理方法では、種類別形式数が他の工程に比べ多いため、他種類、形式へ

の［コピー］ボタンを用意しています。 

 

他の形式へコピー 選択されている種類の持つ形式すべてに対し同じ設定を適

用します。 

他の種類形式へのコピー 加工工程のすべての種類－形式に対し同じ設定を適用しま

す。 

ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されます。（最後に［記録］ボタンがクリックされるま

でデータベースには記録されません） 

２                      
営業管理費率設定タブをクリックします 

標準の営業管理費率とは異なる率設定ができます。標準の初期セットは画面左下の［初期値セ

ット］ボタンを使用します。 
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                第３章 

基本操作 
 

 

 

 

 

 



「みつもさぴえんす」を起動する 

１                      
コンピュータ及び周辺機器のスイッチを入れ起動します 

２                      
「みつもさぴえんす」を選択します 

「みつもさぴえんす」単体（以降マイコンピュータ版と表現します。）でご購入された場合はスター

トのプログラムグループ内から、プリントサピエンス版の場合はプリントサピエンスメニューから起

動してください。次のような画面が表示されます。 

 マイコンピュータ版        ネットワーク版  

マイコンピュータ版のDB環境では、使用するファイルの保存先を設定することができます。ネット

ワーク版のDB環境では、［ネットワーク接続］と［ローカル接続］のボタンを使用しサーバーへの

接続を切換えることができます。この機能により、ノートパソコン等でネットワークから外して外で

「みつもさぴえんす」を使用し、会社に戻ってからサーバーにノート上で作成した見積データを

転送するという「モバイル環境」での使用も実現可能となります。 

ビジネスフォーム用の見積積算機能を使用しない場合（マスター保守－見積画面設定/2内の

起動画面タブ内の設定）は下の画面の状態で起動されます。 

３                      
担当者コードを入力します 

担当者コードを入力し［Enter］を押すと担当者名を表示します。見積担当のボタンから選択して

も同様です。ここで担当者を入力しておくと以降「みつもさぴえんす」を終了するまで担当者情

報は保持されます。次回起動時には前回ここで入力された担当者が自動表示されます。 
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なおマスター保守－見積画面設定/1のタイトル画面タブ内で、担当者の入力方法設定でマスタ

ーからのみ参照となっている場合、担当者名は表示のみとなります。 

初期計算モードについて 

起動直後の計算モードを「自動計算」、「手動計算」のどちらかに設定できます。［保存］をチェッ

クすると、このコンピュータ固有の情報として記憶されます。 

ＤＢ環境補足説明 

マイコンピュータ版の場合、［個別設定］ボタンをクリックするとシステムで使用される見積ファイ

ルの環境設定画面が表示されます。 

ここで見積マスター、見積ファイル（見積書データ）の保存場所を変えることができます。（但し事

前にエクスプローラ等でフォルダを作成したりファイルをコピーしておく必要があります。） 

マスターＤＢ、見積書ＤＢを任意の場所に保存できますので、単価マスターを個別に管理し、見

積り結果を共有管理するような場合に利用できます。 

 

プリントサピエンス版の場合、［個別設定］ボタンをクリックするとサーバー、ローカルの接続切換

え画面が表示されます。 

単純に接続を切換える場合は下記接続ボタンで行います。 

４                      
見積もりたい印刷物（形態）を選択します 

  端 物   

端物とは綴じない印刷物で、主にカタログ、チラシ、ＤＭ等の見積作業を行う場合に選択します。 

またこの形態機能を使用して枚葉紙を使用して作成する伝票物を見積もることもできます。「み

基本操作 3-3 



つもさぴえんす」ではパッド仕様と表現します。 

 

  頁 物   

頁物とは表紙の付くような綴じのある印刷物で、中綴じ、平綴じ、無線綴じ等で製本する印刷物

の見積作業を行う場合に選択します。（共紙の表紙でも、綴じのあるものは頁物です。） 

 

  ﾌｫｰﾑ物  

フォーム物とはビジネスフォーム印刷機で連続帳票、ワンセット帳票（セット伝票）、単票仕上げ

印刷物の見積作業を行う場合に選択します。 

 

  一 式   

一式とは自動計算はもちろん単価マスターを一切使用しないで見積書を作成する場合に選択

します。 

 

「みつもさぴえんす」では以上の４つの印刷形態を見積形態と表現しています。また本文、表紙

などは部品と呼んでおり、どの見積形態を使用して見積作業を行う場合でも部品ごとに積算しま

す。端物の場合、部品という表現は当てはまらない場合がありますが、その場合でもカタログ等

の総称名を指定するか「--」等、何らかの部品名称を指定します。 

５                      
基本画面が表示されます（端物を選択した状態） 
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ツールバーについて 

頻繁に使用する作業をボタンにしてあります。 

メニューバーにある機能を表示しています。 

 
 

アイコン等 機能 説      明 

 新規 「ファイル」メニューの「新規(Ｎ)」を選択したことと同じで

す。新しい見積りを作成するときに使用します。 

 検索呼び出し 「ファイル」メニューの「オープン(Ｏ)」を選択したことと同じ

です。見積書検索画面が開きますので、目的の見積りを

選択してください。 

 記録 「ファイル」メニューの「記録(Ｓ)」を選択したことと同じで

す。作成した見積書を保存します。 

 面付画面 自動計算で求めた面付けのパターンを表示します。 

 自動計算 全部品の自動計算を実行します。 

 見積集計 自動計算後の見積集計画面を表示します。 

 印刷 「ファイル」メニューの「印刷(Ｐ)」を選択したことと同じで

す。開いている見積書を印刷します。 

 プレビュー 「ファイル」メニューの「印刷ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ(Ｖ)」を選択したことと

同じです。開いている見積書の印刷イメージを表示しま

す。 

 営業割増率 「計算」メニューの「営業％(Ｐ)」を選択したことと同じで

す。見積原価に営業割増をする％を設定します。 

 見積一覧表 「画面」メニューの「工程一覧表示(Ｋ)」を選択したことと同

じです。工程明細行を一画面に表示します。 

 単価種別設定 単価種別を複数作成した場合はここで変更することがで

きます。 

 計算モード切替 自動計算モード、手動計算モードの切換えを行います。 

手動計算モードにした場合は、自動面付計算機能は使

用できなくなります。各工程明細を任意で追加入力して

いくことになります。 
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新しい見積書を準備する 

「みつもさぴえんす」を起動すると白紙の見積書が表示されます。 

代表的な作業はツールバーアイコンとメニューコマンドで操作できます。 

「みつもさぴえんす」では見積№が、作成する見積書のユニークな識別番号となります。 

１                      
ツールバーを使う場合 

ツールバーの［新規見積］ツールをクリックしてください。 

２                      
メニューコマンドからも実行できます 

［ファイル(F)］－［新規作成(N)］を選択してください。 

新しい見積書を作成できる状態に画面を初期化します。 

３                      
基本画面が表示されます 

表示される基本画面は選択された見積形態により変化します。具体的にはそれぞれの見積形

態での見積書作成で説明しています。 
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過去の見積書を開く 

既に作成済みの見積書を呼び出す場合をご説明します。 

１                      
ツールバーかファイルメニューから［読込］を使います 

２                      
見積書を検索する為の条件を設定します［基本条件タブ］ 

呼出したい見積書が見つけにくい場合は、並び順を変えたり、検索条件を与えて検索し目的の

見積書を選択してください。 

［基本条件］タブ 

検索項目名 説             明 

担当者 指定した営業担当者で作成された見積が対象になります。一覧検索画

面左下の「 初にログイン担当者を表示する」をチェックしておくと初期

セットされた状態となります。 

［担当者］、［～］ボタンから担当者コードを検索セットできます。 

得意先 指定した得意先で作成された見積が対象になります。［得意先］、［～］

ボタンから得意先コードを検索セットできます。得意先マスターでフリガ

ナが登録されている場合はローマ字入力によるダイレクト検索が可能で

す。例えば「オリーブ」というフリガナの場合は「ori」と入力すると該当す

る得意先リストが表示されます。１件のみ該当した場合はその得意先が

即セットされます。 

品種CD 品種コードを見積に設定している場合に有効です。［品種CD］、［～］ボ

タンから品種コードを検索セットできます。 

見積№ 検索範囲の見積№を指定します。開始№のみ指定した場合はその見

積№以上の番号すべて対象となります。管理番号にアルファベット文字
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を使用している場合、例えば「P000000001」という番号の場合、「P1」と

入力してEnterを押すと「P000000001」と自動編集されます。 

左記見積№と親

子関係にある～ 

見積№は親となる見積№と関連付けて作成することができます。例えば

「10000」を親とする「10001、10002」という見積があったとすると、10000

を指定してここにチェックを付けていると、上記３つの見積がすべて検索

対象になります。親子関係の指定は見積保存時に設定します。 

見積日 見積日範囲を指定できます。日付の入力の仕方は、この章の「端物の

見積書を作成する」の「日付の入力」を参照してください。 

納品日 納品日範囲を指定できます。 

品番（注文№） 品番を見積に設定している場合に有効です。［品番（注文№）］、［～］ボ

タンは電卓が表示されます。（英字が入る場合は使用できません。） 

品名コード 品名を品名マスターから選択入力している場合に有効です。［品名

CD］、［～］ボタンから品名コードを検索セットできます。 

登録日付 見積書を作成した日付範囲で検索できます。 

更新日付 見積書を更新した日付範囲で検索できます。 

品名 品名（部分一致）を指定できます。 

得意先名 得意先名（部分一致）を指定できます。 

相手担当名 相手担当者名（部分一致）を指定できます。 

見積種別 ボタンの押された見積種別を持つ見積書が対象となります。 

版区分 新版、再版が指定できます。 

［並び順］ 

優先順は３つまで設定でき、それぞれ昇順（小→大）、降順（大→小）の設定ができます。 

３                      
［追加条件］タブを説明します 

 

検索項目名 説             明 

部数 部数範囲が指定できます。［部数］、［～］の電卓からも設定可能です。 

仕上判型 仕上りの規格サイズが指定できます。「規格外」を選択した場合は、単
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価種別の下に縦寸法と横寸法範囲指定項目が表示されます。 

加工形式 見積基本仕様で設定される加工形式が指定できます。但し端物、頁

物」で作成された見積書に対してのみ有効です。 

単価種別 作成された見積書の単価種別が指定できます。但し現バージョンでは

部品別、工程別に単価種別を使用することができるので、あまり有効と

は言えないかもしれません。 

（寸法） 仕上判型で「規格外」が指定された場合のみ設定できます。ボタンは電

卓を呼出します。 

総頁数 基本画面で入力された総頁数を元に検索できますが、主に頁物の場

合に有効になります。ボタンは電卓を呼出します。 

見積金額 見積合計額（課税前金額）の範囲で検索できます。ボタンは電卓を呼

出します。 

利益率（％） 利益率範囲で検索できます。ボタンは電卓を呼出します。利益率は見

積集計画面右下の粗利率になります。 

注記 見積備考画面の注記欄に入力された文字列（部分一致）で検索できま

す。ボタンは現バージョンでは機能しません。 

不成立理由 チェックすると不成立理由を選択することが可能です。なお不成立理由

はマスター保守の受注理由マスターで登録していないと機能しません

し、見積タイトル画面で不成立理由を付ける必要があります。 

受注状態 PrintSapiens上で使用している場合、受注済みデータや未受注データ

を検索する場合有効です。スタンドアロン環境でも、見積タイトル画面で

「受注済み」チェックを付けることにより機能します。 

転送状態 

（モバイル環境） 

ネットワーク上でモバイル環境として使用している場合に有効な検索オ

プションです。ローカルデータベースからサーバーに転送済みかどうか

を調べる場合などに使用します。 

４                      
［検索条件の呼出と保存］タブを説明します 

見積もり検索条件は名前を付けて保存することができます。検索結果の表示項目を設計した場
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合などは名前を付けて保存しておき、次回検索時に画面右上に表示される「保存情報の呼出」

から条件セットを行います。 

 

検索結果項目の設計 

[設定画面を開く]ボタンをクリックすると、検索結果画面に表示させる項目を設計することができ

ます。 

上記画面は、画面左下の［追加］ボタンをクリックした状態です。 初は画面上部の「種類」のみ

表示されています。 

画面右手にある黄色リストが設計対象項目です。この中から検索結果画面に表示させたい順に

選択し［項目追加］ボタンを使用して画面左手にセットしていきます。 

項目ごとに各種設定を行うことができます。また複数選択して設定を変えることもできます。以下

はその設定内容です。 

設定内容 説        明 

印字フォント 明朝、ゴシックから設定（省略時は明朝） 

表示幅 ほぼ半角文字数と捉えて設定 

印字幅 同上 

最大フォントサイズ ３～３２（初期値は自動） 自動では印字項目枠内で 大となるよ

うに印字されます。１０ポイント位にしておくとサイズが不揃いにな
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ることはありません。 

最小フォントサイズ ３～１０ポイント（初期値は自動） 指定なしをお勧めします。 

最大文字長 設定された文字数（半角換算）で切り捨てられます。 

最小文字長 設定された文字数に満たない場合はスペースで埋められます。 

揃え位置 項目内で左寄せ、センタリング、右寄せを指定します。 

項目名称 印字項目タイトル名を変更できます。 

 

種類［見積一覧表］に対して複数の設定を追加することができます。また一覧検索結果表示で

右スクロールしてもスクロールされない項目を設定するには、画面右上の「表示固定列数」を設

定します。 

後に右下の［記録］ボタンで記録してください。 

戻った画面で項目設定リストから作成した項目をセットします。 

５                      
呼び出したい見積書を選択します 

① 対象となる見積書が見つかったら、その行を選択し［選択］ボタンをクリック（または行でダブ

ルクリック）します。 

② 一覧の中に対象見積が検索できなかった場合は、［キャンセル］で検索条件画面に戻り条件

を確認してください。 
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③ Microsoft社のExcel97以降がインストールされているコンピュータなら［Excelへ転送］機能が

使用できます。項目選択画面を確認して転送するとExcelが自動的に起動します。 

④ 検索結果一覧を印刷することができます。 

ここでExcel転送と見積一覧表印刷についてご説明しておきます。 

 

Excel転送を行う場合 

検索結果が表示された画面で［Excelへ転送］ボタンをクリックします。 

見積検索条件画面の「検索条件の呼出と保存」タブで項目設定を指定していない場合はこのよ

うな選択状態になります。チェックされている項目がExcelに表示される項目となります。定型的

に必要な項目だけチェックを付けた状態にしたい場合は、画面上部の［新規保存］ボタンを使用

します。 

選択には［全選択］、［全非選択］ボタンの一括機能も有効です。指定できたら、［Excel展開］ボ

タンをクリックします。［閉じる］をクリックすれば元の画面に戻ります。実行後はExcelが起動され

シートに一覧結果が表示されます。後はExcelの機能でデータ保存してください。 

見積一覧表を印刷する場合 

検索結果が表示された画面で［一覧表印刷］ボタンをクリックします。 

チェックされている項目が印刷対象項目となります。チェック状態は名前を付けて保存しておくこ
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とができます。チェックを編集する前に画面左下の「項目印字設定呼出」で保存先番号を指定し

た上でチェックを付け［記録］ボタンで保存します。 

用紙サイズ等は「用紙設定タブ」内で設定しておきます。 

 

［通常使うプリンタに出力］をクリックするとすぐに印刷開始されます。但し並び順が指定されて

いた場合は、どのように印刷するか（小計、改頁等）を確認する印字形式指定メッセージが表示

されます。 

 

［装置を選択して出力］をクリックすると印刷の前に「出力装置選択」画面が表示されます。 

 

出力装置を画面にするとプレビュー画面が表示されます。 
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見積番号を指定して開く 

過去の見積番号がわかっているときは直接の番号を指定して開きます。番号指定方法には２

通りあります。 

１                      
基本画面の見積番号欄に直接入力します 

見積番号が数字のみの場合は先行ゼロは省略して入力(※)し［Enter］を押すと読込みが開始さ

れます。 

［見積番号］タイトル部をクリックすると過去使用された見積履歴が 大２０件表示されますので、

そこから選択することも可能です。 

※ 見積番号が存在しない番号であった場合エラーとはならず、その番号での新規入力扱いと

なります。 

3-14 基本操作 



見積書を保存する 

作成された見積書を保存する場合は、次のように操作します。 

１                      
ツールバーか［記録］ボタンを使用します 

新規見積保存の場合 

見積番号欄には何も表示されません。番号は自動採番されますので、このまま［新規記録］ボタ

ンをクリックします。［自動採番］ボタンをクリックすると、事前に見積番号を確保します。やはり

［新規記録］ボタンで記録します。 

既存見積保存の場合 

既存見積番号が表示されています。［上書記録］ボタンをクリックします。ここで既存番号に更新

するのではなく新しい番号に新規登録したい場合は、［クリア］ボタンで表示されている見積番

号をクリアするか、［自動採番］ボタンで番号を新規番号を確保し、［新規記録］ボタンをクリックし

てください。 

 

記録を取り止める場合は、［キャンセル］ボタンをクリックします。 

注意 

自動採番ボタンで一度採番された番号は、たとえ記録を中止しても自動採番で欠番と

なります。但し任意にその番号を指定して記録することは可能です。データベース上に

存在しない番号の場合は［新規記録］、存在する場合は［上書記録］になります。 
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見積書を削除する 

保存されている見積書を削除する場合は、次のように操作します。 

１                      
ファイルメニューから［削除］を選択します 

呼び出した見積書を削除する場合に使用する削除機能です。まとめて削除する場合は次の方

法を使用します。 

２                      
 ファイルメニューから［見積書の一括削除］を選択します 

見積書の読込み時と同様の検索条件指定画面が表示されます。条件設定後、［検索開始］ボタ

ンをクリックします。設定方法は「過去の見積書を開く」を参照してください。 

３                      
削除対象をクリックします 

複数削除する場合は、「Ctrl」キーを押しながらクリックします。範囲指定を一度に行うには、例
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えば２行目から６行目までを選択状態にするには、２行目を普通にクリックした後６行目で［Ｓｈｉｆ

ｔ］キーを押しながらクリックします。または２行目でクリックしたまま６行目までドラッグ（マウスをク

リックしたまま下に移動）します。 

確認の画面が表示されるので［OK］ボタンで削除を開始します。 

注意 

一度削除されると元に戻すことはできません。注意して削除してください。 
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（空白ページ） 



端物の見積書を作成する(1) 

例として端物で、10､000部、Ａ４サイズ、２っ折、表４色／裏４色のカタログを見積もってみましょ

う。 

１                      
見積書タイトル画面を開きます 

「見積タイトル」のボタンをクリックしてください。 

２                      
見積書タイトルを入力します 

見積日 

日付は、コンピュータの日付設定により自動的に現在の日を表示しますが、変更したい場合は

表示されている日付を選択状態にし、以下のルールで入力することができます。 

①今日なら０、明日なら１。昨日なら－１のように現在日を基準にした数値入力（但しこ

のルールが適用されるのは-100～100までの数値に限ります。それ以外は日付と判断

されます。） 

②2005/04/01、2005-4-1、20050401 

③5/4/1、5-4-1、050401 

④4/1、4-1、401 

 

日付ボタンをクリックした場合は、カレンダーから日付を設定することができます。 

省略時で当日が緑色で選択状態となり、目的の日付をクリックすると黄色で表示されます。［OK］
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ボタンまたはその日付上でダブルクリックすると選択され元の画面に戻ります。月を移動する場

合は年月の左右にあるボタンをクリックしてください。 

 

見積書検索（呼出し） 

起動時、タイトル画面を優先表示する設定の場合に使います。［見積書検索］ボタンをクリックす

ると、見積書を開く処理となります。ボタン横の入力域に見積書番号を直接入力して既存見積

書を呼出すこともできます。ここで存在しない番号を指定された場合はエラーとはならず新規見

積番号扱いとなります。新規見積書作成時の場合、通常ここには何も指定しません。

単価種別 

単価種別は見積りをどの基準単価にするかを指定します。任意の単価種別をリストボックスから

選択してください。 

出荷時はＡ（標準単価）のみですので、ここではそのままとします。 

得意先コード 

得意先コードを入力するとその名称がセットされます。［得意先］ボタンをクリックし「得意先マスタ

ー検索」画面から選択できます。得意先マスターに単価種別が設定されている場合は、この時

点で単価種別が設定されます。 

得意先名 

設定により入力できる場合とできない場合があります。マスター保守の見積画面設定/1のタイト

ル画面の設定により、得意先マスターに登録されていない得意先は使用できないモードがあり

ます。直接入力する場合、得意先名は全角20文字×２行まで入力が可能です。 

相手先の担当部署と担当者名 

得意先マスターに登録されている相手先担当者情報が表示されます。任意に入力することもで

きます。 

版区分 

新版または再版を指定します。指定しなくても動作には影響しません。指定しておくと見積検索

時の検索条件として使用できるようになります。また再版を指定し、見積基本仕様画面（部品別

の仕様を指定する画面）でデジタル製版を指定している場合は、原稿入稿方法で「再版」がチェ

ックされます。 

品種 

［品種］ボタンをクリックし「品種・検索処理」画面から選択することができます。これはこの見積が

どのような印刷物であるかを後で分類分けするような必要がある場合に指定しておきます。見積
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検索時の検索条件として使用されます。もちろん指定しなくても構いません。 

初期導入時には「定期」、「同業者」の２点しか登録されていません。この項目内容はマスター保

守、「名称」マスター保守画面で追加・修正を行います。（「第４章 名称マスター」の項を参照し

てください。） 

品名 

品名は全角35文字まで入力できます。あらかじめ品名マスターに登録しておけば、［品名］ボタ

ンからセットすることもできます。定期物などは月数、号数部分を空白で登録しておくと入力作業

が軽減されます。 

品番（注文№） 

品番は半角で24文字まで入力できます。クライアントからの指定伝票番号等がある場合に入力

します。見積書に品名コードの代わりとして印字することも可能です。（見積書設計にて） 

製品仕様 

必要に応じて文字を最大全角文字25文字まで入力できます。ここに入力された情報が見積書

の「仕様」欄に優先的に印字されます。 

納入日 

「見積日」と同様の入力ルールで入力します。まだ日付は未定なので入力できないが、何か言

葉で明記しておきたいなどの場合は、［納入未定→］ボタンから検索セットすることができます。こ

の項目内容はマスター保守、「名称」マスター保守画面で追加・修正を行います。（「第４章 名

称マスター」の項を参照してください。） 

納入場所 

［納入場所］のボタンをクリックし検索セットすることができます。この項目内容はマスター保守、

「名称」マスター保守画面で追加・修正を行います。（「第４章 名称マスター」の項を参照してく

ださい。） 

支払条件 

［支払条件］のボタンをクリックし検索セットすることができます。この項目内容はマスター保守、

「名称」マスター保守画面で追加・修正を行います。（「第４章 名称マスター」の項を参照してく

ださい。） 

有効期限 

「見積日」と同様の入力ルールで入力します。発行日より一ヶ月以内という場合は数値で 

３０と入力すれば３０日後の日付がセットされます。この値は省略時としてマスター保守、「見積画

面設定」の「タイトル画面」に設定されています。 

見積担当 

［見積担当］ボタンをクリックし検索セットすることができます。「みつもさぴえんす」起動時の画面

で担当者を指定している場合は、その担当者が表示されます。 

担当者名の入力 

設定により入力できる場合とできない場合があります。マスター保守、「見積画面設定/1」のタイ



トル画面の設定により、担当者マスターに登録されていないと設定できないモードがあります。

出荷時の設定はコードのみ許可となっています。ここで入力する場合、担当者名は全角で８文

字まで入力が可能です。 

（不成立理由）  

新規見積もり時には表示されません。またプリントサピエンスネットワーク版では、受注済みの場

合は表示されなくなります。 

データ保護 

この見積書データを後で間違って削除したり修正してしまうのを避けることができます。ここがチ

ェックされている見積書データを呼出し、再度チェックを外して記録すれば保護は外れます。 

次回も見積タイトルから優先に入力する 

タイトル画面の下部にある「次回も見積タイトル画面から表示する」をチェックすると、次回「みつ

もさぴえんす」を起動した場合、この見積タイトル画面から表示します。まず得意先、品名情報か

ら入力を始めるようにしたい場合に有効です。 

３                      
見積書タイトル画面を閉じます 

この画面で入力した内容を保持しておくには、［OK］ボタンをクリックします。修正内容を無効に

したい場合は［キャンセル］ボタンをクリックします。 

４                      
見積仕様を入力します 

端物・見積仕様を入力します。［見積タイト

ル］画面で品名を入力してある場合は、こ

の画面の品名欄にセットされます。 

品名 

見積タイトル画面での品名入力方法と同じ

です。 

パッド仕様 

「パッド」とは天のりで綴じられた剥ぎ取り

式の帳面のことで、主にメモ帳、伝票等を

指します。端物印刷物ではありませんが、

折り加工がありませんので、端物見積の中

で対応しています。この機能を使用しないようにも設定可能です。 

マスター保守、「見積画面設定」の「起動画面」でパッド仕様機能を使用しないとすると、上図の

ように変化します。 

パッド仕様の使用する、しないによっても表示される内容が変化します。最初にパッド仕様機能
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を使用しない場合を説明します。 

数量 

数量欄にフォーカスをセットし直接入力するか、［数量］ボタンをクリックし電卓画面から入力しま

す。通常、数量には部数を入力します。 1 ～ 99,999,999（８桁）の範囲で入力します。 

ここでは数量を、10,000部と入力しましょう。カンマは入力後、自動的に付けられます。数量単位

は省略時設定されていますので、必要に応じてリストから選択してください。 

仕上判型 

仕上判型ボタンをクリックして仕上判型を検索画面から選択してください。規格外であれば規格

外を選び、検索画面上でサイズを入力してください。 

ここで指定するサイズは、加工した後の仕上がりサイズを選択します。製版や印刷のサイズでは

ありませんのでご注意ください。 

規格外を選択した時は、タテとヨコの寸法をミリ単位で入力します。小数点は使用できません。 

「みつもさぴえんす」では、製品が仕上がった時の紙の目流れ方向を｢タテ」と呼びます。 

例えば、Ａ４縦のペラを縦に巻き三つ折りで納品するときの仕上判型は、縦は210で、横は100と

入力し、加工形式（基本仕様画面で指定）に「巻き３ツ折り」を指定します。実際にそのように入

力してみましょう。 

②

①
規格外の場合 

①をクリックし、②に入力 

ここで縦に210、横に100と入力した理由 

普通に考えるとＡ４縦のものを縦に３つに折るのだから縦が100、横が210となるところです

が、折り線が紙の流れに沿うようにするためにこのようにします。縦方向に紙の流れ目を

通すとシステムは想定しているため、縦方向に折り線を持ってくるには、Ａ４縦のものを横

に回転させる必要がある訳です。折る必要がない場合は縦210、横297で良い訳です。 

５                      
［次へ］のボタンをクリックします 

新規に見積する場合は、この［次へ］のボタンが表示され基本仕様画面へとガイドします。 
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６                      
見積基本仕様を入力します 

見積基本仕様とは、「最低限これらの情報があれば見積できる情報」を設定する画面です。 

もちろん付加情報も特別な情報も入力できます。順を追ってご説明します。 

基本仕様画面 

［次へ］をクリックすると次のような画面が表示されます。 

６．１ 単価種別 

基本画面で設定されている単価種別が表示されます。ここは単価種別を複数作成している場合

に限り、部品ごとに切換えることができます。 

６．２ 部品名 

部品名が省略時で表示されていると思いますが、基本画面での見積形態、設定内容により表示

される部品が決定されます。 

条件 省略時でセットされる部品 

端物でパッド仕様

なし 

部品マスターに端物でコード「00」で登録されている部品 

端物でパッド仕様

あり 

パーツ ：部品マスターに端物で形態が本文で登録されている部品 

表紙 ：部品マスターに端物で形態が表紙で登録されている部品 

裏表紙 ：部品マスターに端物で形態が見返しで登録されている部品 

付き物 ：部品マスターに端物で形態が付物で登録されている部品 

［部品］ボタンをクリックすると、端物で登録されている部品マスター一覧が検索されます。 

端物で複数部品を指定する場合は、それぞれ異なる部品を指定する必要があります。つまり部

品の重複は認められません。 

６．３ 数量 

基本仕様の部数がセットしてあります。部品ごとに印刷部数を変える必要がある場合に変更しま

す。ここではそのままで結構です。 
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６．４ 印刷形式 

初期設定で一般平台が表示されています。この初期設定は、マスター保守の「端物仕様画面」

にあります。ここではこのまま次に進みますが、他の印刷形式を指定するときは、［印刷形式］を

クリックし検索画面から選択してください。 

印刷形式について 

印刷形式 説            明 

一般平台 オフセット枚葉印刷機の場合 

一般輪転 オフセット輪転印刷機の場合 

ダイレクト 紙、樹脂刷版を使用する軽オフ印刷機の場合 

フォーム ここでは使用できません。選択するとエラーになります。 

DDCP/DP 刷版、印刷代を積算しません。DTP出力項目が積算対象になります。

DTP単価を使用しないモードの場合、選択するとエラーになります。 

どの印刷方法で見積もるかを指定しますが、選択内容により若干表示項目が変化します。 

「一般輪転」を選択した場合、「折り出し」か「シート出し」かを選択できます。この表示内容は名

称マスター「INSKTI 印刷形態」に登録されています。 

「ダイレクト」を選択した場合、版種類「シルバー版」、「ピンク版」、「C.T.Plate」を選択できます。

この表示内容は単価メニューマスター刷版工程の「ダイレクト」内の項目が表示されます。 

６．５ 加工形式 

加工形式ボタンをクリックすると加工形式を検索します。初期セットしたい場合は、端物仕様画

面の工程仕様タブ内で設定することができます。 

ここでは加工形式「巻３ツ折」を選びます。加工形式を選択すると頁数、判型が連動して表示さ

れます。折り加工項目に対しビットマップ情報、または折り情報が登録されていれば、図が表示

されます。 
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この時点で折り加工項目が選択された場合、仕上げサイズから、仕様項目で指定されている折

り情報を元に製版サイズが計算されセットされます。例では「210×100」を巻３ツ折で展開するの

で製版サイズは「210×297」となります。（100ミリ×３折り－ズラシ３ミリ＝297ミリ）この折り方やず

らしサイズの設定は、仕様項目マスターにあります。 

 

加工が無い場合は「加工なし」項目を選択します。ここに何らかの加工形式を選択しな

いと製版サイズが計算セットされません。 
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６．６ クワエ等調整 

通常は標準の断ち、クワエ、紙尻、左右アキ、（ミーリング、ラップ）の幅を取って計算します。ぎり

ぎり入らないような場合、クワエ、紙尻、左右に限りそれぞれの寸法の設定％までは詰めて計算

しますが、それでも入らない場合はこの設定を「する」にすると、すべての調整寸法をゼロにして

計算させることができます。 

６．７ 頁数 

頁数が入力できるのは頁物を見積もる場合のみです。端物の場合は加工形式を選んだことによ

り自動的に表示されるため確認のみとなります。 

６．８  付合わせ 

端物の場合で同サイズ、同部数の場合に限り、付

合わせ指示ができます。［付合わせ］ボタンをクリッ

クします。ここでは付合わせ指示は行いません。 

簡単に制約事項を説明しますと、異なるサイズ同士

を付け合せるということはできません。また異なる数

量同士も付け合せ計算は行えません。同サイズ同

数量の場合のみつけ合わせ計算を行うことができます。 

６．９ 色数 

刷り色を入力します。特色インキを別途指定する場合（割増を掛ける場合）はそれ以外の色数を

入力します。ここでは色数表 4、裏 4 と入力します。 



 

入力には直接入力、リストから選択、スピンボタンによる入力の３通りあります。また、［色数内訳］

ボタンで表示される画面で特色指示、ベタ刷り指示等が行えます。 

 色数内訳画面 

④ 
③ 

② 

① 

①色刷とスミ刷 

印刷単価マスターにスミ刷単価を登録しておくとスミ刷単価でも計算できます。 

ただし，２色以上の時にスミ刷を指定すると１色はスミ刷単価で計算されます。 

つまり４色でスミ刷単価を指定すると、３色は色刷単価、１色がスミ刷単価で計算します。 

②刷面割増 

表裏それぞれにベタ刷り割増しが設定可能です。表示リストには「ベタ刷り」、「半ベタ刷り」が表

示され選択すると右横に割増率が表示されます。 

刷面割増は標準の印刷単価に対し割増しを行い、１色分印刷代を作成します。表裏で

それぞれ異なる割増し率を指定した場合は表１色分と裏１色分の計２明細の印刷代が

計算されます。 

③特色指示 

特色をのせる版をリストから選択すると、特色ランク/率/インキ名リストが表示されるので選択しま

す。ここで表示される内容は、マスター保守の「印刷単価初期設定」内で設定されています。表

裏合わせて最高８種類まで設定可能です。 

④色校正枚数 

色校正の枚数はマスター保守の製版単価初期設定で設定されている枚数がセットされています。

この枚数より多い枚数をセットすると、その分色校正増刷りを見積ります。 

６．１０ 製版形式 

製版方式には、４つの方式を用意しています。 

製版方式 説            明 

アナログ製版 デジタル機器を使用しない製版方式で、版下作成、集版を経てフィ

ルムを作成するような製版を表します。制作、製版工程に見積項目を

作成します。 

デジタル製版 デジタル編集機器を使用し、直接フィルムまで作成する製版形式を

表します。主にDTP工程に見積項目を作成します。 

C.T.Plate デジタル編集機器を使用し、直接刷版（デジタル刷版）を作成する製
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版形式を表します。この場合、DTP工程の出力項目は指定できなく

なり、代わりにデジタル刷版の版種類を指定します。結果、DTPの出

力項目は作成されません。 

C.T.Press デジタル編集機器から直接印刷を行う製版形式を表します。この場

合、DTP工程の出力項目も刷版も作成されません。 

※現バージョンではC.T.Press用の印刷料金を別途用意することがで

きません。この場合は一般のオフセット印刷単価で積算されます。 

６．１１ 製版サイズ 

製版サイズは加工形式を指定することにより自動セットされますが、変更も可能です。基本画面

の仕上げサイズを指定した方法で入力します。 

６．１２ 入稿方法 

入稿方法には「一般入稿」、「MO入稿」、「再版/フィルム入稿」、「通信入稿CTP出力」の４つか

ら選択します。MO入稿に関しては、アナログ製版やDTP単価を使用しないデジタル製版の場

合は設定できません。 

入稿方法 説            明 

一般入稿 編集作業が発生するような入稿方法です。 

MO入稿 編集作業が発生しないような入稿方法です。DTP項目は出力項目の

み見積ります。 

再版/フィルム支給 プリプレス工程を使用しないような入稿方法です。刷版より前の工程

には何も見積もりません。 

６．１３ 企画項目 

企画項目はマスター保守、「端物仕様画面」で見積対象とする設定している場合にのみ表示さ

れます。企画項目の指定は一項目のみとなります。変更する場合は［企画項目］ボタンから表示

される検索画面で指定します。選択された項目が難易度ランク項目の場合、更に難易度まで指

定できます。 

６．１０でアナログ製版を選択した場合 

制作項目、写真分解を指定する状態になります。 

制作項目 

制作項目は一つのみ設定できます。表示されている内容を変更する場合は［制作項目］ボタン

をクリックし検索画面から項目を選択します。選択された項目が難易度ランク項目の場合、更に

難易度まで指定できます。 

 

 

3-28 基本操作 



写真分解 

写真原稿等の分解を指定することができます。［写真分解］ボタンをクリックして表示される画面

で原稿種類別に点数を入力します。 

 

入稿方法 説            明 

原稿種類 表示されるリストから選択します。表示される項目は、仕様項目マスタ

ーの製版工程で「CA01～CA51」のコードとなります。名称は変えるこ

とはできますが、追加削除はできません。原稿種類を指定しない場

合は、分解後サイズも指定しないでください。 

分解後サイズ B1～A7の範囲でサイズ指定できます。サイズを指定しない場合は、

「CA01」の製版項目コードで用意されている単価表が使用されます。 

点数 原稿点数を入力します。 

 

６．１０でデジタル製版を選択した場合（DTP単価を使用する設定のみ） 

DTP項目、画像入力を指定する状態になります。 

出力サイズ 

デジタル製版の場合、DTP工程で見積られる項目のサイズをここで指定することができます。何

もしなければ仕上りサイズで計算されますが、ここで例えばA4をA3と変えるとA3サイズで見積り

計算します。 

注意 

但しここで面付計算する訳ではありません。面付計算はあくまで刷版を基準として行わ

れます。ここでのサイズ指定はDTP工程にのみ有効となります。 
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DTP項目 

画像入力はここでは入力できません。［DTP項目］ボタンをクリックして表示される画面内で入力

することができます。DTP項目の右横にある「出力」は、仕様項目マスターのDTP工程内で、単

価属性が「DTP/出力料」で登録されている項目をリストします。ここで設定しても構いませんし、

DTP項目設定画面でも設定できます。 

⑥

⑤

④ 

③ 

② 

① 

①パーツ作成料 

メイクアップ作業に渡す「パーツ」を最大５項目まで設定できます。ここで使用されるパーツ部品

は、仕様項目マスターのDTP工程内で、単価属性が「DTP/パーツ作成」で登録されている項目

をリストします。単価ランクは単価表で設定されているランクが表示されます。設定項目を追加す

るには、［設定２］、［設定３］をクリックしてください。横に設定項目が表示されます。 

マスター保守、「見積画面設定」の基本仕様［一般］画面で初期表示項目を３つまで設定可能です。 

②メイクアップ料 

［DTP項目］ボタンをクリックして設定項目を変更することができます。仕様項目マスターの属性

が「DTP/メイクアップ」である項目のみ参照可能です。また単価ランク区分により積算方法が変

わりますが一般的には難易度ランクを使用します。 

単価ランク区分 説            明 

難易度ランク メイクアップ作業を難易度別に単価設定します。 

 

基本加算ランク 基本料に加えて、詳細な作業を指定することにより加算ポイント×

加算単価で加算料を積算する方式です。現在は設定が煩雑な為

採用されていません。使用する場合、マスター保守のDTPポイント

保守の設定を行う必要があります。 

 

メイクアップ加算料 
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③面付け料 

面付料は頁物の場合に使用します。面付料を積算する場合のみチェックしてください。 

④製版色校正料 

この色校正は製版工程でフィルムを刷版に焼き付けて、色校正機で印刷する色校正（本機校正、

本紙校正）を想定しています。単価マスターもアナログ製版工程の単価マスターを参照していま

す。他の校正方法をご使用になりたい場合は、自動計算後にＤＴＰ工程明細の詳細画面から項

目を選択してください。 

校正枚数 

製版の単価初期設定に登録された基本枚数を表示しています。 

必要な枚数を入力してください。基本枚数を超えた場合は増刷りを計算します 

 

⑤画像入力料 

 ＤＴＰ単価テーブルで見積 製版単価テーブルで見積

 

画像入力料はDTP単価表に用意されている画像入力料と、製版単価表に用意されている分解

料の２種類の内どちらかで指定できます。見積計算を行うと、それぞれDTP工程、製版工程に作

成されます。 

⑥出力料 

仕様項目マスターのDTP工程内で、単価属性が「DTP/出力料」で登録されている項目をリストし

ます。 

 

以上、必要な設定を行った場合い［OK］ボタンで呼出し元の基本仕様画面に戻ります。 

 

６．１０でC.T.Plateを選択した場合 

製版形式でC.T.Plateを選択した場合、出力項目の下にＣＴＰ項目が表示されます。ＣＴＰ項目

の初期設定は、マスター保守の「見積画面設定/1→基本仕様[一般]」で行います。 

ＣＴＰ項目 

仕様項目マスター、刷版で単価属性が「C.T.Plate」で登録されている項目リストから選択します。 
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６．１４ 調達方法 

基本画面の［設定変更］ボタンからも設定できますが、ここでは部品ごとに用紙の調達方法を指

定します。 

調達方法には「自社で購入調達する」場合と「先方から支給される」場合の２つの方法ですが、

在庫紙で印刷したい場合にはこの設定に加えることができます。 

マスター保守、「名称」マスター保守で項目識別コード「YSIKYU」で登録されている内容

に追加してください。データキー＝２、表示項目名＝在庫紙、のように追加します。する

と上図調達方法［支給］の横に、追加された項目が表示されます。但し調達方法に追

加できるのは、データキー＝２のみです。 

６．１５ 用紙 

［用紙名］ボタンをクリックします。用紙名検索画面が表示されますので、ここから目的の用紙を

選択します。用紙検索画面では下記検索条件で表示の絞込みが行えたり、表示順序を変えた

りもできますので、必要に応じてご使用ください。 

検索条件 説            明 

用紙形態 枚葉紙、巻取り紙、封筒の分類で絞込みます。 

用紙分類 アート紙、コート紙のような紙質分類が用紙マスターに登録されてま

すので、その分類で絞込みます。 

製紙メーカー 用紙マスターに製紙メーカーが登録されている場合に有効です。メ

ーカー別に絞込みます。 

感圧種別 ノーカーボン紙の場合、上葉紙、中葉紙、下葉紙の分類で絞込みま

す。 

銘柄名 用紙名の部分一致検索ができます。 

※英数字は半角、全角関係なく検索できますが、ひらがな、カタカナ

文字は半角、全角が区別されます。 

    用紙検索画面 

タイトルをクリックすると昇

順に並び替えます。 
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用紙一覧の並び順はマスター保守、「見積画面設定」の用紙検索条件タブ内で設定できます。 

表示並び順は以下の３つの方法が設定できます。 

表示順序 説            明 

用紙コード順 コードの若い順に表示します。 

この順序に関しては、丸印の［コード］をクリックすることもできます。 

用紙名順 用紙名をフリガナ順に揃えて表示します。（出荷時はこの設定） 

この順序に関しては、丸印の［銘柄名］をクリックすることもできます。 

選択回数順 見積り時の用紙検索で選択された回数の多いもの順に表示します。 

ここでは用紙名「A01005 コート」を選択してください。 

画面右下に用紙明細情報が表示されます。使用する用紙サイズ、厚さが決まっている場合は、

この一覧内明細行をクリックして選択することができます。 

基本仕様画面に戻ってから判型、連量を選択することもできます。 

自動計算前は紙の流れ目は指定できません。計算後システムが妥当な流れ目を返してきます。 

もし用紙マスターにないときは、同様の用紙を選択してＯＫします。その後で用紙名を

変更して自動計算を実行します。用紙単価マスターを参照して計算し、手で入力した用

紙名を表示します。 

７                      
以上で［自動計算］ボタンをクリックします 

自動計算オプション画面 

⑥

⑤

④
③②

① 
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自動計算オプション画面が表示されます。ここでは自動計算する際の条件指示を行います。 

①単価種別グループ 

通常は使用することはありません。マスター保守、「単価種別グループ」保守で工程別の単価種

別設定を作成している場合に限り、ここでグループを選択することができます。グループが選択

されると、「見積固定とする工程」枠内の「部品別単価種別」が変化します。 

②明細固定とする工程 

ここをチェックすると、その工程に対して見積り計算を行いません。部品に対して初めて計算す

る場合、見積り明細は作成されませんし、再計算を行う場合は既存明細に対して何の影響も与

えません。 

この指定は保存されません。チェックを付けて計算した後、再度自動計算する時には

チェックは外れています。 

③見積削除工程 

ここをチェックすると、その工程は除外されます。部品に対して初めて計算する場合、見積り明

細は作成されませんし、再計算を行う場合は既存明細は削除されます。 

④最適化計算オプション（自動計算時の見積範囲の選択） 

自動計算時の計算モードを選択できます。計算モードには3

つのモードがあり、それぞれ呼び出されるケースにより初期チ

ェックされる項目が変わります。 

基本仕様画面で用紙判型を指定すると、2番目の「既存印刷

機判型を使用して最適化」がチェックされ、用紙判型を指定しないと、3番目の「範囲を指定して

最適化」がチェックされ、メニューバーの［自動計算］ボタンから来ると「最適化はしない」がチェッ

クされます。 

「最適化はしない」 とは 

一度設定されている用紙判型、印刷判型を変更しません。既存印刷判型で、部数だけ変え

て計算する場合に有効です。 

「既存印刷機版型を保持して最適化」 とは 

例えば四六判4裁で作成されているデータを、四六判は固定して、もう一度全判、半裁などで

最適な判型を計算し直します。 

「範囲を指定して最適化」 とは 

見積もり範囲内で面付け可能なものをすべての印刷機、範囲指定された用紙判型で自動計

算を行い最適な面付け結果を計算します。 

範囲を指定すると、半裁判でしか見積もらないような場合や全判でしか見積もらないような時

に使用すると計算のスピードも早く、候補の件数も少なくなります。ここには最初、初期設定

値が表示されています。範囲を変える場合は［見積範囲］ボタンで表示される画面から選択し

ます。 

⑤単価取得オプション 

このオプションは「最適化計算」オプションで、「最適化しな
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い」が選択されている場合のみ指定できるようになります。再計算を行う時、単価マスターから再

度単価を取得し直すかどうかを指示します。例えば一度計算した後に各工程明細で単価を修

正した時などは、もう変更されては困る時があります。このような時は「再取得しない」を選択しま

す。 

単価割増率オプション 

通常、単価割増率は初期設定値に基づき取得され、原

単価に対して割増計算されます。これは計算処理を行う

度に初期設定値を使用します。しかし、各工程明細での単価割増率を任意に変更し、それ以降

その割増率で計算させたい場合などは困ってしまいます。そのような場合には、単価割増率を

「再セットしない」を選択します。 

計算対象オプション 

通常、部品単位の自動計算を行う場合は「この部品の

み」計算対象とします。基本画面から自動計算を行う場

合は「全部品対象」になります。 

⑥集計画面オプション 

ここでは「営業管理費」の計算方法と、「運送費」の計算

方法の指示を設定できます。 

営業管理費 

表示順序 説            明 

金額から率再計算 金額とは見積り合計額のことで、自動計算の度に額に応じて営業管

理費率をマスターから取得し直して計算します。見積集計画面で管

理費率が変更されていても再計算されます。（初期値です） 

率の固定 見積集計画面で管理費率が変更された場合、再計算時にその率を

再計算させたくない場合に選択します。 

額の固定 見積集計画面で設定された営業管理費額自体を、再計算時に変更

させたくない場合に選択します。 

運送費計算 

運送費の計算方法は起動時または基本画面のマスターセットメニューから「実行環境再設定」を

行わない限り変更されませんので、ここで指定できるように用意されています。 

８                      
自動計算のボタンをクリックします 
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自動計算中は計算経過を表示します。自動計算が終わると見積基本仕様画面に戻ります。自

動計算では面付シミュレーションを行います。もし指定された製版サイズが可能な用紙サイズ、

印刷機で面付られなかった場合はその旨メッセージされます。また、指定された条件でマスター

から単価取得できなかった場合も、その旨メッセージされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９                      

ヒント！

面付けエラーが発生した場合は以下の情報を参考にしてください。 

・ 指定した用紙の持つ用紙判型は用紙判型マスターの情報に連動しています。 

・ 用紙判型マスターの原寸サイズを元に面付け計算を行います。ここの全判用紙比は面付け計算時

の「最適化計算オプション」に関係します。用紙比が「１」であれば全判とみなされます。 

・ 用紙判型マスターの印刷機種別は、印刷機マスターと連動します。印刷機マスターで「見積対象」

となっている必要があります。 

・ 面付け計算時はアキ寸法（クワエ、紙尻、左右、断ち）を必要とします。指定された範囲でこの寸法

は調整されますがそれを超えての調整は行いません。（マスター保守の自動計算条件に設定があ

ります。）調整を考慮しない場合（断ち寸法以外）は見積計算時に見積基本仕様画面で「クワエ等

調整」をナシにする必要があります。 

基本仕様画面の用紙選択時に連量を指定しなかった場合、最も軽い連量を計算してきます。連

量を変更する場合は、基本仕様画面の連量リストより選択してください。 

「みつもさぴえんす」は最も効率のよい（刷版、印刷、用紙代）印刷判型、面付けで計算してきま

すので、他の印刷判型、面付け候補を確認する場合は、「面付けグラフで他候補を選択」をクリ

ックしてください。面付グラフに関してはこの後説明していますので、そちらを参照してください。 

10                      
自動計算が終了すると各工程の作業データが作成されています 

各工程の爪見出し（以降タブと表現します）をクリックして確認しましょう。 

連量を変更して「ＯＫ」で画面を閉じた場合、「面付け画面のシミュレーション一覧の金

額」は自動計算されていませんので、ご注意ください。 
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端物見積(１)で手動面付を行う 

ここでは端物の見積計算時に使用することのできる手動面付け計算機能について説明します。 

手動面付けとは自動面付け計算とは異なり、何パターンもの面付けをシミュレートしません。自

分で縦と横に何面付けられてクワエ等のアキがどうなるのかを画面を見ながら設計をするよう

な場合に使用します。 

ここでは、前項の端物見積書(１)を例に説明します。 

１                      
基本操作［3章 6.15 用紙］が終わった状態にします 

基本仕様画面は次のようになっています。 

用紙検索画面から用紙「コート」を選択した直後の状態です。ここで用紙判型に「菊判」を使うと

してリストから選択します。用紙判型が選択されると［手動面付へ］ボタンが使用可能になります。

連量が決まっている場合は用紙検索画面で選択時に、連量を選んでおけば［手動面付へ］ボタ

ンは使える状態になります。このボタンをクリックします。 
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２                      
端物手動面付画面が表示されます 

④

①
②
③

①流れ目 

初期値の流れ目「Ｔ」が表示されています。流れ目は常に画面上から下に流れます。 

３                      
②用紙形態を選択します 

前の画面で指定された用紙判型の持つ形態（断裁パターン）リストから使用したい形態を選択し

ます。この断裁パターンはマスター保守－枚葉紙葉紙判型に登録されているパターンを表示し

ます。但し、印刷機マスターで見積対象外となっている形態は候補から除外されます。 

この例の製版サイズはＡ４なので、菊８裁も可能なのですが、菊８裁印刷機は見積もり対象から

場外しているためここでは表示されていません。 

ここでは「菊半裁」を選びます。 

［↑クワエ方向↑］が表示されます。クワエ方向は用紙の長い辺に取られます。縦線は紙の流れ

目を表しています。 

調整寸法には、選択された用紙判型マスターに登録されている印刷機マスターで登録されてい

る値がセットされます。 
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４                      
③面付数を選択します 

縦横の面付選択リストには面付可能なものしか表示されません。ここでは縦２面、横２面を選び

ます。 

問題なく面付けられるため、調整寸法も変更されることもありません。もし製版サイズが面付けた

状態で用紙サイズをオーバーしてしまう場合どうなるかというと、例えば製版縦寸法が「210」では

なく「222」であったとすると、222×2＋3×4＋10＋5＝「471」となり用紙サイズ「469」を２ミリ超え

てしまいます。 

画面下部に、２ミリオーバーした旨メッセージ表示します。この情報を基に調整寸法を調整して

いきます。クワエを２ミリ減少させればこのメッセージは消えます。と同時に［次へ］ボタンが使用

可能となります。 

５                      
面付け終了後、［次へ］をクリックします 

これ以降は、［第3章 手順７］以降の画面（自動計算オプション）に移行します。 
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端物の見積書を作成する(2) 

ここでは端物のパッド仕様機能を使用して伝票物を見積もります。例として、２枚複写、100組、

2､000冊、Ａ６横サイズ、表１色の領収書を見積もってみましょう。 

※一般の端物と同じ動作の場合は説明を省略します。（⇒端物①と表記します） 

１                      
品名を入力します 

手順としては、まず見積タイトル情報を入力します。見積タイトル情報の入力方法は端物(1)をご

参照ください。品名には「領収書」等入力してください。（⇒端物①） 

２                      
パッド仕様「する」をクリックします 

パッド仕様を｢する｣にすると、数量入力欄が、パーツ数、組数、冊数入力欄に変わります。 

項目名 説               明 

パーツ数 複写枚数のことです。最大１０パーツまで。 

組数/冊 一冊あたり複写セット組数のことです。最大４桁まで。 

冊数 仕上がった形態の個数のことです。組数×冊数が９桁を超えることは

できません。 

仕上判型 

仕上判型ボタンをクリックして仕上判型を検索画面から選択してください。規格外であれば規格

外を選び、検索画面上でサイズを入力してください。 

ここで指定するサイズは、加工した後の仕上がりサイズを選択します。製版や印刷のサイズでは

ありませんのでご注意ください。（⇒端物①） 
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３                      
［次へ］のボタンをクリックします 

新規に見積する場合は、この［次へ］のボタンが表示され基本仕様画面へとガイドします。 

４                      
見積基本仕様を入力します 

見積基本仕様とは、「最低限これらの情報があれば見積できる情報」を設定する画面です。 

もちろん、付加情報も特別な情報も入力できます。 

 

４．１ 単価種別 

基本画面で設定されている単価種別が表示されます。ここは単価種別を複数作成している場合

に限り、部品ごとに切換えることができます。 

４．２ 部品名 

部品名が省略時で表示されていると思いますが、基本画面での見積形態、設定内容により表示

される部品が決定されます。 

条件 省略時でセットされる部品 

端物でパッド仕様

あり 

パーツ ：部品マスターに端物で形態が本文で登録されている部品 

表紙 ：部品マスターに端物で形態が表紙で登録されている部品 

裏表紙 ：部品マスターに端物で形態が見返しで登録されている部品 

付き物 ：部品マスターに端物で形態が付物で登録されている部品 

［部品］ボタンをクリックすると、端物で登録されている部品マスター一覧が検索されます。 

端物で複数部品を指定する場合は、それぞれ異なる部品を指定する必要があります。つまり部

品の重複は認められません。 
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４．３ 数量 

基本仕様の冊数がセットしてあります。その横には組数（セット数）が表示されます。 

４．４ 印刷形式 

初期設定で一般平台が表示されています。この初期設定は、マスター保守の「端物仕様画面」

にあります。ここではこのまま次に進みますが、他の印刷形式を指定するときは、［印刷形式］を

クリックし検索画面から選択してください。（⇒端物①） 

４．５ 加工形式 

加工形式ボタンをクリックすると加工形式を検索します。ここでは「FA01 化粧断ち」を選びます。 

加工形式を選択すると頁数、判型が連動して表示されます。（⇒端物①） 

４．６ クワエ等調整～用紙調達方法 

一般端物見積りの場合と同様の操作方法です。そちらをご参照ください。（⇒端物①） 

４．７ 用紙 

［用紙名］ボタンをクリックします。用紙名検索画面が表示されますので、ここから目的の用紙を

選択します。（⇒端物①） 

用紙検索時、一般の端物見積り時とは異なる初期条件で表示させることができます。

マスター保守、「見積画面設定」の用紙検索条件タブで、帳票用枚葉紙検索用の用紙

分類を設定することができます。 

ここでは用紙名「F00002 ﾉｰｶｰﾎﾞﾝ 上 ﾌﾞﾙｰ」を選択してください。 

画面右下に用紙明細情報が表示されます。使用する用紙サイズ、厚さが決まっている場合は、

この一覧内明細行をクリックして選択することができます。色を持っている場合はどれか選択して

ください。 

基本仕様画面に戻ってから判型、連量を選択することもできます。 

自動計算前は紙の流れ目は指定できません。計算後システムが妥当な流れ目を返してきます。 
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５                      
次に２パーツ目を見積ってみましょう 

［パーツ］ボタンが押された状態で、基本仕様タブの２行目の「仕様」欄をクリックします。クリック

した箇所に［＞］ボタンが表示された後、基本仕様画面が表示されます。 

６                      
見積基本仕様を入力します 

２パーツ目ではありますが、１パーツ目で表示されたものと同じ状態の仕様画面が表示されます。

１パーツ目と２パーツ目とでは、使用する紙が異なるだけで後は同じ場合があります。このような

時は、部品のコピー機能を利用すると便利です。 

７                      
部品をコピーします 

ファイルメニューから「他部品からのコピー」で表示される部品情報をクリックします。 

すると次に、部品検索画面が表示されます。ここで２パーツ目を選択します。 

基本仕様画面に戻ったら、後は用紙を変更すれば完了です。 
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用紙 

［用紙名］ボタンをクリックします。すでに選択済みの用紙が選択状態になっているはずです。 

 

ここでは用紙名「F00004 ﾉｰｶｰﾎﾞﾝ 下 ﾌﾞﾙｰ」を選択してください。 

画面右下に用紙明細情報が表示されます。使用する用紙サイズ、厚さが決まっている場合は、

この一覧内明細行をクリックして選択することができます。色を持っている場合はどれか選択して

ください。 

基本仕様画面に戻ってから判型、連量を選択することもできます。 

自動計算前は紙の流れ目は指定できません。計算後システムが妥当な流れ目を返してきます。 

８                      
次に表紙を見積ってみましょう 

端物見積り環境ですが、パッド仕様を使用する場合は表紙を見積もることができます。［表紙］ボ

タンをクリックします。基本仕様タブの２行目の「仕様」欄に［＞］ボタンが表示されますので、そこ

をクリックします。 
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９                      
見積基本仕様を入力します 

表紙の場合は、ほぼ端物見積り時の入力方法に従いますが、ここでは表紙固有の設定方法の

みご説明します。 

部品名 

部品名には自動的に表紙がセットされます。端物で形態が表紙で登録されている部品が選択さ

れるようになっています。 

加工形式 

後はパーツ部品と同様に入力していきます。本文と異なり加工形式を指定します。［加工形式］

ボタンをクリックすると表紙折り形式検索画面が表示されます。 

後は端物仕様画面での説明をご参照ください。（⇒端物） 

色数には「１＋０」、用紙には「A01005 コート」を選び、自動計算してください。 

10                      
次に裏表紙を見積ってみましょう 

［裏表示］ボタンをクリックします。基本仕様タブの３行目の「仕様」欄に［＞］ボタンが表示されま

すので、そこをクリックします。 

表示される基本仕様画面では前に入力した表紙のように入力していきます。入力方法に他部品

からのコピーが使用できます。表紙を見積る時は使用できませんでしたが、裏表紙も表紙なの

で、表紙部品からコピーすることができます。 

後は部品名、用紙を指定した後、自動計算してください。 
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見積書を画面で確認する 

作成された見積書を印刷する前に画面に表示し、レイアウトを確認します。 

１                      
ツールバーのアイコンかファイルメニューから「印刷プレビュー」を選択します 

見積書プレビュー選択画面が表示されます。 

見積書を発行するに際し、二つの印字フォーマットタイプが選択できます。この設定はすべて

「見積書設計」機能で行います。選択されているタイプは赤く表示されます。その横には見積書

設計IDが表示され、リストから使用したい設計IDに変更することができます。変更した場合、一

度プレビュー表示するとその設定は記憶されます。 

２                      
［プレビュー］ボタンをクリックします 

機能ボタンの説明 

選択項目 説             明 

PDF保存 PDFファイルとして保存します。 

メール配信 見積書をPDF文書としてメールに添付して配信します。 

拡大鏡アイコン 表示倍率や表示形態を変えます。 
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メール配信 

メール配信機能を使用するには、マスター保守の見積画面設定/２のシステムタブにて設定が

必要です。（第２章の「見積もる画面を設定する」を参照してください。） 

項目の説明 

項目名 説             明 

送信元 見積担当者名と登録アドレスが表示されます。 

送信先 指定得意先マスターに登録されている先方担当者リストからセットでき

ます。 

件名 マスター設定値が初期セットされます。 

送信文 マスター設定値が初期セットされます。 

 

ＣＣで自分自身にもメールすることができます。 
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見積書を印刷する 

作成された見積書を印刷します。 

１                      
ツールバーのアイコンかファイルメニューから印刷を選択します 

見積書出力選択画面が表示されます。 

見積書を発行するに際し、二つの印字フォーマットタイプが選択できます。この設定はすべて

「見積書設計」機能で行います。選択されているタイプは赤く表示されます。その横には見積書

設計IDが表示され、リストから使用したい設計IDに変更することができます。変更した場合、一

度プレビュー表示するとその設定は記憶されます。 

 

印刷設定 

設定項目 説            明 

使用するプリンタ 省略時で使用されるプリンタが表示されますが、プリンタリストから別

のプリンタを選択し設定保存すれば、次回から見積書に関しては保

存されたプリンタが初期表示されるようになります。 

用紙サイズ 使用可能な規格サイズをリストします。 

用紙方向 縦向き、横向きを指定します。 

部数 印刷部数を指定します。 

設定保存 上記設定値を保存します。 

 

［印刷開始］ボタンをクリックします 

印刷を開始します。 
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頁物の見積書を作成する 

基本的には端物の見積りと同じです。しかし、本文、表紙、付物等にわかれた部品を登録して

その合計を見積ります。端物見積りと共通機能については深く説明していません。端物見積り

を参照する箇所は（⇒端物）と表記します。 

１                      
みつもさぴえんすを起動し、見積り形態で［頁物］を選択します 

２                      
端物と同様に見積タイトルを入力しておきます（⇒端物） 

３                      
見積り仕様を入力します 

頁物・見積仕様を入力します。［見積タイトル］画面で品名を入力してある場合は、この画面の品

名欄にセットされます。 

品名 

見積タイトル画面での品名入力方法と同じです。（⇒端物） 

数量 

数量欄にフォーカスをセットし直接入力するか、［数量］ボタンをクリックし電卓画面から入力しま

す。通常、数量には部数を入力します。 1 ～ 99,999,999（８桁）の範囲で入力します。 

ここでは「10,000」部と入力しておきます。カンマは入力後、自動的に付けられます。数量単位は

省略時設定されていますので、必要に応じてリストから選択してください。 

総頁数 

見積書に表示される総頁数を入力します。本文のみの頁数でも表紙込みの頁数でもどちらでも

構いません。ここで入力した頁数は本文見積りを作成する時にも使用されます。ここでは「100」

頁と入力しておきます。 

仕上判型 

仕上判型ボタンをクリックして仕上判型を検索画面から選択してください。規格外であれば規格

外を選び、検索画面上でサイズを入力してください。（⇒端物） 

ここでは「Ａ４」を選択しておきます。 

 

 

基本操作 3-49 



綴じ加工 

マスター保守、「頁物仕様画面」で登録されている綴じ加工項目、折り形式が表示されています。 

［綴じ加工］をクリックすると使用できる綴じ加工が表示されます。ここでは「無線とじ」を選択します。 
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上製本に付いて 

厳密に上製本用の積算ができる訳ではありません。折り/断裁加工料に背加工料が設

定できるくらいで、一般のあじろ綴じ加工と考え方は同じです。 

ここで別の綴じ加工を選択して戻ると、選択された綴じ項目用の折り形式の入力を求められます。 

基本頁折りを選択してください。 

※ここに表示される折り形式は、折り加工形式マスターに連動

しています。また自動計算はこの表示された折り形式にのみ対

応しています。マスターに追加、削除は行わないでください。 

 

 

 

 

 

４                      
［設定変更］について 

 

 

 

加工条件、調整寸法の設定初期値を設定できます。 

項目名 説                明 

用紙調達 頁物に限りませんが、調達方法の省略時設定を変更できます。 

支給、調達（、在庫）から選択します。 



加工区分 加工作業があるかどうか指定します。無しの場合、加工工程には何も見

積もりません。 

加工 

予備率 

ここでは何も設定されていません。入力がない場合、自動計算時に印刷

形式、部数に応じて自動計算されます。任意の予備率を入力した場合

は、その予備率を優先して計算します。 

変更するときは 0.1 ～ 99.9 の範囲で入力してください。印刷予備は、

印刷の予備率マスターによって別途計算されます。 

また、このバージョンでは、数量、印刷形式による予備率の変化には対

応していますが、加工形式による変化や難易度による変化には対応して

いませんので任意に入力してください。 

断ち 仕上げ、化粧断ちする時の落とし寸法。追っかけ、一刀断ち等ドブを付

けない仕上げの時は０にしてください。 

ミーリング 無線綴じで製本する時のノドの落とし寸法。端物では表示されません。 

ラップ 中綴じ製本を丁合する時の小口ベロを出す寸法です。 

５                      
［次へ］のボタンをクリックします 

新規に見積する場合は、この［次へ］のボタンが表示され基本仕様画面へとガイドします。 

６                      
見積基本仕様を入力します 

見積基本仕様とは、「最低限これらの情報があれば見積できる情報」を設定する画面です。 

もちろん、付加情報も特別な情報も入力できます。順を追ってご説明します。 

基本仕様画面 

［次へ］をクリックすると次のような画面が表示されます。 
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６．１ 単価種別 

基本画面で設定されている単価種別が表示されます。ここは単価種別を複数作成している場合

に限り、部品ごとに切換えることができます。 

６．２ 部品名 

部品名が省略時で表示されていると思いますが、基本画面から［次へ］ボタンから表示された場

合は常に「本文」になります。これは、みつもさぴえんすの自動計算機能として、まず本文を計算

して束厚を概算し、表紙を見積る時に表紙サイズに束厚分加算させるものがあります。そのため

まず本文部品が表示されます。 

条件 省略時でセットされる部品 

頁物 本文 ：部品マスターに頁物で形態が本文で登録されている部品 

表紙 ：部品マスターに頁物で形態が表紙で登録されている部品 

見返し ：部品マスターに頁物で形態が見返しで登録されている部品 

付き物 ：部品マスターに頁物で形態が付物で登録されている部品 

［部品］ボタンをクリックすると、頁物でそれぞれの形態で登録されている部品マスター一覧が検

索されます。 

本文でも刷り色、折り形式、用紙等が異なる場合は

部品分けをしてください。その場合、部品名には

「本文１」、「本文２」という形で指定してください。 

※なお、中綴じの場合は「見返し」は選択できませ

ん。 

６．３ 数量 

基本仕様の部数がセットしてあります。部品ごとに印刷部数を変える必要がある場合に変更しま

す。ここではそのままで結構です。 

６．４ 印刷形式 

初期設定で一般平台が表示されています。この初期設定は、マスター保守の「端物仕様画面」

にあります。ここではこのまま次に進みますが、他の印刷形式を指定するときは、［印刷形式］を

クリックし検索画面から選択してください。 

ここでどの印刷方法で見積もるかを変更できます。選択内容により若干表示項目が変化します。 

「一般輪転」を選択した場合、「折り出し」か「シート出し」かを選択できます。 

他の出し方を設けたい場合は、名称マスターにて設定できます。 

名称マスター「INSKTI 印刷形態」に追加設定例 
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「ダイレクト」を選択した場合、版種類「シルバー版」、「ピンク版」、「C.T.Plate」を選択できます。 

この選択項目は、メニュー項目マスターの刷版工程ダイレクト内に登録されている内容を表示し

ています。 

 

「フォーム」はこの画面からは選択できません。 

６．５ 加工形式 

頁物の場合、ここで加工形式（折り加工形式）を変更できません。部品ごとに折り形式を変更す

る場合は［台割り］ボタンで表示される画面から行ってください。 

６．６ クワエ等調整 

「なし」にすると調整寸法は一切考慮されません。（⇒端物） 

６．７ 頁数 

本文の場合はその頁数を入力します。基本画面で「総頁数」に対し入力されていた場合はその

頁数が表示されます。変更する必要がある場合は変更してください。ここではそのまま「100」とし

ておきます。［頁数］ボタンは電卓を表示します。 

部数、印刷形式、色数、用紙が同じ「折り」は合計頁数を入力します。自動的に台割り

計算をします。頁数を指定すると「台割り」ボタンが使用可となりますので、クリックして

確認できます。計算方法はその合計頁数を基本頁折数で除して余りを基本頁折数の

半分で除する方法です。もし、故意に台割りを分ける必要がある場合は、部品を区別

して登録してください。 

６．８ 台割り確認及び入力 

端物や本文以外ではこのボタン名は「付合わせ」になりますが、本文の場合は「台割り」となりま

す。折り形式を変更は［基本頁折］ボタンで行います。 
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基本画面の折り形式検索画面と同等のものが表示されますので、その中から選択してください。 

６．９ 色数 

刷り色を入力します。特色インキ、ベタ刷りを別途指定する場合（割増を掛ける場合）はそれ以

外の色数（その分を差し引いた色数）を入力します。ここでは色数表 １、裏 １ と入力します。 

 

入力には直接入力、リストから選択、スピンボタンによる入力の３通りあります。また、［色数内訳］

ボタンで表示される画面で特色指示、ベタ刷り指示等が行えます。（⇒端物） 

６．１０ 製版形式 

マスター保守、「頁物仕様設定」の本文タブで設定されている製版形式が初期セットされていま

す。リストから変更することができます。（⇒端物） 

６．１１ 製版サイズ 

本文の場合、仕上判型となりますが、その他の場合は展開されたサイズ（加工形式により展開）

となります。 

頁数が入力されていると判型は自動表示されます。 

 

６．１２ 製版頁付け数 

本文の場合、片面に何面付けるかを指定することができます。 

初期設定値は仕上げ判型マスターに設定されています。例え

ば「A４」サイズの場合、製版作業形態（頁付け数）は「４」と設定

されていますので、画面には４頁付と表示されていると思います。頁付け数を変えると製版サイ

ズが変わります。 

拡張製版頁付とは 
①

製版頁付の右に［拡張製版頁付］ボタンがあります。

このボタンをクリックすると次の画面が表示されます。

この画面はどのような場合に有効かを説明します。 

② 

右図のサンプルは仕上サイズ「Ａ５」、基本８頁折りの

場合です。標準設定ではＡ５は４頁付で製版サイズＡ

３となります。ここで製版サイズに表裏両面付けでＡ２

製版をしたい場合、①の画面では片面４頁までしか

付けられません。これが②の画面でなら８頁付けられ

ます。②の画面で設定した値が有効になり、ボタンの

色が水色に変わります。 

６．１３ 入稿方法～DTP項目 

入力方法は端物と同様です。そちらをご参照ください。（⇒端物） 
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６．１４ 用紙 

［用紙名］ボタンをクリックして目的の用紙を検索します。操作方法は端物見積り時と同様ですの

でそちらをご参照ください。（⇒端物） 

ここでは「A01266 ニューエイジ」を選択してみましょう。用紙検索画面で、銘柄名に「ﾆｭｰｴｲｼﾞ」

または「ﾆｭｰ」と入力すると絞られて表示されます。 

７                      
以上で［自動計算］ボタンをクリックします 

自動計算オプション画面 

自動計算オプション画面が表示されます。ここでは自動計算する際の条件指示を行います。 

この画面の設定方法も端物見積り時と共通ですので、そちらをご参照ください。（⇒端物） 

８                      
自動計算のボタンをクリックします 

自動計算中は計算経過を表示します。自動計算が終わると見積基本仕様画面に戻ります。自

動計算では面付シミュレーションを行います。もし指定された製版サイズが可能な用紙サイズ、

印刷機で面付られなかった場合はその旨メッセージされます。また、指定された条件でマスター

から単価取得できなかった場合も、その旨メッセージされます。 

９                      
基本仕様画面の用紙選択時に連量を指定しなかった場合、最も軽い連量を計算してきます。連

量を変更する場合は、基本仕様画面の連量リストより選択してください。 

「みつもさぴえんす」は最も効率のよい（刷版、印刷、用紙代）印刷判型、面付けで計算してきま
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すので、他の印刷判型、面付け候補を確認する場合は、「面付けグラフで他候補を選択」をクリ

ックしてください。面付グラフに関してはこの後説明していますので、そちらを参照してください。 

10                      
本文についての各工程データが作成されました。［OK］ボタンで終了します 

ご注意：「みつもさぴえんす」は表紙やカバーのために束計算をしています。その

ため表紙を最後に見積もることをお勧めします。表紙から見積もることは可能で

すが、その場合、本文等の束厚は考慮されません。 

11                      
次に表紙を見積ってみましょう 

［表紙］ボタンをクリックします。基本仕様タブの２行目の「仕様」欄に［＞］ボタンが表示されます

ので、そこをクリックします。 

12                      
見積基本仕様を入力します 

表紙の場合は、ほぼ端物見積り時の入力方法に従いますが、ここでは表紙固有の設定方法の

み説明します。 

１２．１ 部品名 

部品名には自動的に表紙がセットされます。部品名を検索してもらえると分かりますが、頁物で

形態が表紙で登録されている部品を使用しています。 
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１２．２ 加工形式 

本文と異なり加工形式を指定します。［加工形式］ボタンをクリックすると表紙折り形式検索画面

が表示されます。 

加工形式が選択されると、頁数欄に検索画面で表示されていた頁数がセットされます。この値は

折り形式を変えない限り変更できません。 

１２．３ 製版サイズ 

表紙の場合、折り形式により計算セットされる寸法に違いがあります。 

折り形式 製版サイズ計算方法 

両袖折り 中とじ ：（横寸法×４－６ミリ）で計算されます。 

上記以外：（横寸法×４－６ミリ＋束厚）で計算されます。 

片袖折り 中とじ ：（横寸法×３－３ミリ）で計算されます。 

上記以外：（横寸法×３－３ミリ＋束厚）で計算されます。 

二つ折り 中とじ ：（横寸法×２）で計算されます。 

上記以外：（横寸法×２＋束厚）で計算されます。 

１２．４ 束厚について 

本文を先に見積もった場合は頁数、用紙の厚さ分類により標準的な束厚を計算します。その関

係上横サイズが伸ばされます。 

 

後は端物仕様画面での説明をご参照ください。（⇒端物） 

色数には「４＋０」、用紙には「A01005 コート」を選び、自動計算してください。 

13                      
次に見返しを見積ってみましょう 

［見返し］ボタンをクリックします。基本仕様タブの３行目の「仕様」欄に［＞］ボタンが表示されま

すので、そこをクリックします。（※「中とじ」では見返しは使用できません。） 
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14                      
見積基本仕様を入力します 

見返しの場合は、ほぼ端物見積り時の入力方法に従いますが、ここでは見返し固有の設定方法

のみ説明します。 

１４．１ 部品名 

部品名には自動的に表紙がセットされます。部品名を検索してもらえると分かりますが、頁物で

形態が見返しで登録されている部品を使用しています。ただの「見返し」を選択すると、前後見

返しが選択されたものと解釈されます。前または後に印刷が入る場合は、それぞれの見返し部

品を使用してください。 

１４．２ 加工形式 

見返しを選択してください。［加工形式］ボタンをクリックすると、選択されたとじ形式の付き物とし

て登録されている加工項目が表示されます。（付き物入力の場合も同じ内容が表示されます。） 
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加工形式が選択されると、頁数は自動セットされます。 

１４．３ 製版サイズ、頁数 

「見返し」及び「付き物」は、端物見積り時の加工形式選択時と同様に、仕様項目マスターの設

定情報で製版サイズ、頁数が決定されます。 

※前見返し、後見返しの場合は台数は１台で計算されますが、「前後」の付かない見返し項目は

無条件で「２台」と解釈されます。 

後は端物仕様画面での説明をご参照ください。（⇒端物） 

印刷がない場合は、色数を指定しないでください。用紙を選択した後、自動計算してください。

色数を指定してない場合、確認メッセージが表示されますが継続してください。 

15                      
次にカバーを見積ってみましょう 

［付き物］ボタンをクリックします。基本仕様タブの４行目の「仕様」欄に［＞］ボタンが表示されま

すので、そこをクリックします。 

16                      
見積基本仕様を入力します 

付き物の場合は、ほぼ端物見積り時の入力方法に従いますが、ここでは付き物固有の設定方

法のみ説明します。 
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１６．１ 部品名 

部品名にはハガキがセットされると思います。これは部品名を検索してもらえると分かりますが、

頁物で形態が付き物で登録されている最初の部品を表示しているためです。検索画面からカバ

ーを選択してください。 

１６．２ 加工形式 

カバー掛けを選択してください。［加工形式］ボタンをクリックすると、選択されたとじ形式の付き物

としてと登録されている加工項目が表示されます。 

１６．３ 製版サイズ、頁数 

「見返し」及び「付き物」は、端物見積り時の加工形式選択時と同様に、仕様項目マスターの設

定情報で製版サイズ、頁数が決定されます。 

後は端物仕様画面での説明をご参照ください。（⇒端物） 

刷り色、用紙を選択した後、自動計算してください。 
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フォーム物の見積書を作成する 

フォーム物の見積りは端物、頁物と操作が異なる部分があります。フォーム物見積りではフォ

ーム用巻取り紙を使用するパーツ部品を見積る点が大きな違いとなります。フォーム用紙は使

用するが、最終的には単票物を作成する場合などは、表紙は枚葉紙で印刷するということも可

能です。 

１                      
みつもさぴえんすを起動し、見積り形態で［ﾌｫｰﾑ物］を選択します 

２                      
端物、頁物と同様に見積タイトルを入力しておきます（⇒端物） 

３                      
見積り仕様を入力します 

頁物・見積仕様を入力します。［見積タイトル］画面で品名を入力してある場合は、この画面の品

名欄にセットされます。ここでは３枚複写の連続帳票を例にして見積っていきます。品名には｢納

品伝票」と入力してください。 

[連続帳票、ワンセット帳票]     ［単票帳票］ 

品名 

見積タイトル画面での品名入力方法と同じです。（⇒端物） 

仕上形態 

仕上形態 説               明 

連続帳票 コンピュータから連続的に打出せるようにミシン線で折り込まれた連続

用紙を使用した印刷物のことを指します。 

単票帳票 天のりで綴じられた剥ぎ取り式の帳面のことで、主にメモ帳、伝票等を

指します。端物/パッド仕様でも見積れますが、ここではﾌｫｰﾑ巻取り紙

を使用することを想定しています。 

ワンセット帳票 申込書などで、数枚の複写物を単票として仕上げられた印刷物で表

紙が付けられたりするものを想定しています。 

単票帳票の場合、表示される入力項目が変わります。端物/パッド仕様の場合と基本的には同

じです。 

ここではそのまま連続帳票としてください。 
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寸法単位 

単位項目 説               明 

インチ 仕上形態が単票帳票以外は省略次設定としてこの単位がセットされま

す。インチが指定された場合、サイズ入力欄はインチ数設定用に変わ

ります。１インチ＝２５．４ミリで換算しています。 

ミリ 仕上形態が単票帳票の場合は省略次設定としてこの単位がセットされ

ます。サイズ入力欄は「仕上判型」設定用に変わります。 

折り数ではありません。 

数量 

数量項目 説               明 

パート数 複写枚数を指定します。１～１０の範囲のみ許可されます。 

セット数 仕上りサイズの個数を指定します。８桁まで有効です。 

折り数ではありません。 

組数 単票帳票の場合に指定します。一冊あたり、パート数が何組含まれる

かを指定します。４桁まで有効です。 

冊数 単票帳票の場合に指定します。８桁まで有効です。 

（組数×冊数）が８桁を超えることはできません。 

ここでは３パーツ、5,000セットと入力してください。それぞれのボタンは電卓を呼出します。 

仕上寸法（横、縦） 

横寸法にはマージナルパンチ部（耳）を含んだサイズをインチ表現で「整数－分子／分母」の形

式で入力します。横寸法、縦寸法それぞれマスター設定より検索画面から入力可能です。 

[横寸法検索]    ［縦寸法検索］ 

ここでは横「８インチ」、縦３-１/３を入力してください。 

ミリ単位の場合 

ミリ単位の場合は端物、頁物での仕上判型設定方法に従います。（⇒端物） 

４                      
［設定変更］について 
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ここでは以下の初期設定値の設定変更が行えます。 

項目名 説                明 

用紙調達 調達方法の省略時設定を変更できます。支給、調達（、在庫）から選択します。 

加工 通常加工有りですが、無しにすると、自動計算では加工工程を見積りません。 

加工予備率 パーツ部品の場合は使用されません。表紙等、枚葉紙で見積る場合の

計算で使用されます。 

耳幅 マージナルパンチ部の幅を変更できます。「マスター保守→見積画面初

期設定」のフォーム仕様画面で設定されています。 

左右あき（連） 連続帳票見積り時の耳の外側に取られる断ちしろ幅を変更できます。 

断ちしろ（単） 仕上げ、化粧断ちする時の落とし寸法です。連続帳票の場合は使用しません。 

５                      
［次へ］のボタンをクリックします 

新規に見積する場合は、この［次へ］のボタンが表示され基本仕様画面へとガイドします。 

６                      
見積基本仕様を入力します 

見積基本仕様とは、「最低限これらの情報があれば見積できる情報」を設定する画面です。 

もちろん、付加情報も特別な情報も入力できます。順を追ってご説明します。 

基本仕様画面 

［次へ］をクリックすると次のような画面が表示されます。 

ここではパーツ部品の設計仕様を指定していきます。端物、頁物の基本仕様画面同様に上から

順に設定を行います。手順に従い項目説明をしていきます。 

６．１ 印刷形式 

「平圧印刷、凸輪印冊、オフ輪印刷」から設定します。「マスター保守→見積画面初期設定」の

基本仕様［フォーム］タブの設定を初期表示します。 
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６．２ 丁合形式及び丁合予備 

丁合形式を指定します。丁合加工がない場合は空白を選択してください。表示されるリスト内容

は、単価メニュー項目マスターの加工→フォーム加工→丁合加工の内容を表示しています。 

丁合予備は指定された丁合形式以外に更に丁合形式を指定する必要が発生する場合に指定

します。通常は設定する必要はありません。「見積画面初期設定」の基本仕様［フォーム］タブの

設定を初期表示します。 

７                      
面付設計を行います 

［面付＆サイズ設計］ボタンをクリックして表示される画面で、面付設計を行います。 
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項目名 設定内容の説明 

印刷機 基本仕様画面で指定された印刷形式で登録されているフォーム用印刷機

をリストから選択します。「見積画面初期設定」の基本仕様［フォーム］タブの

設定を初期表示します。ここでは印刷形式がオフ輪印刷機で登録されてい

るフォーム印刷機リストから指定します。 

仕上サイズ回転 仕上げサイズを９０度回転して面付け表示します。ここではチェックしませ

ん。 

面付数 横方向、縦方向の面付数を指定します。表示されるリストから指定しま

す。ここでは横１面、縦３面としてください。 

折り寸法 縦面付数を指定すると自動セットされます。ここでは縦に３面付けました

ので、３-１/３×３＝１０インチと計算されます。 

紙幅 （仕上横サイズ＋左右あき）で０．５インチ単位で切上げられた値を紙幅と

して計算します。切り上げられた分は、左右あきで調整されます。 

（紙幅はマスター保守の名称マスターで定義されています。１インチ単位

の紙幅リストを用意することも可能です。） 

仕上形態 現在設定されている情報を表示しています。 

断ちしろ（横縦） 連続帳票の場合は使用されません。単票帳票、ワンセット帳票の場合に

有効となります。 



耳幅 マージナルパンチ部の幅が初期セットされています。変更することも可能です。 

耳間面数 連続帳票の場合は使用されません。横方向に２面以上面付けられた場

合で、単票帳票、ワンセット帳票の場合に有効となります。面と面の間に

マージナルパンチ部を設計しません。 

設定を行うと、下図のように表示されます。 

紙幅等確認の上、［OK］ボタンで基本仕様画面に戻ります。 

８                      
用紙を指定します 

用紙指定行は指定されたパーツ数分用意されます。各行の［？］ボタンをクリックしてください。 

端物、頁物での用紙検索画面と同じ画面が表示されます。省略時で用紙分類がノーカーボン

紙で検索されます。この設定はマスター保守、「見積り画面設定」の用紙検索条件タブ内で設定

されています。ここでは、「F10005 N40/上/ﾌﾞﾙｰ」の白を選択してください。用紙名をクリックす

ると、面付設計で設定された用紙幅を選択状態とします。後は色名を選択し、［OK］で戻ります。

ここでは３種類の用紙を指定するとして、同様の手順で中葉紙、下葉紙を設定してください。 
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画面は次のように変わります。 

 

 

 

 

 

ここで、用紙個別に手配方法を設定変更できます。リストから選択してください。 

９                      
パーツ仕様を入力します 

用紙を入力すると、パーツ仕様設定画面が表示されます。 

クリックすると右に隠れてい

る項目を表示します。 

１パーツ目の入力を前提に項目説明します。 

項目名 説                明 

普通色（表） 用紙表面に対する刷り色を設定します。減感色は含めないでください。 

ここでは２色を設定してください。２パーツ目以降に同じ色数がセットされます。 

普通色（裏） 用紙裏面に対する刷り色を設定します。 

用紙№ 用紙選択行の「№」に対応します。用紙名が指定されると自動表示されます。 

用紙名 １パーツ目の表色が設定されると、用紙名がまだ何も設定されていない

場合に限り、用紙選択行から自動セットされます。リストには用紙選択で

設定された用紙のみ表示されます。 

減感 減感印刷を行う場合チェックします。 

（印刷単価初期設定により計算方法が変動します。） 

増感 増感印刷を行う場合チェックします。 

裏カ 裏面にカーボン印刷を行う場合チェックします。 

カーボン 裏カーボン印刷する場合のカーボン色を指定します。省略時で「青」が

セットされます。 

表版種別 リスト中から製版項目を選択します。端物、頁物では指定された色数によ

り、製版項目が自動作成されますが、ここでは任意に指定する必要があ

ります。１パーツ目を設定すると、２パーツ目以降の刷り色がある場合は

同じ製版項目をセットします。 

裏版種別 裏面へ刷り色を指定したパーツにはここに製版種別を指定します。 

印刷形式 画面最上行で設定された印刷形式が自動セットされます。 

ゴム版サイズ 減感、増感、裏カーボン印刷にチェックを付けた場合はこのサイズを指

定する必要があります。 

ゴム版ランク ゴム版サイズを指定した場合、フォーム刷版のゴム版単価表に設定され
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ている難易度ランクから任意に指定できます。 

特色 オフセットカラー印刷の場合、特色印刷割増項目の指示が行えます。特

色項目はボタンになっているので［なし］ボタンをクリックします。特色指

定画面が表示されます。（図１を参照） 

色分解 オフセットカラー印刷の場合、写真分解の指示が行えます。分解項目は

ボタンになっているので［なし］ボタンをクリックします。特色指定画面が

表示されます。（図２を参照） 
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図１．特色指定  図２．色分解 

10                      
制作項目仕様を入力します 

初期値として１行設定されていますが、これはマスター保守、見積画面設定の基本仕様［フォー

ム］タブ内で１行設定されているためです。初期設定では最大５件まで設定しておくことが可能

です。［制作見積項目の設定］ボタンから表示される画面を説明します。なお、「新版」の時のみ

ボタンは使用可能になります。 

 

 

 

制作項目について説明します。 

項目名 説                明 

設定１～５ ここが押された状態の時のみ、右に項目が表示されます。 

単価種類 制作単価マスターの単価種類を設定します。 

単価項目 指定された単価種類に登録されている単価項目リストから設定します。 

単価ランク 指定された単価項目の単価表に登録されているランク内容リストから設定します。 

サイズ 省略時の判型として、指定されている仕上サイズから制作単価初期設定で設

定されている判型取得方法に基づき求められた規格サイズを表示します。 

適用パーツ 指定された制作項目を何パーツ分見積るかを指定します。チェックとそ

の横の数量は連動しています。 



11                      
組付け/加工作業を指定します 

ここでは特殊組付け作業項目と、特殊加工作業項目を設定します。初期設定項目はありません。

発生する項目にチェックを付けます。項目の横には「回数」が表示されます。変更する場合はス

ピンボタンで変えてください。特殊組付、特殊加工項目はそれぞれ単価メニュー項目マスターの

組付工程→特殊組付料、加工工程→フォーム加工→特殊組付加工の内容が表示されます。 

12                      
段ボール見積り情報を入力します 

ここでは連続帳票を梱包する段ボール箱を見積るための情報を入力します。段ボールマスター

が登録されていれば、検索セットすることができます。段ボールマスターを使用しない場合は下

記項目を設定します。 

項目名 説                明 

段ボール形式 A式またC式を指定します。 

A式 ： 通常の組み立て式ダンボール箱です。 

C式 ： 上ぶたと底の二つで構成されているダンボール箱です。 

箱サイズ （T＝底の縦、Y＝底の横、H＝高さ）をそれぞれミリで指定します。 

入り数 一箱あたりの入り数を指定します。 

※ ダンボールマスターを使用する場合、下図の検索画面が表示されます。 

13                      
基本仕様での設定が終わりましたら［自動計算］ボタンをクリックします 

自動計算オプション画面が表示されます。フォーム物の自動計算時は、「明細固定とする工程」、

「最適化計算オプション」、「単価取得オプション」、「計算対象オプション」は設定できません。他

の設定については端物見積り時の中で説明してますので、そちらをご参照ください。 
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計算中は下記画面が表示されます。 

計算が終了しましたら、［OK］ボタンで基本画面に戻ります。 

工程明細が作成されます。 
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一式見積書を作成する 

一式見積は自動計算や、工程別の計算式等を一切使用しないで見積書を作成する場合に利

用することを想定しています。 

１                      
みつもさぴえんすを起動し、見積り形態で［一式］を選択します 

２                      
端物と同様に見積タイトルを入力します（⇒端物） 

手動見積もりですので、入力必須ではありません。 

３                      
見積り仕様を入力します 

 

一式明細項目はマスター保守、「見積画面設定/1」の代替画面設定内で設定されます。 

項目は出力[画]チェックのあるものは表示/非表示を設定できます。 
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編集機能の説明 

明細行に対する編集機能があります。機能を使用するには、行番号の上で右クリックにより編集

メニューを表示します。 

 

 

項目名 説                明 

行挿入 選択行以降が下に移動され空白行が１行挿入されます。 

行削除 選択行（複数可）が削除されます。選択行以降に明細がある場合は詰めら

れます。 

コピー 選択行をクリップボードに保存します。 

貼付け 選択行以降にクリップボードに保存された明細を貼付けます。既に明

細がある場合は上書きされます。複数行コピーされている場合は、選

択行以降にすべて貼り付けられます。 

行挿入貼付け 選択行以降が保存行数分したに移動され、そこに保存された明細が

貼り付けられます。 

サブトータル行指定 明細の任意の場所に小計行を表示することができます。選択行以降

が下に移動され、その場所に小計行が挿入されます。 

 

※サブトータルが指定されると、見積書印刷時に工程順の並び替え

は行いません。 

カーソル移動 Enterキーによるカーソル移動方向を指定します。この指定はPCレベ

ルで保存されます。 

項目の説明 

項目ボタンをクリックすると工程別単価メニューリストが表示され、単価項目を選択することができ

ます。但し単価マスターには連動しません。 
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一式見積もり機能ボタンの説明 

ボタン名 説                明 

クリア 表示されている一式明細行を初期化します。入力行がある場合はすべて

削除されます。 

テンプレート 一式明細をあらかじめテンプレートとして用意していれば、呼び出し

てセットすることができます。 

 

 



面付けグラフについて 

見積基本仕様の自動計算を行うと「みつもさぴえんす」はいつかのパターンを計算し、一番面

付け効率の良いパターンを選択します。最初は最適で最安値な面付けを表示しますが、「シミ

ュレーション結果一覧」をクリックしてその他のパターンを確認したり、他の面付けで再計算する

ことができます。 

※但し、フォーム見積りのパーツ部品は対象になりませんのでご注意ください。 

１                      
「面付グラフ」ボタンをクリックすると面付け確認画面が出ます 

基本仕様画面から⇒［面付グラフで他候補を選択］をクリックします。 

基本画面から⇒「基本仕様タブ」が表示されており、表示したい部品の左に［＞］が表示されて

いる状態でツールバーの［面付グラフ］をクリックします。 

表示された「面付確認画面」では、台割りまたは付け合せにより最大６つまでの面数が表示され

ます。四角い枠で囲まれた面付けをクリックすると拡大表示します。もう一度クリックするともとの

画面に戻ります。画面右上に［３/４］と表示されていますが、これは４パターンある中での３番目

を表示していることを意味します。すべての候補を見るには［シミュレーション結果一覧］ボタンを

クリックします。 
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２                      
シミュレーション結果一覧をクリックします 

黄色で表示されている枠内の金額は、自動計算された結果から、変動する費用（刷版費、

印刷費、用紙費）を合計した金額です。差額を検討する際の参考にしてください。 

現在選択されているパターンが四角い枠で囲まれ、右のパネルでは黄色背景で表示していま

す。他のパターンをクリックすると四角い枠が移動します。スクロールバーが表示される場合は画

面をスクロールすれば他候補が表示されます。 

他の面付パターンを選択する場合は、候補をクリックし、［この面付を選択］ボタンをクリックする

か、候補をダブルクリックしてください。元の画面に戻ります。変更しない場合は［戻る］で戻って

ください。 

３                      
機能ボタンに付いて説明します 

ボタン 説                明 

この面付で再計算 他候補を選んだ場合は、このボタンで計算し直します。計算が終了す

ると基本画面に戻ります。 

この面付でどん天

計算 

表と裏の色数が同数の場合、表と裏を同数付け合せ１版で両面を印

刷する場合にこのボタンを使用します。 

シミュレーション 

結果一覧 

自動計算で計算された他の面付パターンを表示します。 

前候補/次候補 現在表示されている候補の前後に移動します。 

調整後再計算 「クワエ」～「断しろ」の調整寸法を変更した場合、それまで数ミリの差

で候補に入らなかった面付パターンを作成することが可能になります。

調整寸法を変更し、このボタンをクリックします。 

印刷 この画面のハードコピーを印刷します。 

※描画された線の意味 

緑色の縦点線………折り線イメージです。 

緑色の実線…………断ち線イメージです。 

灰色の縦線…………紙の流れ目イメージです。 
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付加加工画面について 

ＰＰ加工やミシン、穴あけや型抜きなどを自動計算させる画面です。 

１                      
基本画面の［付加加工］ボタンをクリックします 

２                      
部品名を選択します 

すでに見積した部品名がコンボボックスに表示されていますので、選択してください。 

全体に対して付加加工をする場合は選択する必要はありません。 

部品ごとの付加加工の設定は、部品ごとの仕様画面（基本仕様画面）にもありま

す。但し一度自動計算を行った後になります。 

 

 

 

 

３                      
種別を選択します 

単価メニュー項目マスター、加工工程→付加加工で登録されている単価種類リストから目的とす

る見積項目の属する種類を選択します。ここでは表紙に対する表面加工を選択しています。 

４                      
項目を選択します 
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選択された種別に登録されている見積項目リストから選択します。ここでは「片面PP貼り」を選択

しています。 

５                      
計算形式（部数連動、通し数連動、丁数連動等）を選択します 

項目が選択されると、加工単価表で登録されている「単価連動」の値が自動セットされます。各

形式の説明は、「第４章 マスター保守、加工単価マスター」の項をご参照ください。選択されて

いる形式に従い、単価表の数量ランクが何の数値なのか決定されます。 

６                      
判型を選択します 

通し数、丁数連動の場合は印刷機判型リスト、それ以外は仕上判型リストから選択されます。部

品を指定した場合は、その部品の印刷判型または基本仕様で設定されている判型を表示しよう

とします。部品が指定されなかった場合は、基本画面で指定された判型となります。設定されな

かった場合は任意に設定する必要があります。判型設定は必須です。 

７                      
単位数を選択します 

梱包の時、数量を単位数で割って梱包数量を出します。 

常に１がセットされます。任意に設定できます。 

８                      
部数／数量を入力します 

選択された項目から自動セットされますが任意に設定できます。自動セットは選択された項目の

単価表で設定されている「計算対象」に依存します。 

計算対象 説               明 

部数/セット数/冊数 端物、頁物では部数を、端物/パッド仕様、フォーム物/単票帳票は

冊数をセットします。 

通し数/折り数 端物、頁物では通し数を、フォーム物では折り数をセットします。 

面数/丁数 端物、頁物でのみ有効です。刷版面数をセットします。 

パーツ数×セット数 端物/パッド仕様、フォーム物の場合に有効です。 

組数×冊数 端物/パッド仕様、フォーム物の場合に有効です。 

※上記で部品が指定されない場合は１行目の部品情報が対象となります。 
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９                      
ランク内容を選択します 

通常は何も選択できません。選択された付加加工項目の単価ランクが「難易度ランク」設定の場

合にのみ有効となり、選択リストが表示されます。出荷時では、フォーム加工の「天のり」項目が

難易度ランクに設定されています。 

 

下記画面はその設定例です。 

10                      
自動計算をします 

入力した条件で自動計算します。 

自動計算オプション画面が表示されますが、この時加工、用紙工程以外が計算させないように

チェックが入っています。見積り結果は加工工程に表示されます。（用紙工程のチェックが外れ

るのは加工予備数を計算する可能性がある為です。） 

なお、付加加工設定画面で、［自動計算］ボタンを使用せずに［OK］ボタンを使用した場合は加

工工程に見積り結果を作成しません。付加加工情報として保持されるだけです。 

 見積り結果の例 

 

 

 基本操作 3-77



集計画面について 

見積の集計情報を管理する画面です。ここでは運賃、営業管理費、合計金額の調整を行いま

す。 

１                      
基本画面の［集計］ボタンをクリックします 
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枠内は直接入力することができます。設定によって工程別金額（薄緑部）を直接

入力することもできます。（マスター保守→営業集計画面→集計金額配分） 

運送費＜重量＞ 

印刷物の仕上がり時の重量を自動計算により算出し、この数値を元に運送費を運送費マスター

より算出します。 

運送費＜走行距離または所要時間＞ 

ここは運送費マスター設定に依存します。マスターの「運送費の計

算方法」により右図枠欄が変動します。「第４章 マスター保守」の

「運送費マスター」の項をご参照ください。 

運送費マスターにて定義されている所要時間又は距離を表示します。これは上記の重量に対

応する数値となり、これを越える場合は手入力で当項目を変更します。この過剰分を累積し、運

送費マスターに定義されている割増時間（距離）及び割増金額により運送費を算出します。 

管理費＜営業＞ 

ここは営業集計画面設定で定義されている管理費率表より算出され

ます。こちらは、「第２章 見積もる環境を設定する」の「営業集計画面

を設定する」の項をご参照ください。なお、当項目は手入力により任

意の比率に変更できます。率を変更すると、「率固定」になります。営



業管理費そのものを変更した場合は「額固定」になります。 

管理費＜別途＞ 

「営業管理費比率」と同様です。「営業集計画面設定」で設定されている営業管理費率２です。 

金額調整の設定 

営業集計画面の初期設定により定義された、「見積り合計金額」及び

「一部単価」「合計金額」を変更した場合の差額をどこに調整するかを

指定します。 

調整方法 説               明 

営業管理費で調整 出荷時の設定です。見積合計額等が修正されると、営業管理費に差

額調整されます。 

別途管理費で調整 見積合計額等が修正されると、こちらの別途管理費に差額調整され

ます。管理費を固定費、変動費に分けて乗せる必要がある場合など

に適用されます。 

双方に振分け調整 見積合計額等が修正されると、営業管理費、別途管理費双方に調

整されます。但し営業、別途双方に管理費率が設定されている必要

があります。管理費を固定費、変動費に分けて乗せる必要がある場

合などに適用されます。 

消費税率 

営業集計画面設定で定義された税率をセットします。手入力により変更もできます。 

単価差額調整の設定 

この設定は自動計算時に影響します。通常は「数量×単価＝金額」

の式が成り立つものですが、みつもさぴえんすでは「金額÷数量」で

単価を計算し、小数点以下２桁で丸め処理を行っています。その関

係上再度「数量×単価≠金額」となることがあります。これを避けるためにこの設定が用意されて

います。 

調整方法 説               明 

単価調整費に差額

調整 

「単価調整額」項目に（金額－（数量×単価））分をセットします。 

項目合計＋管理費＋単価調整＝見積合計となります。 

管理費に差額調整 管理費に（金額－（数量×単価））分をセットします。「単価調整額」項

目にはセットしません。 

項目合計＋管理費＋単価調整＝見積合計となります。 

差額調整しない 差額はどこにも調整しません。項目合計＋管理費＝見積合計となり

ますが、単価×数量と見積合計額とは一致しないことがあります。 

見積合計金額 

計算後の結果を直接変更することができます。この時発生した計算値との差額は、「見積合計

金額の設定」の指定内容により営業管理費及び別途管理費から自動的に調整されます。 

見積合計額または一部単価を変更できます。 
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課税対象の設定 

課税対象は「営業集計画面設定」で定義されますが、その設定情報は画面右に「○」で表示さ

れている「C」項目で確認できます。またこの「C」項目に限り（Ａ、Ｂは対象外）○印箇所をクリック

することにより、課税対象を切換えることができます。また「みつもさぴえんす」の課税対象の切

換えは工程単位でしか行えません。但しプリントサピエンス上でお使いの場合は、仕様項目マス

ターの設定で項目単位に課税、非課税を設定することができます。 

２                      
原価表出力について 

この見積集計画面から、見積額と見積原価との粗利管理用資料を出力することができます。 

 

画面下部のボタンをクリックします。 

Excelに表示されている内容を転送します。 

プリンターに見積原価管理表を印刷します。 

見積原価管理表イメージを画面に表示（プレビュー）します。 

 

ここではプレビュー表示を例に説明します。 

見積り計算書には２つのタイプがあります。 

明細計算書      合計計算書 

 

※ 必要に応じてご使用ください。 
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備考画面について 

１                      
［備考］ボタンをクリックすると備考画面が表示されます 

 

２                      
備考入力画面では２つの情報を入力できます 

＜備考欄＞ 

ここで入力されたものは、見積書の備考に印刷されます。最大文字数は表記の通り、全角240文

字までとなります。但し改行も１文字にカウントされます。あまり改行を多くすると見積書印刷時文

字が小さくなりますので５、６行までにとどめてください。 

＜注記欄＞ 

ここで入力されたものは、見積書には印刷されません。見積書検索条件として使用できます。覚

書きとしてご利用ください。 

表示 

この備考画面の表示の仕方には３つあります。必要に応じて設定してください。 

表示方法 説               明 

この画面は中央に

表示 

画面の中央に表示されます。表示中は他の画面は触れません。 

この画面を常に右

上に表示しておく 

画面右上に表示されます。表示中であっても他の画面が触れます。 

この画面を常に右

下に表示しておく 

画面右下に表示されます。表示中であっても他の画面が触れます。 

※ 設定は次回この画面を開く時に有効になります。 
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見積明細一覧画面について 

見積の工程別作業明細を一覧画面に表示する画面です。各工程タブ内で行える編集作業を１

画面内で行うことができます。各工程詳細画面の説明は、この後の工程別仕様画面で説明し

ます。 

１                      
ツールバーの見積明細一覧ボタンをクリックします 

 

工程内に作業明細が作成されている場合は、下図のような状態で表示されます。 

この画面は工程別明細を一つの画面上に表示、編集できる機能を持ちます。工程明細行の編

集方法はこの後で説明している工程明細タブ内の編集方法と同じです。 

機能ボタン 

機能ボタン 説               明 

部品追加 基本的に部品は基本仕様タブにて仕様明細を追加することにより追

加しますが、自動計算を使わない場合に部品をまとめて指定する場

合に利用します。 
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工程明細 工程明細が１件もない工程は表示されていません。このボタンを押す

ことにより表示されていない工程を表示させ空白行を１～３行用意し

ます。「入力行のみ表示」を選択すると入力のない行は無くなります。 

Excel転送 工程明細データをExcelに転送することができます。 

 

画面下部のチェック機能を使ってください。 

集計画面 基本画面の［集計］ボタンから表示される見積集計画面をここからも

表示させることができます。 

閉じる この画面を閉じます。表示中に行った編集作業は工程タブ内で行う

作業と同じですので、取り消すことはできません。リアルタイムで反映

されます。 

 

現在の画面サイズを保存 

画面サイズを変更した状態を保持したい場合にチェックを付けます。 

積算原価項目欄を表示 

積算金額欄の右に原単価と原価項目を表示します。 
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工程明細タブについて 

見積結果の明細は、工程タブをクリックすることにより表示編集することができます。すべての

工程タブ内での編集作業は共通ですので、ここでは「加工」タブを例に説明します。 

１                     
基本画面の工程別タブ名をクリックします 

ここをクリック 

♦ クリーム色で表示されている行は、自動計算で作成された行です。手動で追加された明細
は白のままで表示されます。 

♦ 薄緑色で表示されている列は、見積単価、金額です。 
♦ 印刷、用紙、加工工程には、計算リストや単価モードリストがあり、ここで変更できますが、計
算間違いの元になりやすいので、このようなモードを変える必要がある場合はなるべく工程

詳細画面で行うようにしてください。 

♦ 加工の場合、左下に行編集ボタンがあります。この節の最後に加工特殊処理として説明して
います。 

工程タブで行える作業 

１．１ 直接修正する 

表示されている文字、数字を直接修正することができます。修正対象セル（行列で特定されるカ

ラム）をクリックすると枠が表示されます。このまま入力すると上書きされます。文字列の一部修正、

追加を行うには、その箇所をダブルクリックします。カーソルが表示されたら修正追加が可能とな

ります。［Enter］キーを押すと編集モードを抜け、次のセルに移動します。 

１．２ 行の間に新しい行を追加する 

例えば１行目と２行目の間に１行挿入したい場合は、２行目の行数（左端の数字）の上をクリック

します。行が黒く反転された状態でマウスの右ボタンをクリックすると、その場所にメニュー（ポッ

プアップメニュー）が表示されます。「行挿入」を左ボタンでクリックすると、２行目以降が１行分下

に移動し２行目に空白行が用意されます。 
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１．３ 既存表示行を削除する 

例えば１．２で追加した行がやはり必要でなかったので削除するとします。先程同様、２行目の

行数の上をクリックします。行が黒く反転された状態でマウスの右ボタンをクリックし、ポップアッ

プメニューの「行削除」を左ボタンでクリックします。２行目が削除され３行目以降の行が詰められ

２行目以降に表示されます。 

 

１．４ 既存行をコピーして新しい行を追加する 

例えば４行目を５行目にコピーしたいとします。先程同様、４行目の行数の上をクリックします。行

が黒く反転された状態でマウスの右ボタンをクリックし、ポップアップメニューの「コピー」を左ボタ

ンでクリックします。画面に変化はありませんが、この操作でクリップボードに記憶されています。

５行目の行数の上をクリックします。行が黒く反転された状態でマウスの右ボタンをクリックし、ポ

ップアップメニューの「貼付け」を左ボタンでクリックします。４行目のデータが５行目に貼り付けら

れます。この貼り付けられた行は自動計算で作成された行とはみなされないので、白く表示され

ます。 

 

ここでの貼り付けでは、貼り付け先行に既にデータが表示されている場合は上書きします。上書

きせずに挿入して貼り付けたい場合は、上図右のメニューで「挿入貼付け」を選んでください。貼

り付け行はその位置に挿入されます。 

１．５ 詳細画面を表示して編集作業を行う 

部品名の左に列タイトル「…」がありますが、編集対象行のその列［＞］ボタンをクリックします。各

工程に合わせた詳細画面が表示されます。 

加工/用紙工程タブで行える特殊処理 

加工/用紙工程タブでは表示されている明細行を集約する機能を持ちます。この機能は主に頁

物見積り時、部品ごとに作成された加工（綴じ加工料）を１行で表示したい場合、用紙なら同一

用紙をまとめたい場合に使用します。この場合集約できるのは、加工工程なら同じ数量で作成さ

れている明細行同士となり、用紙なら同じ用紙（判型、連量含め）で作成されている明細同士と

なります。異なる数量の加工明細、異なる用紙明細同士を集約することはできません。 

それぞれのタブ画面左下の［行の集約］ボタンをクリックします。一度集約した行を元に戻す場

合は［元に戻す］ボタンを使用します。 

※集約された状態で一度記録されたデータは元に戻すことはできません。 
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（空白ページ） 

 



企画／制作仕様画面について 

［企画］［制作］のタブをクリックすると仕様画面が表示されます。金額以外の数値の入力や変

更はこの画面から直接できますが、なるべく詳細画面から入力してください。 

※企画、制作は画面としては同じ項目なので、ここでは同じ扱いで説明しています。 

１                      
詳細画面を表示します 

ここをクリック

 

２                      
項目の説明をします 

部品名 

基本仕様明細で作成されている部品がリストに表示されますので、そこから選択できます。また

この部品リスト以外の部品を使用したい場合は、［部品名］ボタンをクリックし検索画面からセット

します。直接部品名を入力するときは全角で６文字までです。 

注意 

プリントサピエンス上でお使いの場合、手入力部品は受注に取りこまれると、基本仕様

明細とマッチしない部品ですので「その他部品」扱いとなります。 

単価項目 

［単価項目］ボタンをクリックし、表示される「メニュー項目マスター検索」画面から入力したい項

目を選択してください。直接入力するときは全角で１２文字までです。単価項目を手入力した場

合単価マスターは使用されません。 

単価種別 

工程別に複数の単価種別を作成している場合に限り選択することができます。 
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単価種類 

単価項目を選択した時点で自動的にセットされます。リストから変更することもできます。 

表裏区分 

見積書に印刷する表裏の表示をリストから選択します。省略時で「表」がセットされます。 

難易度ランク 

選択された単価項目で単価データが登録してある場合、その難易度ランクリストから選択するこ

とで、どのランクの単価を使用するかを決定します。 

判型/計算判型 

［判型］ボタンから検索セットすると、計算判型もセットされます。計算判型にはA列、B列の規格

判型のみ表示されます。これは単価表の横列の規格判型に対応させるためです。 

特殊機能として規格サイズの代わりに「横列ランク」を使用することもできます。この場合は判型

表示に取って代わります。 

数量/単位 

単位はリストから選択してください。直接入力する場合は半角４桁以内で入力してください。 

原単価 

直接入力する場合は、金額が９桁を越えない範囲でかつ小数点以下２桁以内で入力します。 

単価取得条件を満たしていれば、自動単価セットされます。単価取得条件は下記の通りです。 

 単価種別 

 単価項目 

 計算判型（横列ランク） 

 難易度ランク 

 単価種類 

営業率 

原単価に対して何％乗せるかを入力します。原単価が入力されていれば「単価」が計算されま

す。小数点以下４以内で入力します。 

設定により利益率を使用する場合、営業率の代わりに利益率項目が有効となります。 

単価 

原単価に営業管理費率を掛けた単価が表示されます。直接入力する場合は、金額が９桁を越

えない範囲でかつ小数点以下２桁以内で入力します。この時、原単価との比較で営業率が逆

算されます。小数点以下は４桁まで計算されます。 
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金額 

「単価×数量＝金額」の計算式で計算されます。金額の横は原価金額が計算されます。双方と

も表示のみです。金額は９桁を越えることはできません。 

単価端数処理 

単価初期設定で定義された単価の端数処理方法を表示します。 

備考 

全角で１６文字まで入力可能です。見積書の印字対象項目ではありませんが、見積書設計の設

定によっては見積計算書に印字可能です。プリントサピエンス上でお使いの場合は受注に反映

しますので、作業指示書等に活用することが可能です。 

「マスター保守→見積画面設定/1→付加加工/詳細画面タブ」内に工程詳細備考欄の特殊使

用設定があります。この設定により難易度ランクの場合、単価ランク名を備考に自動セットするこ

とができます。 

［単価照会］ 

設定された条件で取得された単価表を照会することが可能です。ネットワーク版としてお使いの

場合は表示された単価表を直接修正することはできません。 
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製版仕様画面について 

［製版］のタブをクリックすると仕様画面が表示されます。金額以外の数値の入力や変更はこの

画面から直接できますが、なるべく詳細画面から入力してください。 

１                      
詳細画面を表示します 

ここをクリック

 

２                      
項目の説明をします 

部品名 

基本仕様明細で作成されている部品がリストに表示されますので、そこから選択できます。また

この部品リスト以外の部品を使用したい場合は、［部品名］ボタンをクリックし検索画面からセット

します。直接部品名を入力するときは全角で６文字までです。 

注意 

プリントサピエンス上でお使いの場合、手入力部品は受注に取りこまれると、基本仕様

明細とマッチしない部品ですので「その他部品」扱いとなります。 

単価項目 

［単価項目］ボタンをクリックし、表示される「メニュー項目マスター検索」画面から入力したい項

目を選択してください。直接入力するときは全角で１２文字までです。単価項目を手入力した場

合単価マスターは使用されません。 

単価種別 

工程別に複数の単価種別を作成している場合に限り選択することができます。 

単価ランク 

選択された単価項目で単価データが登録してある場合、その難易度ランクリストから選択するこ

とで、どのランクの単価を使用するかを決定します。 
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製版形式 

アナログ製版なのか、デジタル製版なのかを指定しますが、単価項目が選択されると自動セット

されます。省略時ではアナログ製版がセットされています。 

単価種類 

単価項目を選択した時点で自動的にセットされます。リストから変更することもできます。 

表裏区分 

見積書に印刷する表裏の表示をリストから選択します。省略時で「表」がセットされます。初期値

を変える場合は、マスター保守→見積画面設定/1→付加加工/詳細画面で設定します。

 

計算式 

計算式選択リストから計算方法を指定します。この設定により計算式に色数を含めるかどうかを

決定します。製版金額の計算方法には以下の２通り用意されています。 

１：［色数×数量×単価］、２：［数量×単価］ 

省略時では［数量×単価］がセットされますが、項目別初期値は仕様項目マスターで設定可能

です。 

判型/計算判型 

［判型］ボタンから検索セットすると、計算判型もセットされます。計算判型にはA列、B列の規格

判型のみ表示されます。これは単価表の横列の規格判型に対応させるためです。 

特殊機能として規格サイズの代わりに「横列ランク」を使用することもできます。この場合は判型

表示に取って代わります。 

色数 

指定した単価項目に対する色数を入力します。 

数量/単位 

数量は小数以下２桁まで入力可能です。単位はリストから選択してください。直接入力する場合

は半角４桁以内で入力してください。 

原単価 

直接入力する場合は、金額が９桁を越えない範囲でかつ小数点以下２桁以内で入力します。 

単価取得条件を満たしていれば、自動単価セットされます。単価取得条件は下記の通りです。 

 単価種別 

 単価項目 

 計算判型（横列ランク） 

 単価ランク 

 単価種類 
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営業率 

原単価に対して何％乗せるかを入力します。原単価が入力されていれば「単価」が計算されま

す。小数点以下４桁以内で入力します。設定により利益率を使用する場合、営業率の代わりに

利益率項目が有効となります。 

単価 

原単価に営業率を掛けた単価が表示されます。直接入力する場合は、金額が９桁を越えない

範囲でかつ小数点以下２桁以内で入力します。この時、原単価との比較で営業費率が逆算され

ます。小数点以下は４桁まで計算されます。 

金額 

計算式に従い計算されます。金額の横は原価金額が計算されますが双方とも表示のみです。

金額は９桁を越えることはできません。 

単価端数処理 

単価初期設定で定義された単価の端数処理方法を表示します。 

備考 

全角で１６文字まで入力可能です。見積書の印字対象項目ではありませんが、見積書設計の設

定によっては見積計算書に印字可能です。プリントサピエンス上でお使いの場合は受注に反映

しますので、作業指示書等に活用することが可能です。 

「マスター保守→見積画面設定/1→付加加工/詳細画面タブ」内に工程詳細備考欄の特殊使

用設定があります。この設定により難易度ランクの場合、単価ランク名を備考に自動セットするこ

とができます。 

［単価照会］ 

設定された条件で取得された単価表を照会すること

が可能です。ネットワーク版としてお使いの場合は表

示された単価表を直接修正することはできません。 
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ＤＴＰ仕様画面について 

［DTP］のタブをクリックすると仕様画面が表示されます。金額以外の数値の入力や変更はこの

画面から直接できますが、なるべく詳細画面から入力してください。 

１                      
詳細画面を表示します 

ここをクリック

  

２                      
項目の説明をします 

部品名 

基本仕様明細で作成されている部品がリストに表示されますので、そこから選択できます。また

この部品リスト以外の部品を使用したい場合は、［部品名］ボタンをクリックし検索画面からセット

します。直接部品名を入力するときは全角で６文字までです。 

注意 

プリントサピエンス上でお使いの場合、手入力部品は受注に取りこまれると、基本仕様

明細とマッチしない部品ですので「その他部品」扱いとなります。 

単価項目 

［単価項目］ボタンをクリックし、表示される「メニュー項目マスター検索」画面から入力したい項

目を選択してください。直接入力するときは全角で１２文字までです。単価項目を手入力した場

合単価マスターは使用されません。 

単価種別 

工程別に複数の単価種別を作成している場合に限り選択することができます。 

難易度ランク/数量ランク/基本加算ランク 

選択された単価項目の持つ単価ランク区分により表示が変わります。基本加算ランクは旧バー
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3-94 基本操作 

ジョンのメイクアップ料項目に設定されていましたが、現在は採用されていません。難易度ランク

の場合はリストから選択することで、どのランクの単価を使用するかを決定します。 

単価種類 

単価項目を選択した時点で自動的にセットされます。リストから変更することもできます。 

判型/計算判型 

［判型］ボタンから検索セットすると、計算判型もセットされます。計算判型にはA列、B列の規格

判型のみ表示されます。これは単価表の横列の規格判型に対応させるためです。 

表裏区分 

見積書に印刷する表裏の表示をリストから選択します。省略時で「表」がセットされます。 

計算式 

計算式選択リストから計算方法を指定します。この設定により計算式に色数を含めるかどうかを

決定します。製版金額の計算方法には以下の２通り用意されています。 

１：［色数×数量×単価］、２：［数量×単価］ 

省略時では［数量×単価］がセットされますが、項目別初期値は仕様項目マスターで設定可能

です。 

数量/単位 

数量は小数以下２桁まで入力可能です。単位はリストから選択してください。直接入力する場合

は半角４桁以内で入力してください。 

原単価 

直接入力する場合は、金額が９桁を越えない範囲でかつ小数点以下２桁以内で入力します。 

単価取得条件を満たしていれば、自動単価セットされます。単価取得条件は下記の通りです。 

 単価種別 

 単価項目 

 計算判型（横列ランク） 

 単価ランク（難易度ランク/数量ランク/基本加算ランク） 

 単価種類 

営業率 

原単価に対して何％乗せるかを入力します。原単価が入力されていれば「単価」が計算されま

す。小数点以下４桁以内で入力します。設定により利益率を使用する場合、営業率の代わりに

利益率項目が有効となります。 

単価 

原単価に営業管理費率を掛けた単価が表示されます。直接入力する場合は、金額が９桁を越

えない範囲でかつ小数点以下２桁以内で入力します。この時、原単価との比較で営業管理費

率が逆算されます。小数点以下は４桁まで計算されます。 

 

 



ポイント設定補助 

基本加算ランク項目の場合で基本加算ランクが「B:加算料」の場合のみ［ﾎﾟｲﾝﾄ設定補助］ボタ

ンが使用可能になります。それ以外では表示されません。クリックすると、加算料設定画面が表

示されます。 

加算される作業をチェックし、単位数（個数）を入力します。ポイント数が加算され加算料が計算

されます。 

金額 

計算式に従い計算されます。金額の横は原価金額が計算されますが、双方とも表示のみです。

金額は９桁を越えることはできません。 

単価端数処理 

単価初期設定で定義された単価の端数処理方法を表示します。 

備考 

全角で１６文字まで入力可能です。見積書の印字対象項目ではありませんが、見積書設計の設

定によっては見積計算書に印字可能です。プリントサピエンス上でお使いの場合は受注に反映

しますので、作業指示書等に活用することが可能です。 

難易度ランクの場合、単価ランク名を備考に自動セットすることができます。（マスター保守→見

積画面設定/1→付加加工/詳細画面タブ内の工程詳細備考欄の特殊使用） 

［単価照会］ 

設定された条件で取得された単価表を照会すること

が可能です。ネットワーク版としてお使いの場合は表

示された単価表を直接修正することはできません。 
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刷版仕様画面について 

［刷版］のタブをクリックすると仕様画面が表示されます。金額以外の数値の入力や変更はこの

画面から直接できますが、なるべく詳細画面から入力してください。 

１                      
詳細画面を表示します 

ここをクリック

 

２                      
項目の説明をします 

部品名 

基本仕様明細で作成されている部品がリストに表示されますので、そこから選択できます。また

この部品リスト以外の部品を使用したい場合は、［部品名］ボタンをクリックし検索画面からセット

します。直接部品名を入力するときは全角で６文字までです。 

注意 

プリントサピエンス上でお使いの場合、手入力部品は受注に取りこまれると、基本仕様

明細とマッチしない部品ですので「その他部品」扱いとなります。 

単価項目 

［単価項目］ボタンをクリックし、表示される「メニュー項目マスター検索」画面から入力したい項

目を選択してください。直接入力するときは全角で１２文字までです。単価項目を手入力した場

合単価マスターは使用されません。 

単価種別 

工程別に複数の単価種別を作成している場合に限り選択することができます。 

刷版判型 

選択された単価項目が属している単価種別（刷版種別）を基に印刷機マスター検索画面を表示
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します。以下は刷版種別と検索される内容です。 

刷版種別 検    索    対    象 

平台 平台印刷機マスター 

輪転 輪転印刷機マスター 

ダイレクト 平台印刷機マスター 

フォーム/ＰＳ版 名称テーブルの「FMPSSZ」の登録内容 

フォーム/樹脂版 名称テーブルの「FMJSSZ」の登録内容 

面付 

折り種類とその折り面数のものが、何面付けられているかの情報を入力します。通常、自動計算

でセットされています。手動追加で入力する場合、少なくとも総面数は入力してください。刷版単

価取得に必要な情報となります。 

版数＆台数、合計 

表裏の版数と台数を入力します。計算式に必要です。合計は版数×台数の結果がセットされま

す。 

原単価 

直接入力する場合は、金額が９桁を越えない範囲でかつ小数点以下２桁以内で入力します。 

単価取得条件を満たしていれば、自動単価セットされます。単価取得条件は下記の通りです。 

 単価種別 

 単価項目 

 刷版判型 

 総面数 

営業率 

原単価に対して何％乗せるかを入力します。原単価が入力されていれば「単価」が計算されま

す。小数点以下４桁以内で入力します。設定により利益率を使用する場合、営業率の代わりに

利益率項目が有効となります。 

単価 

原単価に営業管理費率を掛けた単価が表示されます。直接入力する場合は、金額が９桁を越

えない範囲でかつ小数点以下２桁以内で入力します。この時、原単価との比較で営業管理費

率が逆算されます。小数点以下は４桁まで計算されます。 

金額 

「単価×数量＝金額」の計算式で計算されます。金額の横は原価金額が計算されます。双方と

も表示のみです。金額は９桁を越えることはできません。 

単価端数処理 

単価初期設定で定義された単価の端数処理方法を表示します。 

 



備考 

全角で１６文字まで入力可能です。見積書の印字対象項目ではありませんが、見積書設計の設

定によっては見積計算書に印字可能です。プリントサピエンス上でお使いの場合は受注に反映

しますので、作業指示書等に活用することが可能です。 

［単価照会］ 

設定された条件で取得された単価表を照会すること

が可能です。ネットワーク版としてお使いの場合は表

示された単価表を直接修正することはできません。 
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印刷仕様画面について 

［印刷］のタブをクリックすると仕様画面が表示されます。金額以外の数値の入力や変更はこの

画面から直接できますが、なるべく詳細画面から入力してください。 

１                      
詳細画面を表示します 

ここをクリック

 

２                      
項目の説明をします 

明細種類 

この明細が、普通色、特色、ベタ、セット料、差替え料のどの明細データであるかを指定します。

自動計算で作成された明細の場合は変更できません。新しく明細追加する場合にのみ設定可

能となります。 

セット料、差替え料について 

＜セット料＞ 

マスター保守→印刷単価初期設定において、セット料別立て方式を採用している場合

に有効な項目です。どの印刷判型においても一律セット料を計算する方式と、印刷判

型別のセット料を計算する方式の２方式が用意されています。 

＜差替え料＞ 

見積基本仕様画面において、差替え指定がなされた場合に積算されます。マスター保

守→端物仕様、頁物仕様画面においてこの設定が用意されています。印刷判型と関

係なしに差替え料を計算する方式と、印刷判型別の差替え料を計算する方式の２方式

が用意されています。 

部品名 

基本仕様明細で作成されている部品がリストに表示されますので、そこから選択できます。また
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3-100 基本操作 

この部品リスト以外の部品を使用したい場合は、［部品名］ボタンをクリックし検索画面からセット

します。直接部品名を入力するときは全角で６文字までです。 

注意 

プリントサピエンス上でお使いの場合、手入力部品は受注に取りこまれると、基本仕様

明細とマッチしない部品ですので「その他部品」扱いとなります。 

印刷形式 

印刷形式選択リストから印刷形式を選択してください。ここで設定せずに印刷項目を検索セット

しても自動セットされます。 

印刷項目 

［印刷項目］ボタンをクリックし、表示される「メニュー項目マスター検索」画面から入力したい項

目を選択してください。直接入力するときは全角で１２文字までです。単価項目を手入力した場

合単価マスターは使用されません。 

設定によって印刷項目名に割増項目を接続して表示させることも可能です。（マスター保守→

見積画面設定/１→付加加工/詳細画面設定タブ内「印刷判型の後に割増項目を含める」） 

単価種別 

工程別に複数の単価種別を作成している場合に限り選択することができます。 

通し数、台数 

実通し数と台数を入力します。フォーム印刷の場合は折り数と台数となります。 

計算モード 

選択された計算式に従い計算されます。計算モードは次の４つがあります。 

計算式 

1. （台）単価×台数×色数 

2. （通）単価×台数×色数×通し数 

3. （台）単価×台数 

4. （通）単価×台数×通し数 

5. （通）単価×通し数 

 

但しすでに指定した計算モードで金額計算されている状態で、計算モードを切換え（例えば通

し単価→台単価に切換え）た場合は金額を再計算せずに、単価を台単価に変更します。 

（例） 

  計算式２： 10,000通し×6台×（1＋1）×1.41円＝169,200円 

上記を状態で計算式を２→１に変更 

  計算式１： 6台×（1＋1）×14,100円＝169,200円 

のように単価を変更します。 

表/裏色数 

それぞれの刷り色を入力します。色数横の「色刷」を「スミ刷」に変えると、印刷単価表にスミ刷り

単価を設定しているとその単価を取得します。 



基本操作 3-101 

面付け情報 

片面何頁付（掛け）の版が何種何面で、結果として何面付いているのかを指定します。計算上

は使用されませんが、プリントサピエンス上でお使いの場合は、作業指示書に反映されます。 

単価割増率 

自動計算結果として、どのような割増が発生したのかを表示しています。印刷単価の割増に係る

設定は、マスター保守の単価初期設定の印刷工程に定義されています。 

原単価 

直接入力する場合は、金額が９桁を越えない範囲でかつ小数点以下２桁以内で入力します。 

単価取得条件を満たしていれば、自動単価セットされます。単価取得条件は下記の通りです。 

 単価種別 

 印刷項目 

 通し数 

 色数 

 計算モード 

割増後原価 

見積り時の条件により割り増された場合の単価を表示します。割増がなければ原単価がそのま

まセットされます。 

営業率 

原単価に対して何％乗せるかを入力します。原単価が入力されていれば「単価」が計算されま

す。小数点以下４桁以内で入力します。設定により利益率を使用する場合、営業率の代わりに

利益率項目が有効となります。 

単価 

原単価に営業管理費率を掛けた単価が表示されます。直接入力する場合は、金額が９桁を越

えない範囲でかつ小数点以下２桁以内で入力しますが、単価初期設定の端数処理方法で小数

以下桁数を３～４桁に設定することができます。この時、割増後原単価との比較で営業管理費

率が逆算されます。小数点以下は４桁まで計算されます。 

金額 

前述の計算モードに従い計算されます。金額の横は原価金額が計算されます。双方とも表示の

みです。金額は９桁を越えることはできません。 

単価端数処理 

単価初期設定で定義された単価の端数処理方法を表示します。 

備考 

全角で１６文字まで入力可能です。見積書の印字対象項目ではありませんが、見積書設計の設

定によっては見積計算書に印字可能です。プリントサピエンス上でお使いの場合は受注に反映

しますので、作業指示書等に活用することが可能です。 

難易度ランクの場合、単価ランク名を備考に自動セットすることができます。（マスター保守→見



積画面設定/1→付加加工/詳細画面タブ内の工程詳細備考欄の特殊使用） 

［単価照会］ 

設定された条件で取得された単価表を照会するこ

とが可能です。ネットワーク版としてお使いの場合

は表示された単価表を直接修正することはできま

せん。 
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用紙仕様画面について 

［印刷］のタブをクリックすると仕様画面が表示されます。金額以外の数値の入力や変更はこの

画面から直接できますが、なるべく詳細画面から入力してください。 

１                      
 詳細画面の表示 

ここをクリック

 

 フォーム用詳細画面     一般用詳細画面 

２                      
項目の説明をします 

部品名 

基本仕様明細で作成されている部品がリストに表示されますので、そこから選択できます。また

この部品リスト以外の部品を使用したい場合は、［部品名］ボタンをクリックし検索画面からセット

します。直接部品名を入力するときは全角で６文字迄です。 

注意 

プリントサピエンス上でお使いの場合、手入力部品は受注に取りこまれると、基本仕様

明細とマッチしない部品ですので「その他部品」扱いとなります。 

形態 

［形態］ボタンをクリックし、表示される検索画面から用紙形態を選択してください。ここで設定せ

ず、用紙名を検索セットしても自動セットされます。 

用紙名、色/内容 

［用紙名］ボタンをクリックし、表示される「用紙検索」画面から入力したい用紙を選択してくださ

い。検索後に名称を変更しても構いません。検索せず直接入力するときは全角２０文字までで

す。この場合は判型、連量、単価もすべて直接入力することになります。用紙名の横には色名

が表示されます。直接入力するときは全角６文字までです。 

色名の横の「ランク」は色名ランクです。色が無い場合は「Ａ」と表示されます。 
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用紙判型（フォーム用紙は非表示） 

用紙名検索時に判型連量まで指定すればセットされていますが、

選択していない場合でも［用紙判型］ボタンから検索セットすること

ができます。 

ここで検索できる内容は指定された用紙の判型、連量です。用紙

が選択されていなければ使用することはできません。判型を選択す

ると、単価が取得されます。手入力の場合は全角８文字までです。 

 

連量（フォーム用紙は非表示）、四六換算連量 

指定された用紙の判型、連量で登録されている連量、四六換算連量をセットします。手動で変

更可能です。 

用紙幅（フォーム用紙のみ表示） 

フォーム用紙の場合にのみ表示されます。用紙判型検索時に表示

される検索画面からセットすることができます。 

 

 

 

 

 

用紙寸法、断裁寸法、断裁数（フォーム用紙は非表示） 

用紙寸法には、用紙マスターで登録されている寸法がセットされます。断裁寸法、数には自動

計算で作成された用紙なら断裁後寸法、数がセットされます。手動の場合は任意の断裁後寸法

と断裁数を入力します。断裁数と連動はしていません。

米坪 

用紙検索からセットされます。１㎡あたりのグラム数です。 

調達方法 

指定した用紙の調達方法を、支給、調達または在庫から指定します。 

単価モード 

指定した用紙の単価モード（キロ、枚、メートル、㎡、㎡（Kg）、㎡（枚）単価）を指定します。キロ

単価と枚単価を切り替えることにより、表示されている単価をそれぞれの単価に自動変更されま

す。メートル単価にすると、表示項目そのものが切り替わります。 

単価モード 対象用紙 金額計算式 

1. キロ単価 ｵﾌｾｯﾄ用巻取紙/枚葉紙 用紙枚数×連量×1Kg単価÷1000 

2. 枚単価 ｵﾌｾｯﾄ用枚葉紙 用紙枚数×1枚単価 

3. ｍ単価 BF用紙 用紙ｍ数×1ｍ単価 

4. ㎡単価 ｼｰﾙ用紙等 用紙面積（紙幅×長さ）×1㎡単価 

5. ㎡（Kg）単価 巻取特殊ﾎﾞｰﾙ紙等 用紙面積×米坪×1Kg単価÷1000 
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6. ㎡（枚）単価 枚葉特殊ﾎﾞｰﾙ紙等 用紙面積（縦×横）×1㎡単価 

7. １連単価 ｵﾌｾｯﾄ用巻取紙/枚葉紙 １連（1000枚）当りの単価 

流れ目 

指定した用紙の流れ目を指定します。選択した用紙の流れ目が「両目」の紙であった場合は任

意にどちらかの流れ目を指定する必要があります。 

積算枚数の端数処理（フォーム用紙は非表示） 

枚葉紙の場合は包み数単位、巻取り紙（フォーム用紙を除く）の場合は連単位での切り捨て、切

上げ処理を行います。 

計算方式（フォーム用紙は非表示） 

連、包み、端数単価をそれぞれ設定している場合、どのような単価計算方法をさせるのかを指

定します。用紙が指定されると用紙マスターの設定が使用されます。 

積算枚数 

自動計算により積算された枚数がセットされていますが、フォーム用紙の場合はメートル数を計

算します。実数と予備数がどのように計算されているかを参照するには、積算枚数横の［内訳］

ボタンをクリックします。 

     数量（枚数）内訳    数量（メートル数）内訳 

 

印刷予備、加工予備は、マスター保守、単価初期設定の用紙予備で登録されている条件で計

算されています。調整枚数は用紙枚数の端数処理条件により、切り上げられたり、切り捨てられ

たり、あるいは端数のままで計算された結果がセットされます。処理結果は画面右下に表示され

ます。 

合計金額 

合計金額を表示します。計算式を見るには、右横の［内訳］ボタンをクリックします。 
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営業率 

原単価に対して何％乗せるかを入力します。原単価が入力されていれば「単価」が計算されま

す。小数点以下４桁以内で入力します。設定により利益率を使用する場合、営業率の代わりに

利益率項目が有効となります。 

原価 

用紙マスターの登録単価がセットされます。入力する場合は単価モードに合った単価を入力し

ます。小数点以下は２桁までです。単価モードを変更する場合、単価はモードに合わせ再計算

されます。 

単価 

原単価に対し営業割増率を掛けた単価となります。入力修正した場合、計算方式が連単価、包

み単価、端数単価の場合に限り営業割増率が逆算されます。 

包数/連巻数 

枚葉紙の場合、包み数が用紙マスターからセットされます。巻取り紙（フォーム用紙除く）の場合、

１巻きあたりの連数がセットされます。 

連単位 

指定した用紙の１連あたり枚数を表示します。リストから変更することも可能です。 

１連単位（100枚、500枚、1,000枚） 

備考 

全角で１６文字まで入力可能です。見積書の印字対象項目ではありませんが、見積書設計の設

定によっては見積計算書に印字可能です。プリントサピエンス上でお使いの場合は受注に反映

しますので、作業指示書等に活用することが可能です。 

 



加工仕様画面について 

［加工］のタブをクリックすると仕様画面が表示されます。金額以外の数値の入力や変更はこの

画面から直接できますが、なるべく詳細画面から入力してください。 

１                      
 詳細画面を表示します 

ここをクリック

 

２                      
項目の説明をします 

部品名 

基本仕様明細で作成されている部品がリストに表示されますので、そこから選択できます。また

この部品リスト以外の部品を使用したい場合は、［部品名］ボタンをクリックし検索画面からセット

します。直接部品名を入力するときは全角６文字までです。 

注意 

プリントサピエンス上でお使いの場合、手入力部品は受注に取りこまれると、基本仕様

明細とマッチしない部品ですので「その他部品」扱いとなります。 

加工項目 

［加工項目］ボタンをクリックし、表示される「メニュー項目マスター検索」画面から入力したい項

目を選択してください。直接入力するときは全角１２文字までです。単価項目を手入力した場合

単価マスターは使用されません。 

見積形態が端物、頁物見積の場合、加工種類にフォーム加工は表示されません。 

種類/形式 

［加工項目］ボタンから検索セットされた場合、その単価種類と加工形式を表示します。 
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単価種別 

工程別に複数の単価種別を作成している場合に限り選択することができます。 

計算モード 

選択された計算式に従い計算されます。計算モードは次の２つがあります。 

計算式 単価単位 

1. 数量×単価 数量単価 

2. 台数×単価 台単価 

すでに単価が設定されている時にこのモードを変更した場合、金額を変更しないで単価を台単

価、数量単価で切り替えます。 

判型/計算判型 

判型サイズは仕上判型リストから設定できます。手入力する場合は全角８文字までです。計算判

型は手入力できません。規格判型から選択してください。 

頁数 

頁物の本文の場合、本文部品すべての頁数が積算されます。 

パーツ数（フォーム加工のみ） 

フォーム丁合加工料を取得するために必要になります。 

基本料 

基本料＋加工単価×数量で計算されます。 

数量 

加工部数を入力します。 

台数 

本文の場合、本文の合計台数がセットされます。計算モードが台数×単価の場合、有効になり

ます。 

原単価 

直接入力する場合は、金額が９桁を越えない範囲でかつ小数点以下２桁以内で入力します。 

単価取得条件を満たしていれば、自動単価セットされます。単価取得条件は下記の通りです。 

 単価種別 

 加工項目 

 数量 

 計算モード 

単価割増率 

自動計算結果として、どのような割増が発生したのかを表示して

います。加工単価の割増に係る設定は、マスター保守の単価初

期設定の加工工程に定義されています。手動で割増率設定も可

能です。[編集]ボタンから画面が表示されます。 
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割増後原価 

見積り時の条件により割り増された場合の単価を表示します。割増がなければ原単価がそのま

まセットされます。 

営業率 

原単価に対して何％乗せるかを入力します。原単価が入力されていれば「単価」が計算されま

す。小数点以下４桁以内で入力します。設定により利益率を使用する場合、営業率の代わりに

利益率項目が有効となります。 

単価 

原単価に営業率を掛けた単価が表示されます。直接入力する場合は、金額が９桁を越えない

範囲でかつ小数点以下２桁以内で入力します。この時、割増後原単価との比較で営業管理費

率が逆算されます。小数点以下は４桁まで計算されます。 

金額 

前述の計算モードに従い計算されます。金額の横は原価金額が計算されます。双方とも表示の

みです。金額は９桁を越えることはできません。 

単価端数処理 

単価初期設定で定義された単価の端数処理方法を表示します。 

備考 

全角１６文字まで入力可能です。見積書の印字対象項目ではありませんが、見積書設計の設定

によっては見積計算書に印字可能です。プリントサピエンス上でお使いの場合は受注に反映し

ますので、作業指示書等に活用することが可能です。 

難易度ランクの場合、単価ランク名を備考に自動セットすることができます。（マスター保守→見

積画面設定/1→付加加工/詳細画面タブ内の工程詳細備考欄の特殊使用） 

［単価照会］ 

設定された条件で取得された単価表を照会

することが可能です。ネットワーク版としてお

使いの場合は表示された単価表を直接修正

することはできません。 
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その他仕様画面について 

［その他］のタブをクリックすると仕様画面が表示されます。金額以外の数値の入力や変更はこ

の画面から直接できますが、なるべく詳細画面から入力してください。 

１                      
 詳細画面を表示します 
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 段ボール以外の単価項目     段ボールの単価項目 

ここをクリック

２                      
項目の説明をします 

部品名 

基本仕様明細で作成されている部品がリストに表示されますので、そこから選択できます。また

この部品リスト以外の部品を使用したい場合は、［部品名］ボタンをクリックし検索画面からセット

します。直接部品名を入力するときは全角６文字までです。 

注意 

プリントサピエンス上でお使いの場合、手入力部品は受注に取りこまれると、基本仕様

明細とマッチしない部品ですので「その他部品」扱いとなります。 

単価項目 

［単価項目］ボタンをクリックし、表示される「メニュー項目マスター検索」画面から入力したい項

目を選択してください。この時の選択画面に「BF用ダンボール」がありますが、この項目を選択し

た場合は判型項目の代わりに段ボールサイズ入力項目が表示されます。 

直接入力する場合は全角１２文字までです。単価項目を手入力した場合単価マスターは使用さ

れません。 

単価種別 

工程別に複数の単価種別を作成している場合に限り選択することができます。 

判型（一般その他項目のみ） 

入力は任意です。一般のその他単価マスターは判型別単価を持っていませんので、単価取得
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には関係ありません。 

段ボールマスター（段ボール項目のみ） 

単価項目で段ボール項目を選択した場合のみ表示されます。段ボールマスターが登録されて

いる場合はこのボタンから検索セットすることができます。段ボールマスターが設定されている場

合はサイズ、入り数、単価を呼出すことが可能になります。マスターに登録していない場合は段

ボールサイズを入力してください。段ボール単価マスターが設定されている場合は単価マスター

から該当する単価を取得します。 

単位（入り）数 

見積数量÷単位数を数量に計算します。 

数量 

金額計算対象になる数量です。単位数が入力されている場合、自動で計算されます。 

原単価 

直接入力する場合は、金額が９桁を越えない範囲でかつ小数点以下２桁以内で入力します。 

単価取得条件を満たしていれば、自動単価セットされます。単価取得条件は下記の通りです。 

 単価種別 

 単価項目 

 数量 

 段ボールサイズ（段ボール項目の場合のみ） 

営業率 

原単価に対して何％乗せるかを入力します。原単価が入力されていれば「単価」が計算されま

す。小数点以下４桁以内で入力します。設定により利益率を使用する場合、営業率の代わりに

利益率項目が有効となります。 

単価 

原単価に営業管理費率を掛けた単価が表示されます。直接入力する場合は、金額が９桁を越

えない範囲でかつ小数点以下２桁以内で入力します。この時、原単価との比較で営業管理費

率が逆算されます。小数点以下は４桁まで計算されます。 

金額 

前述の計算モードに従い計算されます。金額の横は原価金額が計算されます。双方とも表示の

みです。金額は９桁を越えることはできません。 

単価端数処理 

その他詳細画面では工程別の単価端数処理方法を持っていませんので、マスター保守、営業

集計画面の一部単価端数処理方法を使用しています。 

備考 

全角１６文字まで入力可能です。特にどこかに印刷できたりする訳ではありません。 

プリントサピエンス上でお使いの場合は受注に反映しますので、作業指示書等に活用すること

が可能です。 



「マスター保守→見積画面設定/1→付加加工/詳細画面タブ」内に工程詳細備考欄の特殊使

用設定があります。この設定によりダンボールサイズを備考に自動セットすることができます。 

［単価照会］ 

設定された条件で取得された単価表を照会することが

可能です。ネットワーク版としてお使いの場合は表示さ

れた単価表を直接修正することはできません。 
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                第４章 

マスター保守 
 



単価を設定する 

製品出荷時は、当社での修正を加えて出荷しています。したがって、当マニュアルの単価表示

と異なっている場合があります。 

１                      
［マスター保守］→［単価設定］を選択します 

２                      
単価種別、工程、単価種類、（形式）、項目を選択します 

この画面に表示される単価設定項目自体のメンテナンスも可能です。その説明は、この章の

「仕様項目」、「単価メニュー項目」保守をご覧ください。 

次ページから工程順に単価保守画面の説明をします。 

 

単価マスター関連図 

 

その他 

加工 

仕様項目 

企画～製版

刷版

印刷 

単価メニュー項目

の構成に基づき各

工程別単価テー

ブル内に単価表を

持ちます。 

単価メニュー項目
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企画単価マスター 

１                      
［マスター］→［単価設定］をします 

２                      
単価種別を選択し、［企画］を選択します 

３                      
単価種類、単価項目を選択します 

 

項目名 説             明 

単価種別 どの工程も持っていない単価種別は選択できません。 

工程選択 保守対象工程を選択します。 

種類 台単価 

頁単位ではなく、面付けた状態のサイズ別の単価設定を行う場合の分

類です。 

頁単価 

頁単位でサイズ別の単価設定をする場合の分類です。 

その他単価 

サイズ別の単価設定をしない場合の分類です。単価表画面にはサイ

ズは表示されず、単価は一列分のみ表示されます。但し仕様項目マ

スターの設定によっては横列項目を拡張することも可能です。 

項目 工程、単価種類別に登録されている単価項目です。この項目単位で

単価テーブルを作成します。 

ここでは台単価の企画料（企画・立案）を選択しています。 
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４                      
単価表を編集します 

企画単価表は、難易度別にＡ～Ｚの２６段階に分けて、Ｂ１～Ａ７までのサイズ別に単価を登録

できます。 

項目名 説             明 

内容 表示されている「内容」は作業難易度ランク名に使用します。全角文

字で13文字（半角26文字）まで入力できます。ここに漢字を入力する

場合、該当場所をダブルクリックしてカーソルが明滅する状態にしてく

ださい。フォーカスが単にある状態でも入力できますが、漢字変換窓

が別の場所に表示されます。｢内容｣の左にあるチェックを付けると省

略時で初期表示される項目となります。 

単位 数量の単位名として見積明細画面にセットされます。 

単価 カンマは自動で挿入されますので、数値のみ入力してください。 

 

［編集］、［オプション］メニューの操作 

機能説明、操作方法は、「第２章 見積もる環境を設定する」の「用紙の印刷予備率を設定す

る」－「５．編集メニューの操作について」、｢６.オプションメニューについて｣（2-112ページ）を 

ご覧ください。 

５                      
ファイルメニューより単価表を印刷します 

単価項目範囲指定画面が表示されます。[印刷]ボタンで見積マスター印刷オプション画面が
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表示されます。この印刷オプション画面では、網掛け印字指定や用紙サイズ、各種フォント指定

ができます。設定変更すると、プリンタの横にある[設定保存]ボタンが有効になります。設定は

用紙以外の単価マスター印刷で共通使用されます。画面に印刷結果を表示したい場合は、[装

置を選択して出力]ボタンを使用し、続いて表示される出力装置選択画面で「画面」を選択して

[実行]してください。見積マスター印刷画面の設定保存は、プリンタ装置を除いてデータベース

に保存されます。プリンタ装置はPC固有の情報として記憶されます。「マスター印刷」から行う場

合も同様の操作方法となります。 

 

ボタンの説明 

ボタン名 説             明 

単価初期設定 単価初期設定画面を表示します。マスター保守メニューの単価初期設

定から呼び出される画面と同じです。 

上項コピー セル単位で、現在フォーカスのある上の値を現在のセルに複写します。 

元に戻す 何か変更されると有効になります。画面表示時の状態に戻します。 

記録 画面内容をデータベースに保存します。 

終了 この画面を終了します。変更されていると終了確認します。 

 



制作単価マスター 

１                      
［マスター］→［単価設定］を選択します 

２                      
単価種別を選択し、［制作］を選択します 

３                       
単価種類、単価項目を選択します 

 

項目名 説             明 

単価種別 どの工程も持っていない単価種別は選択できません。 

工程選択 保守対象工程を選択します。 

種類 台単価 

頁単位ではなく、面付けた状態のサイズ別の単価設定を行う場合の分

類です。 

頁単価 

頁単位でサイズ別の単価設定をする場合の分類です。 

その他単価 

サイズ別の単価設定をしない場合の分類です。単価表画面にはサイ

ズは表示されず、単価は一列分のみ表示されます。但し仕様項目マ

スターの設定によっては横列項目を拡張することも可能です。 

項目 工程、単価種類別に登録されている単価項目です。この項目単位で

単価テーブルを作成します。 

ここでは台単価の版下料を選択しています。 
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４                      
単価表を編集します 

制作単価表は、難易度別にＡ～Ｚの２６段階に分けて、Ｂ１～Ａ７までのサイズ別に単価を登録

できます。 

項目名 説             明 

内容 表示されている「内容」は作業難易度ランク名に使用します。全角文

字13文字（半角26文字）まで入力できます。ここに漢字を入力する場

合、該当場所をダブルクリックしてカーソルが明滅する状態にしてくだ

さい。フォーカスが単にある状態でも入力できますが、漢字変換窓が

別の場所に表示されます。｢内容｣の左にあるチェックを付けると省略

時で初期表示される項目となります。 

単位 数量の単位名として見積明細画面にセットされます。 

単価 カンマは自動で挿入されますので、数値のみ入力してください。 

 

［編集］、［オプション］メニューの操作 

機能説明、操作方法は、「第２章 見積もる環境を設定する」の「用紙の印刷予備率表を設定す

る」－「５．編集メニューの操作について」、｢６.オプションメニューについて｣（2-112ページ）をご

覧ください。 

５                      
ファイルメニューより単価表を印刷します 
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印刷先を設定する画面が表示されます。[印刷]ボタンで見積マスター印刷オプション画面が表

示されます。この印刷オプション画面では、網掛け印字指定や用紙サイズ、各種フォント指定が

できます。設定変更すると、プリンタの横にある[設定保存]ボタンが有効になります。設定は用

紙以外の単価マスター印刷で共通使用されます。画面に印刷結果を表示したい場合は、[装置

を選択して出力]ボタンを使用し、続いて表示される出力装置選択画面で「画面」を選択して[実

行]してください。見積マスター印刷画面の設定保存は、プリンタ装置を除いてデータベースに

保存されます。プリンタ装置はPC固有の情報として記憶されます。「マスター印刷」から行う場合

も同様の操作方法となります。 

 

ボタンの説明 

ボタン名 説             明 

単価初期設定 単価初期設定画面を表示します。マスター保守メニューの単価初期

設定から呼び出される画面と同じです。 

上項コピー セル単位で、現在フォーカスのある上の値を現在のセルに複写しま

す。 

元に戻す 何か変更されると有効になります。画面表示時の状態に戻します。 

記録 画面内容をデータベースに保存します。 

終了 この画面を終了します。変更されていると終了確認します。 

 

 



製版単価マスター 

１                      
［マスター］→［単価設定］を選択します 

２                      
単価種別を選択し、［製版］を選択します 

３                       
単価種類、単価項目を選択します 

 

項目名 説             明 

単価種別 どの工程も持っていない単価種別は選択できません。 

工程選択 保守対象工程を選択します。 

種類 台単価（アナログ／デジタル） 

頁単位ではなく、面付けた状態のサイズ別の単価設定を行う場合の分

類です。 

頁単価（アナログ／デジタル） 

頁単位でサイズ別の単価設定をする場合の分類です。 

分解料 

写真原稿の色分解料を設定するための分類です。 

別途製版料 

台、頁関係なく設定する単価項目でサイズ別の単価設定もできます。

仕様項目マスターの設定によっては横列をサイズ以外のものに設定

することも可能です。 

項目 工程、単価種類別に登録されている単価項目です。この項目単位で

単価テーブルを作成します。 

アナログ製版とデジタル製版について 

アナログとデジタルの２種類ありますが、これは従来製版方式のアナログ製版とデジタル機器を

使用するデジタル製版を区別して単価設定するためにあります。デジタル製版にはDTP単価を

使用することができますが、DTPで用意されている方式で積算するのが困難な場合、アナログ

製版と同様の見積項目で単価だけ変えて積算する場合に使用します。DTP単価を使用して積
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算する場合は、この製版単価テーブルはほとんど使用されなくなります。 

ここでは台単価のモノクロ網版を選択しています。 

 ４                       
単価表を編集します 

製版ランク区分 

製版の場合、分解料に限っては単価ランク表現に「数量ランク」が設定してあります。数量ランク

の場合は難易度ランクと異なり、点数に基づき単価ランクが決定されます。モノクロ製版、カラー

製版、モノクロネガ版、モノクロ線画版は難易度ランク設定されていますが、写真点数の多少で

単価変動させたい場合は単価ランクを数量ランクに設定します。この設定は「マスター保守→

仕様項目」で保守します。その後単価表の「内容」欄に数値ランクを指定します。 

項目名 説             明 

内容 表示されている「内容」が難易度ランクの場合は、ランク名称を全角文

字13文字（半角26文字）までで入力します。数量ランクの場合は、半

角数字で９桁までの数値を入力します。 

単価 カンマは自動で挿入されますので、数値のみ入力してください。 

 

［編集］、［オプション］メニューの操作 

機能説明、操作方法は、「第２章 見積もる環境を設定する」の「用紙の印刷予備率表を設定す

る」－「５．編集メニューの操作について」、｢６.オプションメニューについて｣（2-112ページ）を 

ご覧ください。 

難易度ランクを設定した場合 

見積計算時に製版ランクを指定することができません。

設定は（端物/頁物/フォーム物）初期設定画面で初期

計算ランクを設定しておいてください。一度自動計算し

た後であれば、見積基本仕様画面の[写真分解]ボタン

から表示される画面で変更することが可能です。 
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５                      
ファイルメニューより単価表を印刷します 

印刷先を設定する画面が表示されます。[印刷]ボタンで見積マスター印刷オプション画面が表

示されます。この印刷オプション画面では、網掛け印字指定や用紙サイズ、各種フォント指定が

できます。設定変更すると、プリンタの横にある[設定保存]ボタンが有効になります。設定は用

紙以外の単価マスター印刷で共通使用されます。画面に印刷結果を表示したい場合は、[装置

を選択して出力]ボタンを使用し、続いて表示される出力装置選択画面で「画面」を選択して[実

行]してください。見積マスター印刷画面の設定保存は、プリンタ装置を除いてデータベースに

保存されます。プリンタ装置はPC固有の情報として記憶されます。「マスター印刷」から行う場合

も同様の操作方法となります。 

 
ボタンの説明 

ボタン名 説             明 

単価初期設定 単価初期設定画面を表示します。マスター保守メニューの単価初期

設定から呼び出される画面と同じです。 

上項コピー セル単位で、現在フォーカスのある上の値を現在のセルに複写しま

す。 

元に戻す 何か変更されると有効になります。画面表示時の状態に戻します。 

記録 画面内容をデータベースに保存します。 

終了 この画面を終了します。変更されていると終了確認します。 

６                      
写真分解の分解料について 

写真分解の単価設定方法には３つ種類を用意しています。 
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  ①原稿種類、サイズごとに異なる単価を設定したい。 

  ②原稿種類のみで、サイズは関係なく設定したい。 

  ③原稿種類もサイズも関係なく、点数でのみ設定したい。 

表示される画面は、①のサイズ設定がある場合と②、③のサイズ設定のない場合の２つの場合

に分かれます。 

７                      
分解後のサイズによって単価分けをする必要がある場合 

６の画面で項目内から原稿種類の付いた（「写真分解」以外）項目を選択します。ここでは「写

真分解（透過）」を選択します。 

Ｂ１からＡ７までのサイズ別に単価設定可能な画面が表示されます。この項目の単価ランクは数

量ランクですので、原稿点数により単価をさらに変化させることもできます。出荷時データでは

数量ランク（ＸＸ以下）は設定してありますが、単価は同じものが設定されていますので、このま

までは原稿点数の多少では単価は変わりません。 

単色網撮について 

単色網撮については、出荷時の設定では難易度ランクの設定になっています。 

８                      
分解後のサイズが単価設定に関係しない場合 

６の画面で項目内から原稿種類の付いていない「写真分解」項目を選択します。 

横列にはサイズの代わりに原稿種類が表示されます。一番右の列には原稿種類のない場合用

です。この項目の単価ランクは数量ランクですので、原稿点数により単価をさらに変化させるこ

ともできます。出荷時データでは数量ランク（ＸＸ以下）は設定してありますが、単価は同じもの

が設定されていますので、このままでは原稿点数の多少では単価は変わりません。 
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ＤＴＰ単価マスター 

１                      
［マスター］→［単価設定］を選択します 

２                      
単価種別を選択し、［ＤＴＰ］を選択します 

３                      
単価種類、単価項目を選択します 

 

項目名 説             明 

単価種別 どの工程も持っていない単価種別は選択できません。 

工程選択 保守対象工程を選択します。 

種類 台単価 

頁単位ではなく、面付けた状態のサイズ別の単価設定を行う場合の分

類です。 

頁単価 

頁単位でサイズ別の単価設定をする場合の分類です。 

その他単価 

サイズ別の単価設定をしない場合の分類です。単価表画面にはサイ

ズは表示されず、単価は一列分のみ表示されます。但し仕様項目マ

スターの設定によっては横列項目を拡張することも可能です。 

項目 工程、単価種類別に登録されている単価項目です。この項目単位で

単価テーブルを作成します。 

ここでは頁単価のメイクアップ（画像主体）を選択しています。 
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４                      
単価表を編集します 

DTP単価表は、難易度別にＡ～Ｚの２６段階に分けて、Ｂ１～Ａ７までのサイズ別に単価を登録

できます。 

項目名 説             明 

内容 単価ランク区分が難易度ランクの場合は作業難易度ランク名を入力し

ます。全角13文字（半角26文字）まで入力できます。ここに漢字を入力

する場合、該当場所をダブルクリックしてカーソルが明滅する状態にし

てください。フォーカスが単にある状態でも入力できますが、漢字変換

窓が別の場所に表示されます。｢内容｣の左にあるチェックを付けると

省略時で初期表示される項目となります。 

単価ランク区分を基本加算ランクとしてお使いになる場合は、１行目

は「基本料」で２行目が「加算料」です。 

単価ランク区分が数量ランクの場合は対象となる数量ランクを入力し

ます。例えば、「フィルム1200dpi」などは出力枚数に対応した数量ラン

クで設定されています。 

単位 数量の単位名として見積明細画面にセットされます。 

単価 カンマは自動で挿入されますので、数値のみ入力してください。 

 

メイクアップ料を基本加算ランクで使用する場合 

加算ポイントを積算する為のマスター「DTPポイント」テーブルを設定する必要があります。 

［編集］、［オプション］メニューの操作 

機能説明、操作方法は、「第２章 見積もる環境を設定する」の「用紙の印刷予備率表を設定す

る」－「５．編集メニューの操作について」、｢６.オプションメニューについて｣（2-112ページ）をご

覧ください。 
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５                      
ファイルメニューより単価表を印刷します 

印刷先を設定する画面が表示されます。[印刷]ボタンで見積マスター印刷オプション画面が表

示されます。この印刷オプション画面では、網掛け印字指定や用紙サイズ、各種フォント指定が

できます。設定変更すると、プリンタの横にある[設定保存]ボタンが有効になります。設定は用

紙以外の単価マスター印刷で共通使用されます。画面に印刷結果を表示したい場合は、[装置

を選択して出力]ボタンを使用し、続いて表示される出力装置選択画面で「画面」を選択して[実

行]してください。見積マスター印刷画面の設定保存は、プリンタ装置を除いてデータベースに

保存されます。プリンタ装置はPC固有の情報として記憶されます。「マスター印刷」から行う場合

も同様の操作方法となります。 

 
ボタンの説明 

ボタン名 説             明 

単価初期設定 単価初期設定画面を表示します。マスター保守メニューの単価初期

設定から呼び出される画面と同じです。 

上項コピー セル単位で、現在フォーカスのある上の値を現在のセルに複写しま

す。 

元に戻す 何か変更されると有効になります。画面表示時の状態に戻します。 

記録 画面内容をデータベースに保存します。 

終了 この画面を終了します。変更されていると終了確認します。 
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刷版単価マスター 

１                      
［マスター］→［単価設定］を選択します 

２                      
単価種別を選択し、［刷版］を選択します 

３                      
単価種類、単価項目を選択します 

 

項目名 説             明 

単価種別 どの工程も持っていない単価種別は選択できません。 

工程選択 保守対象工程を選択します。 

種類 平台 

オフセット平台印刷刷版の場合に選択します。 

輪転 

オフセット輪転印刷刷版の場合に選択します。 

ダイレクト 

ダイレクト印刷刷版の場合に選択します。 

フォーム 

ビジネスフォーム印刷刷版の場合に選択します。 

項目 工程、単価種類別に登録されている単価項目です。この項目単位で

単価テーブルを作成します。 

ここでは平台のＰＳ版ポジを選択しています。 
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４                      
単価表を編集します 

 

項目名 説             明 

面付数 面付数は任意に設定することができます。単価表の刷版単価には焼

付け基本料に面付料を加算して設定する方法を取っていますので、１

面付料いくらと積算される場合は「焼付け基本料＋面付数×面付料」

の値を設定してください。最大50件まで設定することが可能です。 

最大面付数を越えた場合は最大面付数単価で計算されます。比例配

分を使用して下表のように設定すると、１0面単位で行設定することも

可能です。 

焼付け料＝3000円、面付料＝100円（10面までは１面ごと） 

面付数 単 価 

1 3100 

～ ～ 

9 3900 

10 4000 

20 5000 

100 13000  

刷版判型 刷版判型は印刷機マスターの内容に従います。但し最大は30件まで

です。それを超えた印刷判型は設定できません。 

単価 カンマは自動で挿入されますので、数値のみ入力してください。 
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５                      
  ファイルメニューより単価表を印刷します 

印刷先を設定する画面が表示されます。[印刷]ボタンで見積マスター印刷オプション画面が表

示されます。この印刷オプション画面では、網掛け印字指定や用紙サイズ、各種フォント指定が

できます。設定変更すると、プリンタの横にある[設定保存]ボタンが有効になります。設定は用

紙以外の単価マスター印刷で共通使用されます。画面に印刷結果を表示したい場合は、[装置

を選択して出力]ボタンを使用し、続いて表示される出力装置選択画面で「画面」を選択して[実

行]してください。見積マスター印刷画面の設定保存は、プリンタ装置を除いてデータベースに

保存されます。プリンタ装置はPC固有の情報として記憶されます。「マスター印刷」から行う場合

も同様の操作方法となります。 

 
ボタンの説明 

ボタン名 説             明 

単価初期設定 単価初期設定画面を表示します。マスター保守メニューの単価初期

設定から呼び出される画面と同じです。 

上項コピー セル単位で、現在フォーカスのある上の値を現在のセルに複写しま

す。 

元に戻す 何か変更されると有効になります。画面表示時の状態に戻します。 

記録 画面内容をデータベースに保存します。 

終了 この画面を終了します。変更されていると終了確認します。 
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７                      
フォーム刷版について 

フォーム刷版には大きく分けてＰＳ版と（平圧、輪転）樹脂版と減感版の３つで表示画面が少し

異なります。 

８                      
ＰＳ版の場合 

上図の列タイトルは版のサイズを表しています。この例では「横インチ×縦インチ」が設定されて

いますが、マスター保守メニューの「名称マスター」で識別ID＝「FMPSSZ」で変更することがで

きます。（下図参照） 

フォーム刷版サイズの場合は送り寸法で見積単価が変動しますので、名称マスター保守画面

の数値項目欄に送りインチ数を設定します。この情報に対して仕上りサイズから刷版単価位置

が検索されます。 

面付、単価の考え方は４の説明と同様です。 
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９                      
樹脂版の場合 

版型に規格サイズが表示されます。このサイズはマスター保守メニューの「名称マスター」で識

別ID＝「FMJSSZ」で変更することができます。（下図参照） 

名称マスター保守上では単に名称のみ登録されています。PS版のように数値項目は使用しま

せん。この名称に対して仕上りサイズ名称から刷版単価位置が検索されます。 

面付、単価の考え方は４の説明と同様です。 

10                      
減感版の場合 

版型名は樹脂版と同じものが使用されます。ゴム版で特徴的なのが、ランクが他の刷版と異な

り面付数ランクではなく、難易度ランクが設定されている点です。難易度名は全角13文字（半角

26文字）まで入力可能です。単価の考え方は４の説明と同様です。 
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組付単価マスター 

１                      
［マスター］→［単価設定］を選択します 

２                      
単価種別を選択し、［組付］を選択します 

３                      
単価種類、単価項目を選択します 

 

項目名 説             明 

単価種別 どの工程も持っていない単価種別は選択できません。 

工程選択 保守対象工程を選択します。 

種類 ビジネスフォーム用に用意されています。特殊組付料のみの選択にな

ります。 

項目 工程、特殊組付料で登録されている単価項目です。この項目単位で

単価テーブルを作成します。 

ここでは版替え（表版）を選択しています。（項目により単価設定のない項目もあります。） 
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４                      
表示された単価表を更新します 

組み付け料項目にはランク設定は用意されていません。 

 

項目名 説             明 

内容 表示されている「内容」は仕様項目の単価ランクに関係なく文字入力と

なります。全角13文字（半角26文字）まで入力できます。ここに漢字を

入力する場合、該当場所をダブルクリックしてカーソルが明滅する状

態にしてください。フォーカスが単にある状態でも入力できますが、漢

字変換窓が別の場所に表示されます。 

単位 数量の単位名として見積明細画面にセットされます。 

単価 カンマは自動で挿入されますので、数値のみ入力してください。 

５                      
ファイルメニューより単価表を印刷 

単価項目範囲指定画面が表示されます。[印刷]ボタンで見積マスター印刷オプション画面が

表示されます。この印刷オプション画面では、網掛け印字指定や用紙サイズ、各種フォント指定

ができます。設定変更すると、プリンタの横にある[設定保存]ボタンが有効になります。設定は

用紙以外の単価マスター印刷で共通使用されます。画面に印刷結果を表示したい場合は、[装

置を選択して出力]ボタンを使用し、続いて表示される出力装置選択画面で「画面」を選択して

[実行]してください。見積マスター印刷画面の設定保存は、プリンタ装置を除いてデータベース
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に保存されます。プリンタ装置はPC固有の情報として記憶されます。「マスター印刷」から行う場

合も同様の操作方法となります。 

 
ボタンの説明 

ボタン名 説             明 

単価初期設定 単価初期設定画面を表示します。マスター保守メニューの単価初期

設定から呼び出される画面と同じです。 

上項コピー セル単位で、現在フォーカスのある上の値を現在のセルに複写しま

す。 

元に戻す 何か変更されると有効になります。画面表示時の状態に戻します。 

記録 画面内容をデータベースに保存します。 

終了 この画面を終了します。変更されていると終了確認します。 

 

 



印刷単価マスター 

１                      
［マスター］→［単価設定］を選択します 

２                       
単価種別を選択し、［印刷］を選択します 

３                       
単価種類、単価項目を選択します 

 

項目名 説             明 

単価種別 どの工程も持っていない単価種別は選択できません。 

工程選択 保守対象工程を選択します。 

種類 平台 

オフセット平台印刷の場合に選択します。 

輪転 

オフセット輪転印刷の場合に選択します。 

ダイレクト 

ダイレクト印刷の場合に選択します。 

フォーム 

ビジネスフォーム印刷の場合に選択します。 

項目 工程、単価種類別に登録されている単価項目です。この項目単位で

単価テーブルを作成します。 

ここでは平台の菊全を選択しています。 
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４                       
単価表を編集します 

 

印刷単価表は横列に色数、縦列に通し数ランクで構成されます。印刷料金は、基本的に台数

計算と通し数計算に対応しています。 

台単価と通し単価 

台数計算対象は画面右上にある「台単価扱い数」で判断されます。「3,000」とある場合、通し数

ランクが3,000以下の行が台数単価扱いとなります。 

3,000以下  2.18円の場合、見積計算時には3,000×2.18＝6,540円が台単価として計算されま

す。計算式も自動で台単価計算となります。台単価、通し単価の計算式初期値は、印刷単価

初期設定で定義されます。 

刷り色数が増えるに従い、その通し単価を下げるという設定が可能です。刷り色による単価変

動がない場合は「1＋0」にセットしてください。（この場合は単価初期設定起動メニューで、単価

予備率の使用にチェックを付けておく必要があります。そうしないと「1＋0」の場合しか単価を取

得しません。） 

印刷判型別にセット料を設定する 

印刷単価初期設定においてセット料を印刷判型別に設定するようにしている場合、単価表の１

行目にセット料入力項目が表示されます。 

セット料はそのままの金額を入力します。 

通し数、範囲を入力する 

通し数は任意に設定することができます。数量範囲は未満、以下、以上で設定してください。 

単価を設定する 

単価設定時には、特に台単価と通し単価の扱い方に注意してください。 
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例えば下記のような社内で決められた単価表があったとします。 

通し数 単  価 

2000以下 5000 

3000以下 2.4 

4000以下 2.1 

5000以下 1.7 

この場合通し数はそのまま入力しますが、2,000通しの単価はそのまま入力しないでください。

台単価 5000円÷2000通し の値 2.5円 を入力してください。実際の見積時に、台単価扱い限

度通し数の2000から 2.5×2000＝5000円と計算します。 

台単価は、台単価÷通し数の値を小数点以下４桁まで（５桁以降切捨て）を計算し入力してくだ

さい。通し数ランクは40行まで設定可能です。色数別設定は1＋0～8＋8の44列とスミ刷り単価

の45列設定可能です。 

比例配分（按分）単価計算 

例えば上記の単価表で3,000通しの場合の料金は3,000×2.4＝7,200円ですが、3,100通しの

場合は単価2.1円で計算する為、3,100×2.1＝6,510円となり印刷料金の逆転現象が発生しま

す。このような現象を避ける為には比例配分計算を使用する必要があります。設定は印刷単価

初期設定にて行います。 

スミ刷り単価の設定 

スミ刷り単価は画面右端に用意されています。 

５                      
単価表の印刷はファイルメニューより行います 

単価項目範囲指定画面が表示されます。[印刷]ボタンで見積マスター印刷オプション画面が

表示されます。この印刷オプション画面では、網掛け印字指定や用紙サイズ、各種フォント指定

ができます。設定変更すると、プリンタの横にある[設定保存]ボタンが有効になります。設定は

用紙以外の単価マスター印刷で共通使用されます。画面に印刷結果を表示したい場合は、[装

置を選択して出力]ボタンを使用し、続いて表示される出力装置選択画面で「画面」を選択して
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[実行]してください。見積マスター印刷画面の設定保存は、プリンタ装置を除いてデータベース

に保存されます。プリンタ装置はPC固有の情報として記憶されます。「マスター印刷」から行う場

合も同様の操作方法となります。 

 

ボタンの説明 （その他） 

ボタン名 説             明 

単価初期設定 単価初期設定画面を表示します。マスター保守メニューの単価初期

設定から呼び出される画面と同じです。 

上項コピー セル単位で、現在フォーカスのある上の値を現在のセルに複写しま

す。 

元に戻す 何か変更されると有効になります。画面表示時の状態に戻します。 

記録 画面内容をデータベースに保存します。 

終了 この画面を終了します。変更されていると終了確認します。 

６                      
フォーム印刷の場合は単価種類、単価形式、単価項目を選択します 

フォーム印刷では、基本組付料と印刷料を設定することができ、それぞれ平圧印刷、凸輪印刷、

オフ輪印刷の設定を用意しています。但し基本組付料に関しては、単価初期設定の設定により

積算の有無をコントロールできます。 

７                      
基本組付（セット）料を設定します 

単価 

横列は表裏の刷り色ですので、該当するセルに組付料を入力します。 
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８                      
印刷料を設定します 

入力方法はオフセット平台印刷と同じです。詳しくはそちらを参照してください。ここでの説明は

省略しています。 

 

 

4-28 マスター保守 



加工単価マスター 

１                      
［マスター］→［単価設定］を選択します 

２                      
単価種別を選択し、［加工］を選択します 

３                      
単価種類、単価形式、単価項目を選択します 

 

項目名 説             明 

単価種別 どの工程も持っていない単価種別は選択できません。 

工程選択 保守対象工程を選択します。 

種類 一般製本加工 

平台印刷の印刷物に関わる断ち、折り、綴じ、貼り込み加工が登録されて

います。 

輪転製本加工 

輪転印刷の印刷物に関わる加工が登録されています。 

簡易製本加工 

小冊子等の少頁数で簡単な製本を行う場合の加工が登録されています。 

付加加工 

印刷物に対しミシン入れ、穴開け、表面加工等の追加的加工が登録され

ています。 

その他加工 

加工工程としての仕上げ梱包作業等が登録されています。 

フォーム加工 

ビジネスフォーム印刷用に、マージナル部の仕上げ丁合加工、機械に組

付けられる加工処理が登録されています。 

形式 種類内で更にいくつかのグループ分けがされています。 

項目 種類、形式別に登録されている単価項目です。この項目単位で単価テー

ブルを作成します。 
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ここでは一般製本加工→折り加工→２ツ折りを選択しています。加工単価表画面には大きく分

けて２種類用意されています。次に説明するような単価表と、中とじ加工料のようなとじ料単価

表とがあります。この後に引き続いて説明します。前者を一般加工用、後者を綴じ加工用画面と

表記します。 

※フォーム加工に関しては固有の設定方法ですので、次の節で説明します。 

４                      
加工単価表（一般加工用）を編集します 

 

加工単価表（一般加工用）は横列に規格判型、縦列に部数ランクで構成されます。加工料金は、 

 ［数量計算 ： 数量×単価 ］ 

 ［台数計算 ： 台数×単価 ］ 

で計算されます。印刷同様に台単価、数量単価を設定する場合は、［台単価扱い数］を設定し

てください。 

表裏頁数 

見積計算時の基本仕様画面にて加工が選択された時に、この頁数を表示しています。空白は

認められません。２以上の値を設定する必要があります。（２とは表裏のことです。） 

計算対象 

自動計算時、単価に対して掛けられる対象となる数が何であるかを設定します。 

「パーツ数×セット数」、「組数×冊数」は帳票、伝票物の単価項目にのみ使用します。 

単価連動 

自動計算時、単価表の数量ランクが何の数量かを判別します。数量ランクを持たない単価表の

場合（フォーム加工の特殊組付料、単価モードが難易度ランク）は「連動なし」となります。 
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計算モード 説             明 

部数連動 部数に応じて単価変動する場合に選択します。ほとんどの単価項目

が部数連動に設定されています。 

通し数連動 通し数に応じて単価変動する場合に選択します。付加加工の下記項

目が通し連動に設定されています。 

端物付加加工 ｜筋押し、ミシン 

表面加工  ｜すべて 

トムソン抜  ｜トムソン抜 

丁数連動 トムソン抜  ｜トムソン丁付 

パーツ数連動 フォーム加工の丁合加工に設定されています。（固定です。） 

組み数連動 この連動モードで登録されている単価項目はありません。 

連動なし 数量ランクを持たない項目（付加加工の抜き型、フォーム加工の特殊

組付加工）に設定されています。 

判型 

判型はＢ１からＡ６の範囲を持っています。加工初期設定でも説明してありますが、規格外サイ

ズの場合、どのように扱うかにより見積時にどの規格サイズ単価を取得するかが決定されます。 

部数（通し数） 

部数は任意に設定することができます。台数計算の対象になる部数は、画面右上の「台単価扱

い限度部数」に設定してください。上図の例では1,000部までが台単価扱いとなります。 

単価設定 

単価設定時には、特に台単価と数量単価の扱い方に注意してください。 

例えば下記のような社内で決められた単価表があったとします。 

部 数 単  価 

1000以下 4000 

2000以下 2.4 

3000以下 2.1 

5000以下 1.7 

この場合部数はそのまま入力しますが、1,000部の単価はそのまま入力しないでください。台単

価 4000円÷1000部 の値 4円 を入力してください。実際の見積時に、台単価扱い限度部数

の1000から 4×1000＝4000円と計算します。 

台単価は、台単価÷部数の値を小数点以下４桁まで（５桁以降切捨て）を計算し入力してくださ

い。部数単価は単価初期設定で加工単価の端数処理を変更することにより有効少数桁は変動

されます。最大小数点以下４桁まで設定可能です。 

部数ランクは80行まで設定可能です。 

 



［編集］、［オプション］メニューの操作 

機能説明、操作方法は、「第２章 見積もる環境を設定する」の「用紙の印刷予備率表を設定す

る」－「５．編集メニューの操作について」、｢６.オプションメニューについて｣（2-112ページ）をご

覧ください。 

５                      
ファイルメニューより単価表を印刷します 

単価項目範囲指定画面が表示されます。[印刷]ボタンで見積マスター印刷オプション画面が

表示されます。この印刷オプション画面では、網掛け印字指定や用紙サイズ、各種フォント指定

ができます。設定変更すると、プリンタの横にある[設定保存]ボタンが有効になります。設定は

用紙以外の単価マスター印刷で共通使用されます。画面に印刷結果を表示したい場合は、[装

置を選択して出力]ボタンを使用し、続いて表示される出力装置選択画面で「画面」を選択して

[実行]してください。見積マスター印刷画面の設定保存は、プリンタ装置を除いてデータベース

に保存されます。プリンタ装置はPC固有の情報として記憶されます。「マスター印刷」から行う場

合も同様の操作方法となります。 

 

ボタンの説明 

ボタン名 説             明 

単価初期設定 単価初期設定画面を表示します。マスター保守メニューの単価初期設

定から呼び出される画面と同じです。 

上項コピー セル単位で、現在フォーカスのある上の値を現在のセルに複写します。 

左項コピー セル単位で、現在フォーカスのある左の値を現在のセルに複写します。 

元に戻す 何か変更されると有効になります。画面表示時の状態に戻します。 

記録 画面内容をデータベースに保存します。 

終了 この画面を終了します。変更されていると終了確認します。 
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６                      
加工単価表（綴じ加工用）を編集します 

 

加工単価表（綴じ加工用）は横列に規格判型、縦列に形態別折り形式で構成されます。加工

料金は、台数計算と部数計算に対応します。 

 ［数量計算 ： 部数×単価（折り頁別単価×台数） ］ 

 ［台数計算 ： 台数×単価（折り頁別単価×台数） ］ 

台単価、数量単価を設定する場合は「台数扱い限度部数」を設定してください。 

基本料 

上図の例では基本料は設定されていませんが、「無線綴じ」では設定されています。画面右上

にも表示されていますが、加工初期設定で設定されている台数（設定がない場合は10台）まで

は基本料単価が設定された場合に限り、基本料単価で一律計算されます。 

例  A4 16P折×4台 1000部  基本料 25.6円 

  1000 × 25.6 ＝ 25600円 

単価設定 

上図に表示されている単価表には、部数による割引、割増は表示されていませんが、部数計算

画面を表示することで部数別ランク設定を行うことができます。上図単価表では割増割引の元と

なる原単価を設定します。部数別単価の設定方法はこの後説明します。 

判型 

判型はＢ３からＡ６の範囲を持っています。加工初期設定でも説明してありますが、規格外サイ

ズの場合、どのように扱うかにより見積時にどの規格サイズ単価を取得するかが決定されます。 

Ａ６より小さい判型が指定された場合はミニ判単価で計算されます。 

出荷版にはクロス折り系の単価のみ設定されています。 
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ボタンの説明 

ボタン名 説             明 

単価初期設定 単価初期設定画面を表示します。マスター保守メニューの単価初期設

定から呼び出される画面と同じです。 

上項コピー セル単位で、現在フォーカスのある上の値を現在のセルに複写します。 

左項コピー セル単位で、現在フォーカスのある左の値を現在のセルに複写します。 

上行コピー 行単位で、現在フォーカスのある上の行の値を現在のセル行に複写し

ます。 

左列コピー 列単位で、現在フォーカスのある左の列の値を現在のセル列に複写し

ます。 

部数計算 部数別の単価設定を行います。 

記録 画面内容をデータベースに保存します。 

終了 この画面を終了します。変更されていると終了確認します。 

７                      
［部数計算］ボタンから部数別単価設定画面を表示します 

例として「本文16Ｐクロス折り」の「Ａ４」の単価をクリックし、［部数計算］ボタンをクリックすると上

記の画面が表示されます。 

項目名 説             明 

部数 部数ランクを設定しますが、すべてXXXX以下と解釈されます。最後の部

数を越える場合は最後の部数単価が摘要されます。 

割増率 割増は正数、割引は負数で小数点以下３桁の数値を入力します。率ゼ

ロが基準単価となり、上図では5,000が基準値となります。計算される単

価の端数処理は加工初期設定の加工単価用設定に従います。 

単価 割増率を入力した場合は基準単価を元に計算セットされます。単価を直

接入力した場合は、割増率が逆算されます。 
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ボタンの説明 

ボタン名 説             明 

①この折形式の判

型（列）全てに同率

で単価再計算 

呼び出し元の位置を基準とし、その行（折り形式）での他の列（判型）

にも同じ部数、割増率を適用し部数別単価を再計算します。 

②この判型の折形

式（行）全てに同率

で単価再計算 

呼び出し元の位置を基準とし、その列（判型）での他の行（折り形式）

にも同じ部数、割増率を適用し部数別単価を再計算します。 

③この綴じで単価

表全てを同率で単

価再計算 

呼び出し元の位置を基準とし、すべての列（判型）、すべての行（折り

形式）にも同じ部数、割増率を適用し部数別単価を再計算します。 

④この折形式判型

にのみ更新 

呼び出し元の位置にのみ部数、割増率を適用し部数別単価を再計算

します。 

※ボタンをクリックした時点で呼び出し元の画面に更新され、部数計算画面は閉じます。元に

戻すには、呼び出し元画面で［記録］を押さないで［終了］を押してください。つまり部数計算画

面で単価再計算を行った場合は、必ず[記録]する必要があります。 

 



加工単価マスター（フォーム） 

１                      
［マスター］→［単価設定］を選択します 

２                      
単価種別を選択し、［加工］を選択します 

３                      
単価種類、単価形式、単価項目を選択します 

 

ここではフォーム加工→丁合加工→片側クリンプ止めを選択しています。フォーム加工の丁合

加工と特殊組付加工とでは表示される画面が異なりますので、個別に説明します。 

４                      
丁合加工単価表を編集します 

 

丁合加工単価表は横列にはパーツ数ランクと単価のみ表示されます。計算式は、 

［ 折り数×単価 ］ で計算されます。 

項目名 説             明 

パーツ数 丁合をとるパーツ数（複写枚数）に応じ単価変動するパーツ数を指定

します。１行目は組付料用に「１」で固定されています。見積時の最大
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パーツ数は８パーツまでです。それ以上指定されたものは無視されま

す。 

単価 単価には、組付け料と丁合単価の２つが設定できます。組付け料は必

ず１行目と判断されます。積算しない場合はゼロにしてください。組付

け料は印刷単価等の台単価のように数量で割った値を設定する必要

はありません。そのままの値を設定してください。 

※計算モードは「パーツ数連動」固定です。 

 ５                      
ファイルメニューより単価表を印刷します 

印刷先を設定する画面が表示されます。ここでは罫線/網掛けの指定及び印刷装置を指定しま

す。出力先プリンタ等の設定を記憶するには、［設定保存］ボタンで保存します。この設定はコ

ンピュータ固有の情報として記憶されますので、ネットワーク環境で使用する場合でも他のコン

ピュータの設定に影響を与えません。 

ここでの印刷は一つの単価項目の印刷ですので、複数の項目を印刷したい場合は、「マスター

印刷」から行ってください。 

［編集］、［オプション］メニューの操作 

機能説明、操作方法は、「第２章 見積もる環境を設定する」の「用紙の印刷予備率表を設定す

る」－「５．編集メニューの操作について」、｢６.オプションメニューについて｣（2-112ページ）をご

覧ください。 

 

ボタンの説明 

ボタン名 説             明 

初期設定 単価初期設定画面を表示します。マスター保守メニューの単価初期設

定から呼び出される画面と同じです。 

上項コピー セル単位で、現在フォーカスのある上の値を現在のセルに複写します。 

元に戻す 何か変更されると有効になります。画面表示時の状態に戻します。 

記録 画面内容をデータベースに保存します。 

終了 この画面を終了します。変更されていると終了確認します。 
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６                      
特殊組付加工単価表を編集します 

 

特殊組付け料は組付け料と折り数単価の２つのみ設定できます。計算式は、 

［ 組付け料＋折り数×加工単価 ］ で計算されます。 

※計算モードは「連動なし固定」です。 

１行目が組み付け料、２行目が１折単位の加工単価となります。 
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その他の単価マスター 

１                      
［マスター］→［単価設定］を選択します 

２                      
単価種別を選択し、［その他］を選択します 

３                      
単価種類、単価項目を選択します 

 

項目名 説             明 

単価種別 どの工程も持っていない単価種別は選択できません。 

工程選択 保守対象工程を選択します。 

種類 － 

オフセット印刷用に用意されているその他項目用の分類です。 

BF用ダンボール 

ビジネスフォーム用ダンボール積算用に用意されている分類です。 

項目 工程、単価種類別に登録されている単価項目です。この項目単位で

単価テーブルを作成します。 

４                       
「－」単価表を編集します 

マスター保守 4-39 



 

項  目 説             明 

内容 表示されている「内容」が難易度ランクの場合は、ランク名称を全角13

文字（半角26文字）までで入力します。数量ランクの場合は、半角数字

で９桁までの数値を入力します。初期設定は難易度ランク用ですが、

もし数量ランクである場合は、仕様項目マスター保守で難易度ランク

に設定してください。 

単位 数量の単位名として見積明細画面にセットされます。 

単価 カンマは自動で挿入されますので、数値のみ入力してください。 

５                      
ファイルメニューより単価表を印刷します 

印刷先を設定する画面が表示されます。[印刷]ボタンで見積マスター印刷オプション画面が表

示されます。この印刷オプション画面では、網掛け印字指定や用紙サイズ、各種フォント指定が

できます。設定変更すると、プリンタの横にある[設定保存]ボタンが有効になります。設定は用

紙以外の単価マスター印刷で共通使用されます。画面に印刷結果を表示したい場合は、[装置

を選択して出力]ボタンを使用し、続いて表示される出力装置選択画面で「画面」を選択して[実

行]してください。見積マスター印刷画面の設定保存は、プリンタ装置を除いてデータベースに

保存されます。プリンタ装置はPC固有の情報として記憶されます。「マスター印刷」から行う場合

も同様の操作方法となります。 

 

ボタンの説明 

ボタン名 説             明 

上項コピー セル単位で、現在フォーカスのある上の値を現在のセルに複写しま

す。 

元に戻す 何か変更されると有効になります。画面表示時の状態に戻します。 

記録 画面内容をデータベースに保存します。 

終了 この画面を終了します。変更されていると終了確認します。 
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６                      
単価種類、単価項目を選択します 

ＢＦ用ダンボール単価はビジネスフォーム見積時に使用されます。項目にはＡ式（組み立て式）

とＣ式（上蓋式）の２項目を用意しています。設定方法は同じですので、ここではＡ式を例にとっ

て説明します。 

  

７                      
｢BF用ダンボール｣単価表を編集します 

ダンボール単価の設定は下記条件により取得されます。 

１． ダンボール底面積（センチ平方メートル） 

２． ダンボール高さ（センチメートル） 

３． 箱数 

単純に１箱いくらで設定したい場合は、底面積ランク、高さランクを共に一つに設定してください。 

項目名 説             明 

ダンボール高さ 名称テーブルにて定義されています。識別ID=「CASRNK」、項目キー

=「1」。値はスラッシュで区切られて設定されています。 

ダンボール底面積 [底面積ランク設定]ボタンにて設定します。 
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最大５ランクまで設定可能です。値はセンチ平方で指定します。底面

積ランク別に設定する場合は、選択 

箱数 積算されるダンボール箱数により単価を変動する場合に設定します。

すべて「以下扱い」となります。 

単価 カンマは自動で挿入されますので、数値のみ入力してください。 

８                      
底面積ランクを切り替えます 

底面積ランクを切換えると単価表も切り替わります。表示されている単価を変更した後にこのラ

ンクを切換える場合は、一度［登録］ボタンで記録する必要があります。登録しないで切り替えよ

うとした場合にはデータ保存を求められます。 

 
その他のボタンの説明 

ボタン名 説             明 

上項コピー セル単位で、現在フォーカスのある上の値を現在のセルに複写しま

す。 

元に戻す 何か変更されると有効になります。画面表示時の状態に戻します。 

記録 画面内容をデータベースに保存します。 

終了 この画面を終了します。変更されていると終了確認します。 
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用紙マスター 

印刷見積り計算で一番煩わしい作業は、どの用紙の何判で印刷したら効率がよいかを決

定することです。「みつもさぴえんす」では、それぞれの用紙について以下のような項

目を登録して、見積り自動計算を行います。 

１                      
用紙マスターを登録するにあたって 

提供しています用紙マスターには、一般的に多く使用されると思われる用紙データが登録され

ています。自社用に用紙マスターを作成する時は、以下の方法を参考にしてください。 

① 登録されている用紙の単価データを自社用に変更して使用する。 

② 登録されている用紙一覧から不要な用紙を削除する。 

③ 用紙分類登録されている用紙をコピーして新たに自社用の用紙を作成する。 

④ 用紙検索条件である「用紙分類」に「営業用」とかを作成し、よく使用する用紙の用紙分類

に設定する。 

用紙マスターは自動積算機能を使用する上で欠くことのできない要素です。用紙の判型が基

準となり、用紙判型マスターが検索されさまざまな面付パターンが計算されます。 

「みつもさぴえんす」の用紙には、オフセット印刷用の枚葉紙、巻取り紙と封筒、そ

れにビジネスフォーム用の巻取り紙を登録することができます。印刷用紙にはその

他にもありますが前述以外の用紙（例えばシール巻取り紙で剥離紙、粘着剤を体

系付けて管理する場合など）を登録することはできません。 

２                      
［マスター］→［用紙マスター］を選択します 

用紙コード 

新しい用紙銘柄を登録する場合には直接用紙コードを入力します。用紙コードは６桁で設定し

てください。既に登録されている用紙コードであれば[表示]ボタンで登録内容が表示されます。

新しく用紙を登録する場合、用紙コードは自動発番しませんので何番が空いているか調べる必
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要があります。この操作をサポートするのが｢発番｣ボタンとなります。既存銘柄を変更する場合

は、［検索］ボタンをクリックし検索画面より選択してください。 

※新規登録する場合の方法として、類似した用紙を複写して作成する方法をお勧めします。こ

の場合、複写先の用紙コードが必要になりますので、あらかじめコードを決定しておく必要があ

ります。 

用紙名 

用紙名は全角20文字（半角40文字）以内、フリガナは半角カタカナ20文字以内で入力してくだ

さい。 

基本設定項目 

項目名 説             明 

形態[*] 枚葉、巻取り、封筒のいずれかを選択します。検索条件として使用

されます。 

用紙分類 リスト内容は「名称テーブル」に識別ID＝YOSBUNで登録されていま

す。分類を追加したい場合はこちらに登録してください。 

メーカー リスト内容は「名称テーブル」に識別ID＝YSMAKEで登録されていま

す。メーカーを追加したい場合はこちらに登録してください。 

厚さ分類 上質系、中質・ザラ系、アートコート系のいずれかを選択します。頁

物本文での束厚計算時に使用されます。 

印刷・加工適正分類 リスト内容は「名称テーブル」に識別ID＝KAKTEKIで登録されてい

ます。この情報は削除も追加もしないでください。印刷・加工初期設

定ではこの内容にマッチするように設定されています。印刷、加工

単価割増しや、用紙予備計算条件に使用されます。 

検索時の表示区分

の設定 

主にプリントサピエンス上でお使いの場合に有効になります。見積

入力時とそれ以外で検索される内容をコントロールできます。 

[*]は入力必須項目です。 

枚葉紙の合計枚数における用紙費の計算設定 

用紙単価には「連単価」、「包み単価」、「端数単価」があります。 

連単価 １連（設定によるが概ね1000枚）単位で購入する単価 

包み単価 包み（梱包）単位で購入する単価 

端数単価 包みに満たないで購入する単価 

※端数単価でも５０枚以上と未満で分かれる場合がありますが、みつもさぴえんすでは単一の

単価のみ設定可能です。 

 

項目名 説             明 

A. 包み未満の時[*] 積算枚数が包み数に満たなかった場合、どの単価を採用するかを

決定します。 

B. 連未満の時[*] 積算枚数が包み数以上だが連に満たなかった場合、どの単価を採

用するかを決定します。 
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C. 連以上の時[*] 積算枚数が連以上の場合、どの単価を採用するかを決定します。 

 （例）  １連＝1000枚、包み数＝500枚、連＠＝150円、包み＠＝160円、端数＠＝170円 

     菊判55Kg  単価はKg単価 

積算枚数＝2800枚の場合 （連以上の設定を3=連単価、包単価、端数単価を各々計算） 

 

 （55Kg×150円÷1000枚）×2000枚………ａ 

 （55Kg×160円÷1000枚）× 500枚………ｂ 

 （55Kg×170円÷1000枚）× 300枚………ｃ 

 a＋b＋c＝用紙金額 

 

単価を１つのみで積算したい場合は、Ａ，Ｂ，Ｃともに連単価で計算するように設定し、連単価

のみ設定します。 

一般的にコート紙や上質紙は全て連単位で計算させるケースが多いのですべて１

を設定し、特殊紙などはすべて３を設定することが多いようです。 

単価モード 

１．キロ単価 １連（設定によるが概ね1000枚）の１Ｋｇ当り単価 

２．枚単価 １枚当り単価 

３．メートル単価 １メートル当り単価（おもにフォーム用紙の場合に使用） 

４．平米単価 １㎡当り単価（おもにシール用紙の場合に使用） 

５．平米単価（Kg） １連（設定によるが概ね1000枚）の１Ｋｇ当りの平米単価 

６．平米単価（枚） 枚葉紙における１㎡当り単価 

１．キロ単価と２．枚単価の間で既存用紙の単価モード変更が行われると用紙単価の単価がモ

ードに合わせて変換が行われます。他の組み合わせのモード変更では単に警告メッセージが

表示されるだけです。単価モードの設定は用紙代計算に深く影響しますので、注意して設定す

る必要があります。 

計算条件の設定（連/包み） 

項目名 説             明 

連量単位 一般的に1000枚/連を設定します。この他に500枚/連、100枚/連があり

ます。 

大口割引 指定連数以上積算された場合、単価を指定％値引くことができます。

基本情報では２ランクまでの設定ですが、追加情報タブで最大６ランク

まで設定可能です。 

端数処理 積算枚数の丸め処理を決定します。端数のまま、包み数で切上げ、包

み数で切捨てのいずれかを設定します。設定がない場合は端数のまま

扱いとなります。オフセット輪転紙の場合は包みの代わりに連数で丸め

処理を行います。 

単純な切上げ、切捨てではない場合 



例えば、包み切上げ設定の用紙で、包み数を１０枚超えてしまったよう

な場合、無条件で切上げるのではなく包み数の20％にならない場合は

切り捨てる、というような場合は、マスター保守の「用紙枚数計算」で設

定で実現することができます。詳しくはそちらを参照してください。 

また、積算がメートル数の場合この設定を活用することができます。例

えば１０メートル単位で丸め処理を行いたい場合、ここでは包み表現は

無視して切上げ、切捨てを設定します。前述の用紙枚数計算設定画面

で丸める単位数の設定を行います。 

 

ノーカーボン紙の設定（追加情報タブ） 

項目名 説             明 

用途 上葉紙、中葉紙、下葉紙のいずれかを設定します。 

発色 リスト内容は「名称テーブル」に識別ID＝BAKCOLで登録されていま

す。名称を追加したい場合はこちらに登録してください。 

 

PrintSapiens設定/その他（追加情報タブ） 

項目名 説             明 

廃版区分 廃版となった用紙にチェックを付けます。用紙検索対象から外れます。 

 

機能ボタン 

ボタン名 説             明 

表示 指定された用紙コードの登録内容を表示します。 

検索 登録されている用紙を検索します。検索画面の説明は「第３章 基本操

作」のなかで説明しています。 

新規 新しい用紙を登録できるように画面をクリアします。 

発番 空き番号を検索する画面を表示します。 

 

先頭文字に入力された文字で名寄せ表示します。用紙コード欄には、

入力された先頭文字で最大の番号＋１をセットします。空いている番号

を任意に使用する場合は、直接入力します。[決定]ボタンで元の画面

に戻り用紙コードを返します。 

色名データ 色名登録画面が表示されます。 
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単価データ この用紙の持つ判型、連量、単価等の明細情報を登録する画面が表

示されます。 

記録 表示されている画面情報を記録します。色名データ、単価データに付

いてはそれぞれの画面内で記録されます。 

削除 検索から呼出した用紙を削除します。 

移動 表示されている用紙の用紙コードを別のコードに付けかえることができ

ます。あらかじめ移動先のコードを決定しておく必要があり、既に存在

するコードは指定できません。 

 

移動先コードは移動元コードが初期セットされているので変更してくだ

さい。画面左下にある[空き番号検索]ボタンは[初番]と同じ画面が表示

されます。 

複写 表示されている用紙情報を別の存在しない用紙コードにコピーできま

す。 

表示される画面に複写先コードを指定します。あらかじめ複写先のコー

ドを決定しておく必要があり、既に存在するコードは指定できません。移

動と同等の画面が表示されます。 

新規 画面に表示されている情報をクリアし、起動時の状態にします。 

元に戻す 登録または呼び出し後に変更された内容を破棄します。 

終了 この画面を終了します。データが変更されている場合は警告メッセージ

が表示されます。 

３                      
色名データを設定します 

その用紙に色がある場合、この画面で登録します。 
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用紙色名指定画面が表示されます。この画面より用紙に存在する色をランク別（色格差）に登

録します。ランクはA～Fまで設定できます。単価が同じものは同じランクで設定します。 

項目名 説             明 

ランク 半角でA、Bと直接入力します。A～F以外の文字が入力された場合は

その行は登録されません。 

色名 全角６文字まで入力可能です。 

４                      
用紙単価データについて 

判型別で連量ごとに単価データを登録します。 

連量には通常数値を入力しますが、文字表現（厚口等）する必要がある場合は、画面右上の

「連量に～」にチェックを付ける必要があります。その上で連量に文字を入力してください。また

紙厚表示が連量なのか米坪（㎡で一般的に＃で表現されます）なのかもここで設定します。 

項目名 説             明 

判型名 四六判、Ｂ判、菊判、Ａ判等の用紙寸法を登録します。ここに表示さ

れる判型リストは用紙判型マスターで全判用紙比が「１」で登録され

ている用紙判型です。 

寸法 縦×横サイズを設定します。判型を決定すると自動的に表示されま

す。 

米坪 １㎡あたりの重量を設定しますが、連量を入力することにより自動セ

ットされます。 

連量 紙の１連当り重量を入力します。紀州色上質紙のように「厚口」等の

表現の場合、先に四六換算連量を入力した後、漢字変換で「～口」

と入力し直してください。先に入力してしまうと、四六換算値を入力

した時点で上書きされてしまいます。 

換算（四六判換算） 四六判に換算した連量を入力します。 

流れ目 縦目のみの場合「Ｔ」、横目のみの場合「Ｙ」、両方ある場合「Ａ」と入

力します。 

包装単位 連量ごとの１包み当り枚数を登録します。 
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連＠～端＠ 連～端数単価には、色ランク別にＡ～Ｆまで６種類入力可能です。

色がない場合はＡランク単価のみ入力します。 

格差 キロ単位の厚紙、薄紙格差がある場合に入力します。 

大口割引 用紙基本情報画面にこの設定がありますが、ここでは紙厚によりそ

の割引が適用されるかどうかを指定します。チェックされると割引対

象外となります。チェックされていない場合のみ基本情報の設定に

従います。 

紙厚（μ） ミクロン単位の紙厚を入力します。頁物見積もりで本文束厚計算を

行いますが、省略時では「用紙枚数計算」の紙質別の紙厚設定を

使用しますが、ここに設定することににより、より正確な計算が行えま

す。 

５                      
ファイルメニューより該当用紙情報を印刷します 

単価項目範囲指定画面が表示されます。[印刷]ボタンで見積マスター印刷オプション画面が

表示されます。この印刷オプション画面では、網掛け印字指定や用紙サイズ、各種フォント指定

ができます。設定変更すると、プリンタの横にある[設定保存]ボタンが有効になります。設定は

用紙以外の単価マスター印刷で共通使用されます。画面に印刷結果を表示したい場合は、[装

置を選択して出力]ボタンを使用し、続いて表示される出力装置選択画面で「画面」を選択して

[実行]してください。見積マスター印刷画面の設定保存は、プリンタ装置を除いてデータベース

に保存されます。プリンタ装置はPC固有の情報として記憶されます。「マスター印刷」から行う場

合も同様の操作方法となります。 

６                      
［Enter］キーでのカーソル移動について 

オプションメニューでカーソル移動方向が変えられます。設定は保存されます。 
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７                      
単価を一律に変更したい場合 

割増率を指定し、計算結果の端数処理方法を確認した後、［計算］ボタンをクリックします。 

計算後、元に戻す時はオプションメニューから｢変更前に戻す｣を選択してください。 

８                      
その他のボタンについて説明します 

ボタン名 説             明 

判型検索 判型名セルにフォーカスがある場合に使用できます。クリックすると用紙

判型検索画面が表示されます。但しリストから選択できるので、特に使用

するメリットはありません。 

上項コピー セル単位で、現在フォーカスのある上の値を現在のセルに複写します。 

注意事項 

新規に登録する時は行のコピーで必要数分用意してから連量等を入力すると時間を短縮でき

ます。包装数は自動計算しませんので注意してください。格差、大口割引の指定は画面を右に

スクロールすれば表示されます。 
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部品名マスター 

標準的に使用する部品名を登録して入力の省力化、標準化をします。 

１                      
メニューから［部品名］を選択します 

 

部品一覧が表示されます。以下で項目の説明をします。 

項目名 説             明 

コード ２桁の英数字を指定します。（０～９、A～Z） 

部品名 全角8文字（半角１６文字）まで入力可能です。 

端物/頁物/ﾌｫｰﾑ その部品がどの見積属性に属すかを指定します。１部品に２つ以上チ

ェックすることはできません。 

仕様形態 本文／表紙／見返し／付物を設定することができます。設定内容によ

り見積時の基本仕様画面での部品検索時に影響を与えます。第３章 

基本操作」の基本仕様画面の説明を参照してください。 

部品を追加する場合 

［部品追加］ボタンをクリックすると、最下行に移動し入力行が表示されるので、そこに入力しま

す。最下行で［Enter］キーを押しても次の入力行が表示されます。 
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運送費マスター 

１                      
メニューから［運送費］を選択します 

運送費の計算方法 

所要時間で計算するか走行距離で計算するか手入力するか、計算しないかを選択します。 

運送費の計算方法で をクリックすると選択可能リストを表示します。 

集計画面の運送費の表示方法を設定します。 

１： → 所要時間を選択すると、重量と所要時間で計算します。 

２： → 走行距離を選択すると、重量と走行距離で計算します。 

３： → 単価を手入力を選択すると、その金額を直接入力できます。 

9： → 設定しないを選択すると、集計画面での自動計算はしません。 

印刷物の重量 

見積り計算の結果算出される用紙の重量に対する重量テーブルを登録します。 

所要時間 

該当した範囲重量の基本料金で運送できる所要時間の限度を登録します。 

走行距離 

該当した範囲重量の基本料金で運送できる走行距離の限度を登録します。 
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運賃 

該当した範囲重量の基本料金を登録します。 

手入力する時は金額を「0」にしてください。 

１kg当り運賃 

該当した範囲重量の基本料金の1kg当たりの運賃を登録します。 

時間割増 

所要時間による割増しを指定時に基準料金の限度所要時間を越えた時の割増し時間単位と

金額を登録します。 

距離割増 

走行距離による割増しを指定時に基準料金の限度走行距離を越えた時の割増し距離単位と

金額を登録します。 



品名マスター 

頻繁に利用する品名を登録して、入力の支援をする機能です。 

定期刊行物、定形印刷物を登録すると便利です。 

※プリントサピエンスとしてお使いの場合は、プリントサピエンスの持つ受注商品マスターに登

録してください。このマスターに自動更新されます。 

１                      
メニューから［品名］を選択します 

品名マスターを登録します。新規登録する場合は任意のコードを入力（コードは自動採番しま

せん）し、［Enter］キーを押すと品名等の入力が可能となります。登録済みデータを呼び出す場

合は［検索］ボタンを使用します。以下で項目の説明をします。 

項目名 説             明 

品名CD ８桁までのコードが設定できます。既存のコードを入力して呼び出すこと

ができます。 

品名 全角３５文字以内で登録します。 

得意先 品名検索条件にも使用されますし、見積タイトル画面でまだ得意先が

セットされていない場合はこの得意先情報がセットされます。 

用紙 用紙銘柄が設定されていればこの用紙を最初の部品仕様画面にセット

します。但しここに設定していたとしても、「マスター保守→見積画面設

定のタイトル画面」で設定されていなければ有効になりません。 

品種 タイトル画面にセットされます。 

仕上判型 基本画面の「仕上判型」にセットされます。 

単位 基本画面の数量単位にセットされます。 

品番（注文№） タイトル画面にセットされます。 

 

ボタンの説明 

項目名 説             明 

元に戻す 呼び出したデータを、修正中に呼び出し時の値に戻したい場合に使

用します。何も修正されない内は機能しません。 

削除 呼び出したデータを削除することができます。削除確認メッセージを表

示しますので、すぐに削除されることはありません。 
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コピー 呼び出したデータを元に新しいコードに複製を作ることができます。表

示される画面で、新しい２桁のコードを入力します。 

移動 呼び出したデータを新しいコードに付替えます。表示される画面で、

新しい２桁のコードを入力します。移動されますので、呼び出したコー

ドは無くなります。 

登録 新規、呼び出しデータを登録します。 

終了 この場面を終了します。入力途中であっても強制的に終了します。 

 

 



ＤＴＰポイントテーブル 

デジタル製版を選択されたときに使用するポイントテーブルの項目を保守できます。項目の

「名称」と「ポイント」のそれぞれを登録します。 

DTPポイントテーブルとは 

デジタル製版用のDTP工程に単価項目が用意されており、その中にメイクアップ料が

あります。このメイクアップ料に対して単価ランク区分に「基本加算ランク」を指定する

場合に使用します。メイクアップ作業における付加作業の作業難易度をポイント数で

表し、基本料金＋ポイント数×ポイント単価で計算されます。 

（メイクアップ料項目は初期値の単価ランク区分は「難易度ランク」になっている為、こ

のマスターは必要ではありません。単価ランク区分を「基本加算ランク」に変えた場合

にのみ必要となります。） 

１                      
［マスター］→［ＤＴＰポイントテーブル］を選択します 

ＤＴＰで使用する項目の名称を登録します。 

２                      
名称を変更したい場合は［ＤＴＰポイント項目名称］を選択します 

DTPポイント項目名称を登録します。新規登録する場合は［新規］ボタンを、登録済みデータを

呼び出す場合は［検索］ボタンを使用します。以下で項目の説明をします。 

項目名 説             明 

コード ２桁の数値となります。出荷時にポイント名称が登録されてますので、

［検索］ボタンで呼び出せます。またコードを直接入力し、［Enter］キー

を押しても呼び出すことができます。新しくコードを登録したい場合は

［新規］ボタンをクリックします。コードには「自動採番（新規）」と表示さ

れ、登録時にコードは自動採番されます。 
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項目名 全角２５文字（半角５０文字）まで有効です。 

単位 リストから選択できます。直接入力する場合は全角２文字までで入力し

ます。存在しない単位名の場合、登録時に単位名も登録するか確認

されます。 

 

ボタンの説明 

項目名 説             明 

元に戻す 呼び出したデータを、修正中に呼び出し時の値に戻したい場合に使

用します。何も修正されない内は機能しません。 

削除 呼び出したデータを削除することができます。削除確認メッセージを表

示しますので、すぐに削除されることはありません。 

コピー 呼び出したデータを元に新しいコードに複製を作ることができます。表

示される画面で、新しい２桁のコードを入力します。 

移動 呼び出したデータを新しいコードに付替えます。表示される画面で、

新しい２桁のコードを入力します。移動されますので、呼び出したコー

ドは無くなります。 

登録 新規、呼び出しデータを登録します。 

終了 この場面を終了します。入力途中であっても強制的に終了します。 

３                      
ポイント数を変更する場合は［ＤＴＰポイントテーブル保守］を選択します 

ＤＴＰで使用する項目の名称を登録します。 

４                      
ポイント数を登録します 

DTPポイント項目のポイント数をポイント区分別に登録します。ポイント区分を指定し、ポイントコ

ードを検索して呼び出すか直接コードを入力します。以下で項目の説明をします。 
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項目名 説             明 

ポイント区分 ペラ物、頁物／書籍、頁物／その他の３つの内から登録対象を選択し

ます。 

ポイントコード ポイント名称テーブルで登録されているコードを指定します。［検索］ボ

タンで一覧から選択するか直接入力します。 

ポイント数 ３桁の数値で入力します。ポイント単価はDTP単価マスターで登録さ

れます。 

ボタンの説明 

項目名 説             明 

元に戻す 呼び出したデータを、修正中に呼び出し時の値に戻したい場合に使

用します。何も修正されない内は機能しません。 

登録 新規、呼び出しデータを登録します。 

終了 この場面を終了します。入力途中であっても強制的に終了します。 

 



名称マスター 

みつもさぴえんすで使用している項目ごとの名称を登録、修正できます。但しそのほとんどが

システムの動作に必要不可欠な項目ですので、むやみに追加、削除をすることはしないでくだ

さい。この節の最後にユーザーに開放されている項目一覧を載せています。 

１                      
［マスター］→［名称テーブル］を選択します 

２                      
項目識別ID→名称項目の順で選択します 

編集対象の名称項目識別IDをリストの中から選択すると、登録内容リストが表示されます。変更

する場合は該当項目を、追加する場合もどれか項目をクリックします。名称項目内容が表示さ

れるので、そこで編集作業を行います。 

 

項目名 説             明 

項目キー 項目コードですが、桁数は指定されています。２桁であれば「01」のよう

に頭にゼロを付けて指定します。入力できるのは、[新規]ボタンを使用

した場合です。新規で誤って既存項目コードを指定してしまった場合
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は、そのコードに更新されてしまいますので新規登録時は入力コード

にはご注意ください。 

表示項目名 全角15文字（半角30文字）迄で指定します。 

備考 当項目に対する補足説明等の情報を入力します。全角10文字（半角

20文字）までで指定します。 

（単位） 通常は表示されませんが、「YSHABA：フォーム用紙幅リスト」に関し

て、「インチ、ミリ」の切り替えを指定するため表示されます。この場合、

備考欄は表示されません。 

数値項目 システムでこの値を判断基準にしている項目もあります。データキーま

たは表示名以外の数値で判断する必要のある場合に指定します。 

（FMDOUS：フォーム印刷胴周リスト、FMPSSZ：フォームPS判サイズ、

YSHABA：フォーム用紙幅リストで使用されています。） 

ボタンの説明 

ボタン名 説             明 

新規 表示内容はクリアされ、項目キーが入力できるようになります。 

戻す 変更前の情報に戻します。変更されない間は機能しません。 

記録 新規、呼び出しデータを登録します。 

削除 登録されている名称項目を削除します。 

複写 表示されている名称項目を新しいコード先に作成します。複写先コー

ドの入力を求める画面が表示されます。 

終了 この場面を終了します。入力途中であっても強制的に終了します。 

※ なお、「KOMOK」という識別コードは特殊扱いとなります。識別コードそのものを管理する親

識別コードです。これを含め識別コードそのものを削除することはできません。 

 

 

追加削除および使用目的を変えてはいけない識別コード＆項目キー 

自動面付計算で予約されている内容ですので追加しても機能しませんし、削除すると思わぬエ

ラーの原因となる場合がありますのでご注意ください。 

識別コード 識別名 
ｺｰﾄﾞ

桁数
説           明 

BAKCOL ﾉｰｶｰﾎﾞﾝ紙発色 1 用紙マスターで使用 

CALHOW 用紙単価積算方法 1 用紙マスターで使用 

CALMOD 製版計算式 1 製版明細画面で使用 

CASKUB 段ボール形式 1 ﾌｫｰﾑ見積基本仕様、その他明細で使用 

FMINST ﾌｫｰﾑ印刷機種別 1 ﾌｫｰﾑ見積基本仕様、自動計算で使用 

FMSIAG ﾌｫｰﾑ仕上形式 1 ﾌｫｰﾑ見積基本仕様、自動計算で使用 

INSCAL 印刷計算式 1 印刷明細、自動計算で使用 

INSKSK 印刷形式 1 見積基本仕様、印刷明細、自動計算で使用 
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INSSYU 印刷単価種類 1 印刷明細、自動計算で使用 

KAKCAL 加工計算式 1 加工明細、自動計算で使用 

KAKSIK 加工単価計算ﾓｰﾄﾞ 1 加工単価ﾏｽﾀｰ、自動計算で使用 

KAKSIS 加工計算対象ﾓｰﾄﾞ 1 加工単価ﾏｽﾀｰ、自動計算で使用 

KAKSYU 加工単価種類 1 加工単価ﾏｽﾀｰ、自動計算、加工明細で使用 

KAKTEKI 印刷加工適正分類 1 用紙ﾏｽﾀｰ、印刷、加工、用紙予備割増率設

定で使用 

KEITAI 用紙形態 1 用紙ﾏｽﾀｰ、自動計算で使用 

KJUNME 基準用判 2 自動計算で使用 

NCRKUB 複写紙用途 1 用紙ﾏｽﾀｰ、ﾌｫｰﾑ見積基本仕様で使用 

RANKKB 単価ﾗﾝｸ区分 1 仕様項目ﾏｽﾀｰ、自動計算で使用 

SAPSYU 刷版単価種類 1 刷版明細、自動計算で使用 

SHNHOW 製版形式 1 見積基本仕様、製版明細画面で使用 

YOSKEN 用紙検索条件 1 用紙ﾏｽﾀｰ検索条件 

YOSTAN 用紙単価ﾓｰﾄﾞ 1 用紙ﾏｽﾀｰ、自動計算、用紙明細で使用 

YSIKYU 用紙調達区分 1 用紙ﾏｽﾀｰ、自動計算で使用 

ZOKSEI 単価属性 2 仕様項目の属性、自動計算で使用 

 

項目の追加削除を想定している識別コード＆項目キー 

必要に応じて項目を追加したり不必要な項目を削除することが想定される項目です。 

識別コード 識別名 
ｺｰﾄﾞ

桁数
説           明 

FMJSSZ ﾌｫｰﾑ樹脂版ｻｲｽﾞ 2 フォーム刷版樹脂版単価表の判型に影響 

FMPSSZ ﾌｫｰﾑPS判ｻｲｽﾞ 2 フォーム刷版PS版単価表の判型に影響 

HANMIP 購入判型・平台 2 用紙判型［枚葉紙］で使用 

HANMRT 購入判型・輪転 2 用紙判型［輪転紙］で使用 

HINSHU 品種コード 6 見積タイトル画面で使用 

HIRASYU 断裁判型名・平台 2 用紙判型［枚葉紙］で使用 

RINSYU 断裁判型名・輪転 2 用紙判型［輪転紙］で使用 

NOUTXT 納期情報 2 見積タイトル画面で使用 

TJOKEN 支払条件 2 見積タイトル画面で使用 

TNIMEI 単位名 2 見積入力で使用 

TNONYU 納入場所 2 見積タイトル画面で使用 

YOSBUN 用紙分類 2 用紙検索条件に使用 

YSHABA ﾌｫｰﾑ用紙巾ﾘｽﾄ 2 用紙マスター登録時に使用 

YSMAKE 製紙メーカー 2 用紙検索条件に使用 

 



用紙枚数計算 

ここでは用紙マスター一括更新処理、束厚計算用の紙厚設定、用紙枚数端数処理方法の設

定を行います。 

１                      
 ［マスター］→［用紙枚数計算］を選択します 

２                      
［用紙マスター一括更新］タブを選択します 

用紙マスター情報の中で下記項目に関しては、一括で変更可能です。すべての用紙マスター

データが対象となりますので、使用する場合は充分注意してください。なお項目をチェックしな

い限りその項目は用紙マスターに更新されることはありません。 

その他設定の単価モードに関しては、キロ単価と枚単価のみ変換することができます。その他

の単価モードの用紙は対象となりません。なおキロ単価、枚単価間の変更では用紙基本情報

の単価モード変換と同時に用紙明細情報の単価も変換します。 

３                      
「紙質別の紙厚設定」タブを選択します 
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厚さ分類（頁物の束計算用）の設定（２頁分の厚さ） 

上質系［0.00143］mm／中質・ザラ系［0.00200］mm／ｱｰﾄ･ｺｰﾄ系［0.00103］mm 

頁物の場合、表紙を見積もるとき、本文の頁数により、束の厚みを計算します。ここで設定した

データに従って、束の厚みが自動計算されます。 

概算値ですので、必要に応じて修正してください。 

 計算例 

上質系の場合 【見積り仕様】 本文＝200頁 用紙の連量＝110Kg 

束の厚み＝200頁÷2×0.00143mm×110＝15.73mm 

            ↓    ↓ 

          １㎏の厚み 用紙の連量 

実際の見積りで束が薄く計算される場合は、ここで数値を変更できます。 

４                      
「用紙枚数の端数処理」タブを選択します 

枚葉紙の合計枚数端数処理方法 

用紙マスターの設定で積算枚数の端数処理方法が切り上げ、切り捨ての場合にこの設定が有

効になります。端数次のような場合、切り捨てて計算します。 

 計算例 

用紙積算枚数が1,260の時で用紙マスターが包み数で切り上げ 

  指定した用紙の包み数が 250枚の場合 

   ⇒1260÷250＝5 包み...余り10枚 

  20％未満の場合は切り捨てて計算するよう設定してあると、 

   ⇒10枚分を切り捨てて 1250枚で計算します。 

用紙積算枚数が1400の時 

   ⇒1400÷250＝5 包み...余り150枚 

   ⇒150枚分を切り上げて 1500枚で計算します。 

切り捨て設定の場合も上記同様の方式で、切り捨てであっても切り上げて計算させることができ

ます。このような設定があるのは、僅かな枚数のため、包み数に切り上げられたり、切り捨てられ

たりするのを防ぐためです。 
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これらは枚葉紙の包み数での端数処理方法ですが、巻取り紙の場合は包み数の代りに１連単

位での切上げ、切り捨て処理となります。 

 

用紙マスターの端数処理方法が「端数のまま」の場合、端数枚数をさらに丸め処理を行うことが

できます。 

オフ輪印刷用紙の合計枚数端数処理方法 

巻取り紙の場合、１巻き当りの連数を持っているので、１巻き当りの枚数に対する残り比率の設

定で本まで切り上げることができます。 

メートル基準用紙の合計長端数処理方法 

ビジネスフォーム用紙の場合、メートル単位の積算となるので、その場合の端数処理方法をメ

ートル単位で設定することができます。 

 

 



白紙断裁料 

１                      
［マスター］→［白紙断裁料の設定］を選択します 

２                      
断裁単価について 

断ち方別に、枚葉紙１包み当りのそれぞれ断裁料単価を設定してください。用紙工程に全用紙

の断裁別梱包数×断裁単価で断裁料を積算します。左上の「梱包単位」は初期値では設定で

きません。包み数別に白紙断裁料を計算したい場合は、計算方法タブにて設定してください。 

３                      
計算方法について 

「枚葉紙」断裁料計算の基本計算設定 

１～３のいずれかを選択してください。 

①「１＝断ち方別に計算させる」 

計算式 

断裁料＝用紙合計枚数÷包装単位×１包装単位×紙質割増率 
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紙質割増率＝（１＋該当分類用紙の割増率／100） 

 計算例 

合計枚数が1313枚 包装単位が250枚の場合 

⇒断裁料＝1313÷250＝5.252 ⇒ 小数点以下切り上げ＝6 

     ６×１包装単位  ＊１包装単位は、断裁単価表の断ち方による 

＊断裁料は用紙判型テーブルの用紙比に従って計算されますが、断裁料の設定の用紙比と

一致しない場合（中間値）は、⇒小さい値の用紙比の単価で計算されます。 

②「２＝全ての用紙合計枚数に対して一律」 

計算式 

断裁料＝用紙合計枚数×一律単価×紙質割増率 

紙質割増率＝（１＋該当分類用紙の割増率／100） 

③「３＝断裁料を計算させない」 

この設定をすると、断裁料の計算はされず、見積り仕様の「用紙」作成画面で断裁料の項目が

表示されません。 

オプション設定について 

オプション項目 説             明 

断裁料金に営業％を適用

する 

初期値では用紙工程に営業割増率が設定されていても営業

割増は適用されません。 

梱包別の断裁料金設定を

使用する 

500枚、250枚、200枚、125枚、100枚別に断裁料金を設定する

ことが可能となります。 

 

断裁料金を用紙別に積算

する 

初期値では用紙の区別なしに積算されますが、用紙別に積算

したい場合に設定します。 

 

付け合せの場合は断裁

料を積算しない 

設定すると、付け合せ計算を行う場合その用紙の断裁料金を

積算しません。 

梱包端数は梱包数に繰り

入れ計算しない 

初期値では用紙枚数÷梱包単位で余りが発生する場合は切り

上げますが、設定すると切り捨て計算します。 

特殊用紙分類用断裁料を

設定する 

設定すると用紙分類が一つ設定できるようになります。 

 

断裁料金設定画面に特殊用紙分類用項目が表示されます。 
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４                      
紙質割増について 

用紙の種類によって、断裁料の単価を割り増すことができます。紙質別に断裁料に割増をした

い場合は、それぞれの紙質別に割増率を設定してください。出荷時から設定されてますので、

必要ない場合はゼロにしてください。 
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仕様項目マスター 

仕様項目とは「みつもさぴえんす」で見積もる時に定型的に使用する「作業名」です。 

製版工程の「カラー製版」や印刷工程での「菊全」のような用語です。 

「仕様」を「作業」を置き換えて理解してください。 

１                      
マスター保守メニューから［仕様項目］を選択します 

２                      
仕様項目名を修正したい場合 

修正対象の項目が属する工程の左にある［+］をクリックしてください。登録されている項目リスト

が表示されます。修正対象の項目をクリックすると、その内容が右画面に表示されますので、必

要な項目を修正した後[変更]ボタンで記録します。 
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３                      
仕様項目名を削除したい場合 

削除対象の項目が属する工程の左にある［+］をクリックしてください。登録されている項目リスト

が表示されます。削除対象の項目をクリックすると、その内容が右画面に表示されますので、

[削除]ボタンで削除します。削除前に確認メッセージが表示されます。 

 注意 

削除しようとする項目が単価メニュー（次節で説明します）で既に使用されている場

合は削除できません。 

４                      
仕様項目名を追加したい場合 

追加したい工程の左にある［+］をクリックしてください。登録されている項目リストが表示されます。

例えば「BC11 画像処理(画像主体)」と「BC21 ﾒｲｸｱｯﾌﾟ(画像主体)」の間に「BC12」として項目

を追加する場合、まずどちらかの項目をクリックします。右画面に内容が表示されたら、コードを

「BC12」と変更します。項目リストに存在しないコードなので[追加]ボタンが使用できるようになり

ます。項目名称や他の情報を編集した後追加してください。左の項目リストに追加されます。 
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５                      
プリントサピエンス上でご使用の場合 

みつもさぴえんすでご使用の場合、この節は関係しません。 

プリントサピエンス上でお使いの場合、右画面に選択リスト項目が２つ追加されます。プリントサ

ピエンスの受注入力で、この仕様項目マスターが使用される場合の設定を行います。 

受注使用区分 

この仕様項目を受注入力時の検索画面に使用するかどうかを指定できます。省略時では使用

されます。 

受注管理工程 

見積データを受注に取り込む時、通常は工程単位で取り込まれますが、例えばみつもさぴえん

す上ではDTP工程内にあるが、受注では別の作業工程内に取り込みたいという場合にその取り

込み先工程を指定します。 

◎これらの項目は別画面で一括設定することもできます。ファイルメニューの横にオプションメニ

ューが表示されてますので、「受注用項目表示設定」を選択します。 

工程をリストから選択すると、その工程に登録されている仕様項目一覧を表示します。ここでは、

受注使用区分、受注使用工程の他に、受注での検索画面表示順序の設定、項目名の修正も

行えます。 
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項目の説明 

項目名 説             明 

項目名 仕様項目名をここで変更することも可能です。全角12文字（半角24文

字）までです。 

表示順 受注入力時の項目検索画面での表示順序を指定します。指定がない

場合はコード順になります。 

受注での使用 受注入力時の項目検索画面での表示条件となります。チェックが外れ

ると項目検索画面に表示されなくなります。 

受注での工程 見積データを受注に受け入れる際の受入先受注工程を指定すること

が可能です。指定がない場合は、環境設定の「工程部門割当て」で定

義された工程受入先に従います。 

ボタンの説明 

ボタン名 説             明 

表示順で並び替え

て表示 

３カラム目の「表示順」に入力された順番で並び替えて表示し直しま

す。但し順番付けをしないでこのボタンをクリックした場合、表示は一

定しません。順番付けをした上でご使用ください。 

先頭から表示順付

け直し 

現在表示されている並びで表示順に連番を付けます。 

コード順で表示 １カラム目の「コード」順に並び替えられます。 

更新 この画面上で行われた結果を記録します。 

戻る この画面を終了します。何か変更されている場合でも記録しません。 

６                      
加工工程で折り加工項目を選んだ場合 

加工工程の折り仕様項目の場合は折り情報を指定する必要があります。 

折り仕様として縦または横にどのような折り線が入るのかを指定します。折った場合にずらしを

取る必要がある場合はずらし寸法をミリで指定します。折り線イメージが表示され、その横にビッ
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トマップを設定することもできます。 

折り数の設定は見積時に仕上げサイズから展開サイズを計算する時に使用されま

す。設定が直接見積面付計算に影響しますので、注意してください。 

ビットマップ 

ビットマップを指定すると、見積時の基本仕様画面で加工形式に折りを指定したときに表示され

ます。必要ない場合は黄色い欄の「～折」の文字を削除してください。 

システムでは以下のビットマップファイルを用意しています（\ＰＳＡＰＩ\MASTフォルダ内にありま

す）。自作したビットマップファイルをこのディレクトリに置き、折り項目に設定できます。但しビッ

トマップのサイズには注意が必要です。８０×８０（２５６色）で作成してください。 

折り加工形式情報 

７                      
右画面の入力項目を説明します 

項目名 説             明 

コード 仕様項目コードを指定します。４桁の英数字で構成されます。 

仕様項目コード Ｘ Ｘ ＸＸ

    ① ② ③ 

① 工程を意味します（Ａ：企画 Ｂ：制作 Ｃ：製版 Ｄ：刷版 Ｅ：印刷 

Ｆ：加工 Ｇ：その他） 

② 工程内で作業分類的意味合いで使用します。（０～Ｚ） 

③ 分類内での連続番号で使用します。（０１～９９） 

項目名 全角１２文字まで入力可能です。できるだけ簡素化し短く入力すること

をお勧めします。 

＜制限条件＞  

印刷工程で「セット」という名称が一部分あると、セット料項目と判断さ

れます。 

属性 下記属性表を参照してください。機能が固定されてしまうので、何でも

付けてよいものではありません。 
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単価ランク区分 数量ﾗﾝｸ 単価表の縦列ランクは数量と解釈 

難易度ﾗﾝｸ 単価表の縦列ランクは文字表現の難易度と解釈 

基本加算ﾗﾝｸ 単価表の１行目が基本料、２行目を加算料と解釈 

 （初期値では使用項目はありません。） 

※加工では、F1XX～F9XXの範囲のみ設定可能です。 

単価計算区分 刷版、組付、印刷、加工、その他工程以外で表示されます。設定され

なかった場合は、数量×単価とみなされます。 

受注使用区分 

（PrintSapiens） 

受注入力で使用する、しないの設定を行います。 

受注管理工程 

（PrintSapiens） 

受注受け入れ先工程の指定を行います。通常受け入れ設定と異なる

場合のみ設定します。 

色数／頁数 刷版、組付、印刷、加工、その他工程以外で表示されます。初期値は

色数がセットされています。頁数と表現したい項目は変えることができ

ます。 

横列の使用を定義

する <設定２> 

使用目的は、予備工程に作成した単価仕様項目の横列ランクを省略

時の規格サイズではなく任意のランク表現にすることができます。14ラ

ンクまで作成可能です。 

仕入先 <設定３> 

（PrintSapiens） 

予定発注先を指定することができます。 

属性 

属性 説             明 

端物 端物用加工に使用しますが、特に何も影響を与えません。 

頁物 頁物用加工に使用しますが、特に何も影響を与えません。 

綴じ加工 【固有】中とじ、無線とじ等のとじ加工と認識されます。 

端／頁 端物/頁物共用加工に使用しますが、特に何も影響を与えません。 

DTP/ﾊﾟｰﾂ作成 【固有】DTP工程でパーツ作成項目と認識されます。 

DTP/ﾒｲｸｱｯﾌﾟ 【固有】DTP工程でメイクアップ料項目と認識されます。 

DTP/ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 【固有】DTP工程でメンテナンス料項目と認識されます。 

DTP/面付料 【固有】DTP工程で面付料項目と認識されます。 

DTP/出力料 【固有】DTP工程で出力料（フィルム出力等）項目と認識されます。 

DTP/画像入力 【固有】DTP工程で画像入力料項目と認識されます。 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫｰﾑ 【固有】BF用加工（丁合等加工）項目と認識されます。 

BF（特殊組付） 【固有】BF用特殊組付け項目と認識されます。 

BF（特殊加工） 【固有】BF用特殊加工項目と認識されます。 

C.T.Plate 【固有】C.T.Plate項目と認識されます。 

DTP/色校 【固有】DTP単価としての色校正項目と認識されます。 

DTP/色校増刷 【固有】DTP単価としての色校増刷項目と認識されます。 

DTP/修正基本料 【固有】DTP単価としての修正基本料項目と認識されます。 
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DTP/修正加算料 【固有】DTP単価としての修正加算料項目と認識されます。 

製版/色校正 【固有】製版単価としての色校正項目と認識されます。 

製版/色校増刷 【固有】製版単価としての色校増刷項目と認識されます。 

製版/色分解 【固有】製版色分解項目と認識されます。 

製版/ｶﾗｰ製版 【固有】製版、カラー製版項目と認識されます。 

製版/ﾓﾉｸﾛ網版 【固有】製版、モノクロ網版項目と認識されます。 

製版/ﾓﾉｸﾛ線画版 【固有】製版、モノクロ線画版項目と認識されます。 

製版/ﾓﾉｸﾛﾈｶﾞ版 【固有】製版、モノクロネガ版項目と認識されます。 

印刷/差替え料 【固有】印刷、差替え料項目と認識されます。 

印刷/セット料 【固有】印刷、セット料項目と認識されます。 

単価ランク区分 補足説明 

難易度ランクは主に企画、制作工程の項目に設定されます。この工程で設定がない場合は、

省略時で難易度ランクと解釈されます。 

数量ランクは主に製版～加工工程の項目に設定されています。加工工程のF1XX～F9XXの項

目は単価ランクを設定できますが、設定がない場合は省略時で終了ランクと解釈されます。他

の加工項目は数量ランク項目扱いです。 

ボタンの説明 

ボタン名 説             明 

クリア 表示されている項目内容をクリアします。 

削除 表示された仕様項目データを削除します。メニュー項目マスターで使

用されている場合は削除できません。 

追加 仕様項目データを追加登録します。この時すでに登録されているコー

ドは指定できません。既存コードを存在しない項目コードに変更した

場合は、そのコードに振り替わります。 

変更 表示された仕様項目データを記録します。 

戻す 項目選択後に変更された内容を破棄して選択時の状態に戻します。 

ビットマップ 折り加工に指定する場合に使用します。 

終了 この保守画面を終了します。 

注意事項 

既存の仕様項目名称は変更可能ですが、以下の仕様項目コード群は、「端物画面設定」、「頁

物画面設定」、「製版見積条件」、「見積基本画面」等で設定されている場合がありますので、変

更、削除を行う場合は注意しなければなりません。このような危険を防ぐには、既存コードは削

除するのではなく、名称を変更して使用することをお勧めします。 

但しこの場合でも、単価属性もそれに応じて変更する必要があります。 

工程 項目ｺｰﾄﾞ 仕様項目名称 注意点 

製版 C001 ｶﾗｰ製版 単価属性 

 C002 ﾓﾉｸﾛ網版   〃 
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 C003 ﾓﾉｸﾛ線画版   〃 

 C004 ﾓﾉｸﾛﾈｶﾞ版   〃 

 C005 色校正   〃 

 C006 色校増刷   〃 

 CA01 写真分解   〃 

 CA11 ４色分解（透過）   〃 

 CA21 ４色分解（反射）   〃 

 CA31 ２色分解（透過） 名称のみ変更可 

 CA41 ２色分解（反射） 名称のみ変更可 

 CA51 単色網撮 名称のみ変更可 

刷版 **** ******** C.T.Plate項目の単

価属性 

印刷 **** ******** 印刷機マスターと

連動 

加工 ****（注1） ******** 名称のみ変更可 

 

製版工程の固定項目について 

見積時に指定される製版形式、色数とマスターの「製版見積条件」によりシステムは仕様項目コ

ードを生成します。その生成されるコードは仕様項目マスターの単価属性を検索しますので、

単価属性と仕様項目がマッチしていない場合、見積項目を積算できなくなったり期待する結果

が得られなくなります。 

刷版工程の固定項目について 

見積時に指定される印刷形式とマスターの「製版見積条件」によりシステムは仕様項目コードを

生成します。その生成されるコードが仕様項目マスターに存在しない、または意味合いが変更

されている（例えばカラー製版がモノクロ製版に名称変更された等）場合、見積項目を積算でき

なくなったり期待する結果が得られなくなります。 

※C.T.Plate項目のみ単価属性を持ちますので、項目追加が許可されます。 

印刷工程の固定項目について 

印刷の場合、印刷機マスター、用紙判型マスターと連動しています。 

加工工程の固定項目について（注１） 

加工工程内でも自由に編集が行えるものとそうでないものとがあります。この次のメニュー項目

マスター保守で説明します。 

 



単価メニュー項目 

単価メニュー項目とは、単価マスターの保守画面をデザインするマスターです。 

表示する種類（単価の種類）や、順番を登録します。 

１                      
メニュー項目マスターの構成をご理解ください 

メニュー項目マスターは仕様項目マスターで作成した項目をグループ化しています。工程の下

には「種類」が表示されます。この種類は名称テーブルに設定されています。名称は変更でき

ますが、追加/削除はなるべく行わないでください。 

メニュー項目マスターの構成要素 

項目要素 説             明 

工程 見積画面設定の工程情報に基づきます。 

種類 コードは１桁の数字で管理されます。 

名称テーブルに以下の識別ＩＤで定義されています。 

企画 KIKSYU 

制作 SSKSYU 

製版 SEISYU 

ＤＴＰ DTPSYU 

刷版 SAPSYU 

組付 KUMSYU 

印刷 INSSYU 

加工 KAKSYU 

その他 ETCSYU 

予備1～8 YOBSYU、YB2SYU、YB3SYU、YB4SYU、YB5SYU、 
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        YB6SYU YB7SYU YB8SYU 

メニュー番号 ２桁の数字で管理されます。 

サブ番号 ２桁の数字で管理されます。 

フォーム印刷、加工工程にのみ使用されます。その他は「00」と表示さ

れます。 

項目コード 仕様項目マスターで作成されたコードを設定します。 

 

前節で加工工程の仕様項目に編集可能なものがあると説明しましたが、メニュー番号単位で決

められています。下記に編集可能な加工メニュー番号を記述します。但しメニュー内には少なく

とも１つは存在している必要があります。 

編集許可される加工項目が属するメニュー 

種類 メニュー 

0 一般製本加工 01 断ち加工 

 02 折り加工 

1 輪転製本加工 01 折り出し 

 02 シート出し 

2 簡易製本加工 01 断ち加工 

 02 折り加工 

3 付加加工 01 端物付加加工 

 02 頁物付加加工 

 03 表面加工 

 04 穴あけ 

 05 トムソン抜き 

 06 抜き型 

 07 単票加工 

4 その他加工 01 梱包料 

 02 その他加工 

 

※種類内のメニュー自体を削除してはいけませんが、追加することは問題ありません。（自動計

算対象外となりますが、工程明細内での検索使用は可能です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 



２                      
操作方法を説明します 

  

この画面は起動直後の状態です。この画面を終了する場合は、終了ボタンを押すか、ファイル

メニューの終了を選択してください。 

工程の左の［＋］をクリックすると単価項目種類を表示します。さらに種類の［＋］をクリックすると

メニュー項目を表示します。フォーム印刷、加工工程に関してはさらにもう一つ下のレベルにメ

ニュー項目を表示します。 

メニュー項目をクリックすると右画面に編集用として表示されます。編集機能は、仕様項目マス

ター保守と同様です。 

右画面の入力項目の説明 

項目名 説             明 

メニュー№ 工程－種類の下に付けられている番号です。通常２桁の数字で作成

します。 

サブ№ 通常は00固定ですが、フォーム印刷、加工工程は２桁の数字で作成

します。 

項目ＣＤ ボタンをクリックし、仕様項目マスターより設定します。 

項目名 項目の場合、項目ＣＤを一覧から選択すると自動的に表示されます。 
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種類の下にメニューグループを持っている場合、その名称を変更した

り追加することができます。メニューグループには項目ＣＤはありませ

ん。メニュー№とサブ№（00固定）、項目名を指定します。 

ボタンの説明 

ボタン名 説             明 

クリア 表示されている項目内容をクリアします。 

削除 表示されたメニュー項目データを削除します。対象のメニュー項目で

単価表が設定されている場合、単価表も削除されます。 

追加 メニュー項目データを追加登録します。この時すでに登録されている

コードは指定できません。既存コードを存在しないメニュー項目コード

に変更した場合は、そのコードに振り替わります。 

変更 表示されたメニュー項目データを記録します。 

終了 この保守画面を終了します。 

３                      
オプションメニューを説明します 

オプションメニューの中に、メニュー項目の表示順序を簡単に変更できる機能を用意していま

す。ここではその画面の操作方法を説明します。 

画面例では加工工程を指定していますので、横列に３つメニュー項目を指定しています。制作

とかの工程では「工程」、「種類」の２つのみ指定します。画面例ではメニュー項目に「折り項目」

を指定しているので、画面は次のように変化します。 
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左側のリスト内に指定されたメニューグループ内で登録されているメニュー項目が表示されます。 

最初の２桁の数字は、メニュー項目マスター保守画面でメニュー№（加工ではサブ№）が表示さ

れています。続いて仕様項目コード、項目名と表示されます。 

例えば、２０番目の「FB20 外々５ツ折」項目を２番目の後に移動したいとします。このような場合、

メニュー項目マスター保守の画面で行おうとすると、３番目からこのメニューグループの最後に

登録されている項目までのメニュー№（加工はサブ№）を＋１ずらして（最後の項目から）更新し

ていく必要があります。この画面では、このような場合のために用意されています。 
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ステップ１ 

０１と０２の項目を選択状態にして［追加］ボタンをクリックするか、０１、０２の項目をそれぞれダブ

ルクリックします。画面右に移動するはずです。 

ステップ２ 

２０の項目を同様の手順で右に移動させます。右画面にはこの時点で３項目表示されます。 

ここに挿入する 

ステップ３ 

［すべて追加］ボタンをクリックします。左画面に残っていた項目がすべて右画面に追加されま

す。やり直す場合は、［すべて解除］ボタンをクリックします。 

ステップ４ 

画面右下の［記録］ボタンで、右画面に表示された順序でメニュー№（加工はサブ№）が振り直

されます。 

ステップ５ 

［記録］ボタンで記録します。［終了］ボタンで呼出し元画面に戻ります。 

呼び出し元画面は再度表示し直されます。 



加工折り形式 

とじ加工で使用される折り形式が登録されています。とじ料を設定するための基礎データとな

りますし、頁物見積時にはとじ形式別の折り形式として検索されます。 

基本的にはこのマスターは変更しないでください。 

１                      
メニューから［加工折り形式］を選択します 

項目の説明 

項目名 説             明 

仕様項目 とじ加工項目として作成されている仕様項目がリストされます。 

折り項目 仕様項目リストで選択された項目ですでに登録されている折り項目が

リストされます。呼び出したい折り項目を選択します。もし折り項目リスト

にない折り項目を追加登録したい場合は、右横にある［折り項目追

加］ボタンを使用します。 

折り項目追加ボタ

ン 

折り項目リストに登録されていない折り項目を追加したい場合に使用

します。 

検索ボタン 加工折り形式をすべて検索表示します。 

折り項目名 基本料、本文、表紙を入力します。 

裏表頁数 折った場合の頁数を入力します。 

折り加工形式情報 折り目本数を入力します。 

※現バージョンでは見積計算では使用されていません。 

 

仕様項目、折り項目をリスト選択した場合は、既存のデータが呼び出され、更新モードになりま

す。［検索］ボタンで呼び出された場合も更新モードになります。 

［折り項目追加］ボタンを使用した場合のみ追加モードとなります。 
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２                      
既存の折り形式項目を呼び出した場合 

項目の説明をします 

項目名 説             明 

折り項目名 基本料、本文、表紙を入力します。 

折り形式名 本文なら、クロス折り、巻き折り。表紙なら片袖折り、両袖折り等が表示

されます。名称を訂正することが可能です。空白は認められません。 

裏表頁数 表示のみです。 

折目本数 折りイメージを指定しておきます。現バージョンでは特に計算上使用さ

れていません。 

ズラシ寸法 未使用 

 

３                      
［折り項目追加］ボタンを使用した場合 

追加可能な折り項目が自動的にリストされます。選択し［記録］してください。 
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編集ボタンの説明 

ボタン名 説             明 

元に戻す 呼び出した以降行った変更を無効にし、呼び出した状態に戻します。

追加モードなら追加ボタンを押す前の状態に戻ります。 

削除 呼出された加工折り形式を削除しますが、この折り形式で既にとじ単

価が設定されていた場合は削除できません。一度単価表が作成され

た項目も削除できません。 

折り項目追加 仕様項目別折り項目リストにない折り項目を追加する場合に使用しま

す。使用すると追加可能な折形式項目リストが表示されます。 

変更 編集された折り形式データを登録します。 

終了 この保守画面を終了します。 

４                      
既存データは［検索］ボタンで呼出します 

 

 [注意] 

加工折り形式データは、とじ加工単価マスターと連動しています。すべて予約された

コードですので、折り形式コードを自由に作成するようなことが許可されません。用

意された項目から選択することしかできません。また、本来の使用目的を変えては

いけません。 
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          第５章 

こうしたい時どうするの？ 

  

            ？？  



5-2 こうしたい時どうするの？ 

問い合わせたい時 

不具合や解決できない疑問が発生したら，お知らせください。 

誠意を持ってお答えします。 

１                      
http://www.jspirits.co.jp にアクセスする 

お問い合わせページよりお送りいただけます。 

２                      
株式会社JSPIRITSへ行く 

東京都千代田区神田錦町3-14-12 ミハマビル４Ｆ 

都営三田線神保町駅A9出口を左に直進300ｍ程で右手にございます。 

 

A9 



マスターを印刷したい 

各種マスターを一括で印刷します。単価と用紙マスターは個別のマスター画面からも印刷可能

です。 

１                      
［スタート］→［プログラム］→［ﾐﾂﾓｻﾋﾟｴﾝｽ］から［マスター印刷］を選択します 

２                      
単価マスターを印刷する場合［単価］を選択します 

出力範囲の指定 

選択項目 説             明 

単価種別 単価種別が複数ある場合は印刷対象の単価種別を指定しま

す。 

工程選択 工程リストには選択可能な工程（用紙以外）がありますので、必

ずどれか一つ印刷対象工程を指定します。 

種類 工程内のすべての単価表を印刷する場合は（すべて）のままで

結構ですが、範囲を限定したい場合は選択リストから選びます。 

形式 メニュー項目マスターで、種類の下のレベルに形式を持ってい

る場合（加工工程とフォーム印刷）に限り表示されます。ここでも

種類同様、範囲指定が可能です。 

項目 種類範囲が指定された場合のみ表示されます。省略時で選択さ

れた種類すべての項目が対象になりますが、ここでも種類同様、

範囲指定が可能です。 
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３                      
出力範囲設定後、［印刷］をクリックします 

印刷設定 

選択項目 説             明 

オプション設定 項目タイトルの網掛設定、明細行の網掛設定を指定します。 

用紙設定 用紙サイズ、用紙方向、印字面余白を指定します。 

フォント 帳票タイトル、項目見出し、合計、その他別にフォント指定とサイ

ズ指定をします。省力時の値がセットされています。 

ボタンの説明 

ボタン名 説             明 

設定保存 単価マスター一覧表として設定保存されます。すべての工程単

価マスター（用紙以外）に適用されます。 

通常使うプリンタに出力 省略時のプリンタに出力開始します。 

装置を選択して出力 プリンタ選択、画面、通常使うプリンタから選択出力できます。 

閉じる セル単位で、現在フォーカスのある上の値を現在のセルに複写

します。 
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４                      
用紙マスターを印刷する場合［用紙］を選択します 

出力範囲の指定 

選択項目 説             明 

検索区分 プリントサピエンスユーザーの場合に有効です。見積専用、受注

専用別を条件に組み込みます。 

こうしたい時どうするの？ 5-5 

製紙メーカー 製紙メーカーを条件に組み込みます。 

用紙形態 枚葉、巻取、封筒別を条件に組み込みます。 

用紙分類 用紙分類を条件に組み込みます。 

用紙コード 対象用紙を条件に組み込みます 

並び順の指定 

「用紙形態、用紙分類、用紙コード、用紙名、用紙カナ、製紙メーカー、検索区分」の中から３段

階まで並び順を指定可能です。 

印刷内容 

用紙マスターの印刷には、基本情報の印刷と、用紙単価明細情報の印刷を同時に行うことがで

きません。どちらか一方を指定する必要があります。 

５                      
出力範囲設定後、［印刷］をクリックします 

以降は単価マスター印刷時と同様です。そちらをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 



６                      
仕様項目マスターを印刷する場合、［仕様項目］を選択します 

出力範囲の指定 

選択項目 説             明 

工程選択 工程リストには選択可能な工程（用紙以外）があります。 

項目 工程が指定された場合に限り項目範囲指定が可能になります。 

出力オプション 

工程が限定されない場合、工程単位で改ページ印字を行うかどうかを指定します。 

７                      
メニュー項目マスターを印刷する場合、［メニュー項目］を選択します 

出力範囲の指定 

選択項目 説             明 

工程選択 工程リストには選択可能な工程（用紙以外）があります。 

種類 工程が指定された場合に限り項目範囲指定が可能になります。 

形式 メニュー項目マスターで、種類の下のレベルに形式を持ってい

る場合（加工工程とフォーム印刷）に限り表示されます。ここでも

種類同様、範囲指定が可能です。 

項目 種類範囲が指定された場合のみ表示されます。省略時で選択さ

れた種類すべての項目が対象になりますが、ここでも種類同様、

範囲指定が可能です。 

出力オプション 

改ページ項目 説             明 

工程で改ページ 工程がすべて対象の場合か範囲指定された場合に指定可能と
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なります。 

種類で改ページ 種類が限定されない場合か範囲指定された場合に指定可能と

なります。 

形式で改ページ 加工工程に限り機能します。形式が限定されない場合か範囲指

定された場合に指定可能となります。 

８                      
加工折り形式マスターを印刷する場合、［加工折り形式］を選択します 

出力範囲の指定 

選択項目 説             明 

項目選択 項目リストには選択可能な折り加工項目がありますので、印刷対

象の折り加工項目を指定します。 

出力オプション 

改ページ項目 説             明 

項目で改ページ 折り加工項目が「すべて」または範囲で指定された場合、項目毎

に改ページするかどうかが指定可能となります。 

９                      
他の印刷処理はすべて前記手順「３」の画面が表示されます 
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データベースを最適化したい 

データベースの不必要になったアキ領域を解放したり断片化されたデータを整理すると、ディス

ク領域の節約につながりパフォーマンスも改善されます。 

プリントサピエンス上でサーバー接続としてお使いの場合、この処理は必要ありません。 

この最適化処理は現バージョンでは自動処理として組み込まれています。第２章-３

項（2-7）、「見積画面設定/2」システムタブの設定を参照ください。 

１                      
［スタート］→［プログラム］→［ﾐﾂﾓｻﾋﾟｴﾝｽ］から［ＤＢ最適化］を選択します 

２                      
最適化を開始します 

マスターデータベースと見積ファイルデータベースに対して最適化処理を行います。チェックを

外すと対象から外されます。［最適化］ボタンを押すと次のメッセージが表示されます。 

メッセージにも表示されているように、最適化を行うと、データベースの不必要になった空き領域

を解放したり、断片化されたデータを整理しますので、ディスク領域の節約につながりパフォー

マンスも改善されることもあります。 

［OK］ボタンで処理を開始します。なおこのとき別画面でさぴえんすグループの他のプログラム

を起動しているとエラーとなりますので注意してください。この処理を行う場合は、必ず他の見積

り関連の作業を終了しておいてください。 

３                      
最適化の処理が終了します 
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データベースを修復したい 

もしお使いのコンピュータで、さぴえんすグループのどのプログラムも起動しなくなったり、マイ

クロソフトのＡＣＣＥＳＳでもデータベースがみられなくなったりした場合、データベースが壊れて

いる可能性があります。その場合はデータベースの修復を行ってみてください。 

※プリントサピエンス上でサーバー接続でお使いの場合は必要ありません。 

１                      
［スタート］→［プログラム］→［ﾐﾂﾓｻﾋﾟｴﾝｽ］から［ＤＢ最適化］を選択します 

２                      
［修復処理開始］ボタンをクリックします 

３                      
メッセージに応答します 

４                      
修復された場合はメッセージが出ます 

もしデータベースに何も損傷がなければ、「修復する必要はありませんでした｡」というメッセージ

が表示されます。 

 

データ書き込み中に電源切断等のトラブルが発生した場合などに、データベースに損

傷が発生する可能性が考えられます。また、通常そのようなことは発生しませんが、こ

の処理でも回復不能な損傷が発生しないとも限りません。念のため、適時バックアッ

プされることをお勧め致します。（みつもさぴえんす自体でバックアップ機能は持ってい

ません。Windowsのバックアップ機能やＭＯ等への任意コピー処理等でお願いしま

す。） 
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単価種別をコピーしたい 

みつもさぴえんすはＡからＺまで26種類の単価マスターを登録できます。営業割増率の設定、

原単価についての説明を一読いただき、この単価コピーをご活用ください。 

１                      
［スタート］→［プログラム］→［ﾐﾂﾓｻﾋﾟｴﾝｽ］から［単価コピー］を選択します 

２                      
ＡをＢにコピーする場合 

現在データベース上に存在する単価種別は水色で表示されます。 

必要のない単価種別の単価表を削除する場合、削除対象の単価種別を左側に設定し、右側は

何も設定しません。 

同一単価種別の単価表で一律で単価を割増、割引したい場合、左側と右側に同じ単価種別を

設定します。 

確認後、［次へ］をクリックします。 

３                      
複写対象、率指定を行い、[開始]をクリックします 

① 
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処理対象単価表の指定 

省略時ですべてチェックされていますが、コピー処理で作成しない工程単価表はチェックを外し

てください。新しい単価種別を作成する場合は、営業管理費テーブルと用紙予備情報を常に作

成するようにしてください。 

割増率 

コピー元の単価種別表を元にし、割増率（割引率の場合はマイナス値）を入力します。すべて同

じ率を設定したい場合は、企画単価マスターに率設定をした後、画面左上の「企画単価の割増

率を全工程に反映」をチェックします。なお「-100」と入力すると単価がゼロになります。 

単価種別一覧① 

水色……既に作成済みの単価種別を表します。 

灰色……未作成の単価種別を表します。 

４                      
［開始］でコピー処理を開始します 

途中で中止しても、それまでの修理は取り消せませんので、ご注意ください。 

［表示切換え］ボタンで現在の処理状況を表示します。 

 

 

 



単価マスターを追加したい 

単価マスターに追加する手順を説明します。 

１．［仕様項目］を登録 

２．［単価メニュー項目］を登録 

３．［単価マスター］を登録 

１                      
［プログラム］→［ﾐﾂﾓｻﾋﾟｴﾝｽ］から［マスター保守］を選択します 

２                      
［仕様項目］を追加します 

作業項目コード、作業項目名を登録します（操作方法については、「第４章 マスター保守→ 

仕様項目マスター」の項をご参照ください）。 

 

仕様項目コードの割り当ては次のようになっています。 

仕様項目コード 説             明 

A001～ 企画作業項目 

B001～BB99 制作作業項目 

C001～C999 

CA01～CA99 

CB01～CB99 

製版作業項目 

製版分解料項目 

その他製版料項目 

BC01～BC99 ＤＴＰ作業項目 

D101～ 

D201～ 

D301～ 

平台刷版種類 

輪転刷版種類 

ダイレクト刷版種類 
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D501～ フォーム印刷刷版種類 

E320～E399 特殊組付作業項目 

E101～E199 

E201～E299 

E301～E399 

平台印刷機種別 

輪転印刷機種別 

フォーム印刷方式 

F101～F999 

FA01～FA99 

FB01～FB99 

FC01～FC99 

FD01～FD99 

FE01～FE99 

FF01～FF99 

FG01～FG99 

FH01～FH99 

FI01～FI99 

FJ01～FJ99 

FK01～FK99 

FL01～FL99 

FM01～FM99 

FN01～FN99 

FO01～FO99 

FP01～FP99 

FQ01～FQ99 

FR01～FR99 

FS01～FS99 

FT01～FT99 

FU01～FX99 

FZ01～FZ99 

付加加工、フォーム加工項目 

断裁加工項目 

折り加工項目 

とじ加工項目 

上製本とじ加工項目 

特殊製本加工項目 

中とじ用付物項目 

無線とじ用付物項目 

あじろとじ用付物項目 

平とじ用付物項目 

糸かがり用付物項目 

上製本用付物項目 

特殊製本用付物項目 

その他の付物 

輪転製本加工、折り出し項目 

輪転製本加工、シート出し項目 

輪転製本加工、とじ加工項目 

輪転製本加工、上製とじ加工項目 

輪転製本加工、特殊製本項目 

輪転製本加工、並製付物 

輪転製本加工、上製付物 

簡易製本加工関連 

加工なし項目 

G001～G999 その他工程作業項目 

 上記を見ておわかりの通り、加工項目に関しては、単価メニューグループ別にコードを分

けています。削除が許可されていない項目等の説明は操作方法のページに説明してあり

ますのでご参照ください。 

 

 

 

 

 

 



３                      
単価メニュー項目に、作成した仕様項目を登録します 

登録する仕様項目の単価メニューでの表示位置を登録します（操作方法については、「第４章 

マスター保守→単価メニュー項目」の項をご参照ください）。 

工程コード、種類コード、メニュー番号、サブ番号、作業項目コード、作業項目名を入力します。 

［ご注意］  

メニュー番号とサブ番号は表示の順番を表します。設定時は番号を空けないようにして

ください。 

メニュー項目の間に挿入したい場合には、オプションメニューの「メニュー項目表示順設定」を使

用します。詳しくは、「第４章 マスター保守→単価メニュー項目」の項をご参照ください。 

４                      
［単価設定］から作成した作業項目名を選択します 

仕様項目、メニュー項目に追加されると、マスター保守、単価設定で単価表入力ができるように

なります。 

５                      
白紙の単価表が表示されたら、必要な項目を入力します 

単価マスターの操作方法については、「第４章 マスター保守→単価設定」の項をご参照くださ

い。 

ヒント 

他の項目の単価表をクリップボードを利用してコピー（Ctrl+C、Ctrl+V）すると簡単に

単価表入力の手間が軽減されます。 
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見積書をプレビューしたい 

プレビュー画面を使うと、見積書がどのように印刷されるか事前に確認することができます。プ

レビュー画面を表示する場合は、次のように操作します。 

１                      
ツールバーの［ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ］か、メニューバーの［ﾌｧｲﾙ］-［ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ］を選択します 

２                      
確認画面の［ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ］ボタンをクリックします 

３                      
共通プレビュー画面を表示します 

操作方法については、「第３章 基本操作→見積書を画面で確認する」の項でも説明しておりま

すので、そちらも合わせてご参照ください。 

機能ボタンの説明 

選択項目 説             明 

PDF保存 工程リストには選択可能な工程（用紙以外）があります。 

メール配信 見積書をPDF文書としてメールに添付して配信します。 

拡大鏡アイコン 表示倍率や表示形態を変えます。 

印刷装置アイコン プリンタ出力を指定します。 
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見積書をメール送信したい 

プレビュー画面から見積書をPDF添付メールとして配信することができます。 

１                      
ツールバーの［ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ］か、メニューバーの［ﾌｧｲﾙ］-［ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ］を選択します 

２                      
共通プレビュー画面の表示します 

ここから開始しますが、メール送信機能を使用するためには、マスター保守の見積書設定/２画

面にて使用環境の設定を行っておく必要があります。 

見積書のメール送信機能を使用するをチェックします。（第２章の「見積もる画面を設定する」を

参照してください。） 

必要な情報を設定し[送信実行]でメールが送信されます。（第３章の「見積書を画面で確認す

る」を参照してください。） 
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行を編集したい 

見積基本仕様や各工程明細の行編集の方法を説明します。 

１                      
入力行を表示します 

仕様画面は表示されている行以上の入力ができます。隠れている行を表示するには画面の右

にあるスクロールバーを使います。 

２                      
編集したい行の行番号をクリックして選択状態にします 

３                      
マウスの右ボタンをクリックするか、行編集メニューをクリックします 

４                      
メニューから編集内容を選択します 

詳しい操作方法については、「第３章 基本操作→工程明細タブについて」の項で説明しており

ますので、そちらを参照してください。 

注意 

１．基本仕様画面でのコピー、貼付けはできません。部品の挿入をした時は、自動計

算を実行して各工程内の作業明細行も連携させてください。見積基本仕様行を挿

入しても、各工程明細の該当する部品明細は自動挿入されません。 

２．一度削除、挿入、貼付けられた行は元へ戻せません。 

３．再度自動計算を行うと、削除された自動計算行は再作成されます。自動計算行の

上に貼り付けられた行は手動入力行となり、貼り付けられた行は再作成されます。

行編集を行った場合の再計算には注意が必要です。 

５                      
入力行の最大行について 

各工程タブでは行数に制限があります。 

各工程タブ名 制限行数 

基本仕様タブ 30 

基本仕様以外の工程タブ 40 

代替明細画面 99 
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クワエの自動計算を調整したい 

印刷機の設定画面でクワエ等を設定してありますが、クワエ等をわずか１、２ミリ削れば面取り

がよくなることがあります。このような場合、有効幅を設定しておくと、その範囲内で面付けをシ

ミュレーションします。 

１                      
マスター保守メニューから［自動計算条件］を選択します 

２                      
左上のクワエ調整を設定します 

機械の性能や印刷技術の違いによって設定が違う場合がありますが、設定は一つです。 

計算例 

印刷機設定でクワエを 10㎜で設定してあった場合 

印刷機設定で紙尻 を 5㎜で設定してあった場合 

 

１．クワエの 20％以内を有効面付け範囲とする 

......... 20％設定では、8㎜まで有効として面取り計算を実行します。 

 

２．紙尻の 50％以内を有効面付け範囲とする 

......... 50％設定では、2㎜まで有効として面取り計算を実行します。 

......... （5㎜の 50％は 2.5㎜であるが端数を切り捨てて計算します） 

★上記の計算は、印刷機設定の数値で計算すると、著しく面取りが悪くなる場合に有効範囲内

で計算します（著しく面取りが悪いとは有効率が50％以下を示します)。 

★上記の計算を実行した場合は、見積り時点で『クワエ等を変更しました』と、メッセージがでま

す（クワエを元に戻す場合は、面付け確認画面等で変更できます)。 
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製版の面付け数を初期設定したい 

仕上判型の設定画面に登録してある判型に従って、見積画面の仕上判型名と寸法が表示され

ます。新たに固有の仕上判型を登録する場合に設定してください。 

１                      
［マスター保守］→［仕上判型］を選択します 

 

項目名 説             明 

コード ３桁の数値で設定します。90なら090となります。 

コードを直接入力しても呼出すことはできません。既存の仕上判型を

呼出す場合は、［検索］ボタンをクリックし、検索画面から選択します。 

1.既存の判型でＡ列、Ｂ列の規格判型は変更、削除はしな

いでください。自動計算で予約されています。 

2.コード「000」は規格外（変形）に割当てられています。寸

法等は設定しないでください。 

判型名 名称は全角４文字、半角８文字までになります。 

ザイズ（縦、横） 縦、横の寸法をミリで設定します。整数値のみです。 

製版作業形態 

（端物、頁物） 

製版判型ですが、目安としての判型です。自動計算と連動しません。 

変形の時の製版サイズ指定はマスター保守の単価初期設

定で設定できます。 

製版サイズ（端物） 仕上判型と同じものをセットします。 

製版サイズ（頁物） 頁物、本文の製版サイズをセットします。 

製版頁付数 仕上判型を何頁付けで製版するかを設定します。見積基本画面で 

（端物） 製版形式の頁付数は変更できます。 

頁付数の設定例 仕上判型が「Ａ４」 

頁付数４と設定 ⇒ Ａ４版を４頁付製版し、Ａ２で計算 

頁付数２と設定 ⇒ Ａ４版を２頁付製版し、Ａ３で計算。 

加工条件 仕上判型に対して加工時は何の判型で計算するかを設定します。 
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変形サイズを見積もりたい 

１                      
見積基本画面の仕上判型検索を開きます 

部品毎にサイズが異なるときは見積基本仕様で指定します。 

２                      
［規格外］を選択し、画面右下の縦寸法、横寸法を入力します 

仕上った時に、紙の目が流れている方向を縦として入力してください 

 

規格サイズと若干異なるが、判型は規格名を使用したい場合 

例えばA４変形の場合は、A4を選択した後右下のサイズ入力欄で直接変更します。そのままOK

で戻れば、判型表示はA４のままでサイズが指定されたものになります。 
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３                      
見積基本仕様画面で製版サイズを設定します 

加工形式に折り加工を指定した場合は、入力された仕上サイズを元に展開され製版サイズとし

て表示されます。 

折り加工による展開方法に際しては、仕様項目マスター情報として登録されている「折り加工/

付物情報」を元に計算されます。 

 ４                      
製版サイズが規格外の場合の単価取得方法について 

単価表の横列はＡ列、Ｂ列の規格判型で固定されています。仕上または製版サイズが規格外の

場合は単価初期設定で定義されている方法により、単価表を検索します。 

例えば製版の場合 

他工程のサイズに対する設定は、「第２章 見積る環境を設定する→工程別初期設定」の項で

説明しておりますので、そちらを参照してください。 
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ＰＰ加工を見積りたい 

１                      
部品の見積計算終了後、［付加加工］ボタンをクリックします 

２                      
付加加工の仕様画面で加工内容を指定 

 

詳しい設定方法は、「第３章 基本操作→付加加工画面について」の項で説明しておりますので、

そちらをご参照ください。 

 

5-22 こうしたい時どうするの？ 



手動で計算したい 

すべてを手動で入力して見積書を作成できます。 

１                      
「みつもさぴえんす」基本画面右上のモードを手動に変更します 

２                      
基本仕様に品名、部数、仕上判型を指定します 

３                      
基本仕様を入力します 

この時は［自動計算］ボタンは使用できません。そのまま［OK］で画面を閉じます。 

注意 

手動計算であっても基本仕様は可能な限り入力してください。見積書にも出力されます。ま

たプリントサピエンス上でご利用の場合は特に入力してください。受注に取り込んだ時に部

品別に分類されます。入力しないと、「その他部品」にまとめられてしまいます。 

４                      
各工程の内容を工程タブ内の詳細画面または見積明細一覧画面で、手動追

加入力します 

各工程の詳細画面を開けて入力すると、単価マスターから単価取得しますし、見積原価、見積

額も計算でき、見積計算書も有効になりますので、可能な限り各工程の詳細画面からの入力を

お勧めします。 

各工程詳細の入力方法は、「第３章 基本操作→見積明細一覧画面について」及び「見積明細

一覧画面について」の項で説明しておりますので、そちらをご参照ください。 
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ダイレクト製版で印刷したい 

１                      
見積基本仕様画面の印刷形式のボタンをクリックします 

２                      
［印刷形式］ボタンからダイレクトを選択し、版種類も指定します 

初期値は、マスター保守の端物、頁物、フォーム物仕様画面内で定義されています。 

 

ダイレクト版とは 

版下から直接刷版を作る方式です。版材は主に紙ないし合成樹脂が中心となります。

ＰＳ版に比較して耐刷力が劣るため、少ロットの「軽印刷」と呼ばれるジャンルで多く使

用されます。 

 

 

5-24 こうしたい時どうするの？ 



チラシを輪転で印刷したい 

１                      
見積基本仕様画面で［印刷形式］ボタンをクリックします 

２                      
［印刷形式］ボタンから輪転を選択し、［シート出し］、［折り出し］を指定します 

初期値は、マスター保守の端物、頁物、フォーム物仕様画面内で定義されています。 

シート出し、折り出しの設定は、名称テーブルにて設定されています。他の形式を設定する場合

は、第３章の｢頁物の見積書を作成する｣の｢６．４ 印刷形式｣を参照してください。 

 

 

こうしたい時どうするの？ 5-25 



ＤＴＰで見積もりたい 

１                      
マスター保守の見積画面設定でＤＴＰ単価を使用する設定が必要です 

２                      
見積基本仕様画面で製版形式に［デジタル製版］を選択します 

［ＤＴＰ項目］ボタンが表示されるので、表示される画面で各項目設定を行います。 

ここでは具体的な入力方法の説明は省略します。詳しくは、第３章｢端物の見積書を作成する｣

の「６．１０ デジタル製版を選択した場合（ＤＴＰ単価を使用する設定のみ）」（3-29）以降を参照

してください。 

 

 

 

5-26 こうしたい時どうするの？ 



ベタ刷り印刷をしたい 

１                      
見積基本仕様画面の［色数内訳］ボタンを選択します 

２                      
表または裏に指定したいベタを設定します 

刷面割増の枠の中からベタ・半ベタを選択します。単価初期設定の印刷で登録されたベタ･半

ベタの割増率が表示されますが、任意の割増率に変更できます。 

 

こうしたい時どうするの？ 5-27 



校正刷りを増やしたい 

１                      
見積基本仕様画面の［色数内訳］ボタンをクリックします 

２                      
校正枚数を入力します 

単価初期設定の製版で登録された色校正枚数設定で登録された枚数を表示しています。入力

された数量が初期設定数（マスター保守の製版単価初期設定内で定義）を越えると、越えた枚

数分は「増刷校正刷料」で積算されます。 

３                      
［ＯＫ］で戻ります 

自動計算を実行すると、この枚数で計算します。 

 

5-28 こうしたい時どうするの？ 



特色で印刷したい 

１                      
見積基本仕様画面の［色数内訳］ボタンをクリックします 

２                      
特色情報を最大８種類まで設定が可能です 

表裏どちらの面に特色をのせるかを指定します。 

次にランク別刷色を指定します。 

選択された特色割増し率が表示されます。 

表、裏の合計数を確認します。 

３                      
［ＯＫ］で戻ります 

自動計算を実行すると、特色刷りの明細を見積ります。 

こうしたい時どうするの？ 5-29 



営業管理費を変更したい 

１                      
ツールバーの［％］ボタンをクリックします 

 

②

①

初期表示される内容は、端物、頁物、フォーム物仕様画面の設定で定義されている工程別営業

割増率がセットされます。また、得意先別割増率が設定されている場合は、そちらの設定が優先

されます。 

一律で率設定したい場合 

［一括セット］ボタンの左のリスト（①）から率をセットするか、直接入力します。その後［一括セッ

ト］ボタンをクリックすると、工程別にその値がセットされます。［初期値セット］ボタンをクリックする

と、端物、頁物、フォーム物仕様画面で定義されている値をセットします。得意先別設定を使用

している場合は注意してください。 

工程別に任意の率設定したい場合 

枠内のスピンボタン（②）を使用します。左をクリックすると率が下がり、右をクリックすると上がりま

す。直接入力でも構いません。 

２                      
自動計算時、工程明細原単価にこの率を掛け、見積単価を計算します 

5-30 こうしたい時どうするの？ 



運送費を変更したい 

１                      
集計画面を開きます 

２                      
運送費の枠内、重量の下にフォーカスがあります 

マスター保守の運送費で設定された計算方式によって数値が表示されています。 

たとえば所要時間で計算するように設定されている「１時間」を「５時間」にすると、表の中の運送

費が再計算されます。 

その他の項目についての説明は、「第３章 基本操作→集計画面について」をご参照ください。 

運送費マスターから計算しない場合は、シート内の運送費欄（水色）に直接入力してください。 

３                      
金額を変更した場合は、以降自動計算はしないでください 

変更後に自動計算を実行すると再度金額計算を行います。従って金額を変更した場合は、そ

のまま保存してください。 

 

こうしたい時どうするの？ 5-31 



原価表を出したい 

見積集計画面のような一覧表を出したい時は原価表を出力できます。 

１                      
集計画面を開きます 

２                      
画面右下の○枠のボタンを使用します 

印刷    プレビュー 

計算書のタイプを指定し、［印刷開始］または［プレビュー］ボタンをクリックします。 

 

明細書タイプ   合計書タイプ 

5-32 こうしたい時どうするの？ 



修正されないようにロックしたい 

１                      
見積タイトル画面を開きます 

２                      
左下の［データ保護］にチェックを付けます 

３                      
［ＯＫ］で戻ります 

この見積書が保存された後、この見積書データを削除したり更新したりできなくなります。見積書

検索一覧では、ロックされている状態をカギマークで確認することができます。 

解除する時は見積タイトル画面で［データ保護］のチェックを外し保存します 

またこの見積書を呼出した時にはその旨が表示されてます。 

 

こうしたい時どうするの？ 5-33 



見積書のデザインを変えたい 

１                      
見積書のデザインは見積書設計で行います 

見積書設計はマスター保守から呼出せますが、見積り入力時のファイルメニューからも呼出せま

す。 

２                      
ファイルメニューまたはツールバーで設計データを呼び出します 

３                      
それぞれの項目を修正してイメージ確認し、決定したら上書き保存するか名

前を付けて保存してください 

４                      
見積書印刷時に見積書設計IDを選択します 

詳細な見積書設計の設定方法は、「第２章 見積もる環境を設定する→見積書設計を設定す

る」をご参照ください。 

5-34 こうしたい時どうするの？ 



見積書に消費税は印刷したくない 

見積もり計算上では消費税計算するが、見積書には印刷しない場合は、見積書設計で設計が

可能となります。 

１                      
見積書のデザインは見積書設計で行います 

見積書設計はマスター保守から呼出せますが、見積入力時のファイルメニューからも呼出せま

す。消費税非表示のデザインを別に保存しておく場合は、既存設計IDをコピーし名前を付けて

保存してください。 

２                      
フォントタブ内の金額欄出力設定内で「消費税額」のチェックを外します 

集計項目タブ内の消費税チェックも連動して外れます。 

３                      
見積書印刷時に該当する見積書設計IDを選択します 

詳細な見積書設計の設定方法は、「第２章 見積もる環境を設定する→見積書設計を設定す

る」をご参照ください。 

この設定は見積書フォーマットの初期値となります。 

こうしたい時どうするの？ 5-35 



複数の見積書をまとめて出力したい 

１                      
見積入力のファイルメニューから「見積書一括印刷」を選択します 

２                      
見積書検索条件画面から検索結果画面を表示します 

印刷対象の見積書をすべて選択状態にします。選択のは、開始位置でマウスクリックしたまま下

方向にドラッグする方法や、［Ｃｔｒｌ］キー＋マウスクリックする方法があります。 

３                      
［印刷］ボタンで「見積書出力選択画面が表示されます。 

印刷設定確認後、印刷を開始してください 

 

5-36 こうしたい時どうするの？ 



複数の見積書をグループ化したい 

例えば同じ印刷物の見積もりで部数が異なるパターン、仕様が異なるパターンの見積書を後で

同一グループとして検索したいような場合に使用します。 

１                      
方法としては、まず基準となる見積書を作成し保存します。次にその見積書

の仕様を変え別の見積書を計算します。保存する時に、ファイルメニューから

「親子関係を指定して保存」を選択します 

２                      
保存先指定画面が表示されます 

直前まで表示されていた見積書番号が親番号として認識されます。このまま［新規記録］ボタン

で記録します。 

３                      
この見積書を呼出すと画面に親番号が表示されます 

親番号となる見積書が削除される場合、この番号を親に持つ見積書の親子関係は消滅します。 

親見積書削除時に警告メッセージが表示されます。 

４                      
親番号で子番号を検索することができます 

こうしたい時どうするの？ 5-37 



単価種別を切り替えたい 

単価種別を複数作成した場合は、見積時に切換えて見積もり計算することが可能になります。

単価種別を切換える方法は４つあります。 

１                      
 端物、頁物、ﾌｫｰﾑ物仕様ごとに切換える方法 

「マスター保守→見積画面設定/1→タイトル画面」タブ内で設定します。 

２                      
特定の得意先で切換える方法 

得意先マスターで設定します。 

見積タイトルで、単価種別が設定された得意先が使用された場合に切換えられます。 

 

※プリントサピエンス上でお使いの場合はプリントサピエンスの得意先マスター保守画面での設

定となります。 

 

 

 

5-38 こうしたい時どうするの？ 



３                      
単価種別グループで切換える方法について 

単価種別グループを登録します。登録に際しては、「第２章 見積もる環境を設定する→単価種

別グループを設定する」の項をご参照ください。 

見積もり計算時、部品ごとの自動計算オプション画面で切換えられます。 

４                      
基本画面で切換える方法について 

 

上記４つの切換えの優先順位は次の通りです。（すべて設定したとして） 

単価種別グループ ＞ 基本画面 ＞ 得意先別 ＞ 各仕様別 

 

こうしたい時どうするの？ 5-39 



一式形式の見積書を作成したい 

明細書形式でなく、印刷代 XXX円、一式 XXX円のように計算明細をそのまま印刷したくない

場合に使用使用します。 

１                      
基本画面の［代替明細］ボタンをクリックします 

② 

① 

明細明細タブ画面が代替明細入力画面に切り替わります。 

２                      
既に作成してある見積明細から一式形式のデータを作成します 

［工程明細からセット］ボタンをクリックすると「代替明細セットオプション」画面が表示されます。 

ここでは、代替明細を３つのパターンで作成する機能があります。 

機能 説             明 

一式合計セット 品名と見積合計額を１明細作成します。 

工程合計セット 各工程名称と工程合計額を複数明細作成します。 

工程明細セット 各工程明細をすべて作成します。（画面参照） 

工程明細セットについて 

5-40 こうしたい時どうするの？ 



工程明細を代替明細として作成する場合、項目内容を工程別に編集する設定があります。 

画面右に表示されるチェック項目はすべて項目内容に含める項目選択項目となります。この設

定はマスター保守→見積画面設定/１→代替画面設定タブ内で初期値登録されています。 

設定後［OK］をクリックします。 

３                      
 代替明細画面にセットされます 

品名・仕様欄には全角３５文字まで入力可能です。 

表示されている代替明細データをすべて削除するには、［クリア］ボタンを使用してください。行

単位の編集操作は各工程明細と同等の操作が可能です。また、代替明細データは基本的に見

積明細データがあることを前提としています。見積明細の代わりに作成する明細ですので、見

積集計画面の見積合計額と、代替明細の合計額は一致している必要があります。一致していな

い場合エラーとなります。 

４                      
データ保存後、代替明細を印刷します 

見積書タイプを「一式タイプ」に設定して［印刷開始］をクリックします。 

※一式タイプの見積書リストには、見積書設計の見積書タイプに「一式タイプ」の設計が、少なく

とも一つは存在していなければ表示されません。 

 

こうしたい時どうするの？ 5-41 



断ち寸法を調整したい 

初期設定で設定された寸法を変更して見積もりたいときに使用します 

１                      
基本画面の［設定変更］ボタンをクリックします 

断ちを調整します。自動計算時にこの設定を使用します。 

２                      
面付グラフの画面でも調整できます 

面付画面上で調整した場合は［調整後再計算］を使用します 

 

5-42 こうしたい時どうするの？ 



クワエを調整したい 

印刷機のクワエ寸法を調整して効率を良くしたいときに使います。 

１                      
面付グラフの画面で調整します 

面付画面上で調整した場合は［調整後再計算］を使用します 

 

こうしたい時どうするの？ 5-43 



先方紙で見積もりたい 

用紙の調達方法で［支給］を選択（自社で購入しない）した場合です。  

１                      
基本画面の［設定変更］ボタンをクリックします 

２                      
部品ごとに支給、調達を指定する場合は上記の［設定変更］からではなく、基

本仕様画面で設定します 

３                      
用紙料金は「０」になります。 

この後の受注登録、作業指示に連動した場合を想定して、用紙の情報は必要と考えています。 

したがって、用紙の明細行は作成します。 

不要なときは用紙工程の明細行を削除してください。 

5-44 こうしたい時どうするの？ 



表示の名称を変更したい 

画面に表示される名称をメンテナンスしたい時は、マスター保守で修正、登録できます。 

１                      
［マスター保守］→［名称テーブル］を選択します 

２                      
名称項目識別IDをリストから選択します 

ここでは「YOSBUN 用紙分類」を選択しています。 

 

こうしたい時どうするの？ 5-45 



特寸の用紙で見積もりたい 

「みつもさぴえんす」は用紙マスターを参照しています。既存のサイズが無い場合は用紙マスタ

ーに登録します。 

 １                      
名称テーブルに購入判型名を登録します 

項目識別IDは枚葉が「HANMIP」、巻取りが「HANMRT」となります。 

２                      
名称テーブルに断裁判型名を登録します 

購入判型名に対する断裁サイズ名称となります。 

項目識別IDは枚葉断裁が「HIRASYU」、巻取りが「RINSYU」となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-46 こうしたい時どうするの？ 



３                      
 枚葉紙用紙判型を選択します 

購入判型名、断裁判型名（印刷判型）、用紙のサイズ、どの印刷機で印刷するかを登録します。 

この画面での具体的な操作方法は、「第２章 見積もる環境を設定する→用紙判型を設定する」

の項をご参照ください。 

４                      
用紙マスターを開きます 

用紙基本情報を登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうしたい時どうするの？ 5-47 



５                      
単価データを登録します 

判型名リストには、用紙判型マスターで全判用紙比率が「1.00000」で登録された用紙サイズが

表示されます。 

米坪を入力すると連量を自動計算します。 

この画面での具体的な操作方法は、「第４章 マスター保守→用紙マスター」の項をご参照くだ

さい。 

６                      
これで特寸の用紙を選択すると自動計算します 

 

5-48 こうしたい時どうするの？ 



モバイル環境で見積書を作成したい 

「みつもさぴえんす」のネットワーク版では、モバイル環境での使用が考慮されています。例え

ばノートパソコンを社内ではサーバーにアクセスし、外出時には単体で「みつもさぴえんす」を

活用して見積書を作成し、会社に戻りまたサーバーに接続し単体で作成した見積データをサー

バーに登録するということが可能です。 

１                      
運用を開始する前に環境を整える必要があります 

見積番号を個人別（モバイル環境で使用するパソコン別）に設定する必要があります。マスター

保守の見積番号設定でその設定を行います。 

２                      
見積番号の使用環境を整える必要があります 

この画面の例では、モバイルパソコンを２台使用すると仮定し、管理ＩＤに「001」と「002」という２

つの管理ＩＤを設定しています。そして、この設定をしているパソコン自身が「002」を使用するよう

にしています。次回からこのパソコンで見積書を作成すると、見積書番号は「0020000001」から

採番されます。 

このようにモバイル環境で「みつもさぴえんす」を運用するには、見積番号がそれぞれ

のパソコンで重ならないような設定にしておく必要があります。 

 

 

こうしたい時どうするの？ 5-49 



３                      
サーバー上のマスターデータをローカルDBに取り込みます 

（マスター保守→データベース環境） 

４                      
データベース環境の[モバイル環境の更新]をクリックします 

画面右上の「基本マスター～初期設定値データすべてチェック」をチェックし、[開始]します。 

５                      
単体で「みつもさぴえんす」を起動する時の注意点について 

それまでネットワーク接続されていたパソコンをネットから外し、「みつもさぴえんす」を起動しよう

とすると、下記エラーメッセージが表示されます。 

③

②①

5-50 こうしたい時どうするの？ 



上記①のメッセージに［ＯＫ］で答えると、② の画面が表示されますので、［キャンセル］します。

画面には③のメッセージが表示されますので、［はい］をクリックします。これでローカル環境の

「みつもさぴえんす」が起動されます。 

このような手順を避けるには、ネットワークに接続している状態で「みつもさぴえんす」を起動し、

ローカル接続に切換えて終了しておきます。これで自分自身のDBに接続されるようになり、上記

①～③のメッセージが表示されることはなくなります。 

６                      
ローカルで作成した見積書をサーバーに転送します 

ローカル環境で作成した見積書を、サーバーに記録します。パソコンはローカル環境で使用さ

れていましたので、起動画面の表示はローカル接続状態のままですが、そのままで続行してくだ

さい。ここでネットワークに接続してしまいますと、サーバーへの転送機能が使用できません。 

起動された基本画面のファイルメニューの中に、「サーバーへのデータ転送」がありますので選

択します。 

見積書検索条件設定画面が表示されます。この画面のタブに、転送対象オプションが表示され

ますので、どの見積データを検索表示するかの条件としてご使用ください。 

 

 

 

 

 

 

こうしたい時どうするの？ 5-51 



転送対象見積もりデータ検索指定 

見積検索条件の追加条件タブで転送状態を選択してください。 

 

転送対象選択画面 

 

ここで転送対象の見積書を選択します。画面下部にある転送オプションも注意してください。特

に見積書を再送する場合、その見積書が既に受注済みとなっている場合の扱いには注意が必

要です。確認後、［転送開始］ボタンをクリックします。 

転送先に既に同じ見積番号が存在した時の注意点 

前回このパソコンから１度転送したことがあった場合は、再送扱いになりますので、以下の２つの

点が検査されます。 

１．「受注済みの見積物件は転送しない」がチェックされている場合で、転送対象見積書が受注

済みであった場合。 

２．まだ１度も転送したことがないはずなのに、サーバーに転送対象の見積書が存在した場合。 

この２点に該当した見積書は転送されません。 
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受注不成立となった見積書を分析したい 

受注に結びつかなかった見積書を後で分析するために、見積書にその理由を付けておくことが

できます。 

１                      
受注理由マスターを設定しておく必要があります 

２                      
受注理由を登録します 

新規登録する場合は［新規］ボタンを、登録済みデータを呼び出す場合は［検索］ボタンを使用

します。以下で項目の説明をします。 

項目名 説             明 

コード ３桁の数値となります。出荷時に４つ代表的な項目を設定しています。 

理由 全角３０文字まで入力可能です。 

 

ボタンの説明 

項目名 説             明 

元に戻す 呼び出したデータを、修正中に呼び出し時の値に戻したい場合に使

用します。何も修正されない内は機能しません。 

削除 呼び出したデータを削除することができます。削除確認メッセージを表

示しますので、すぐに削除されることはありません。 

コピー 呼び出したデータを元に新しいコードに複製を作ることができます。表
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示される画面で、新しい３桁のコードを入力します。 

移動 呼び出したデータを新しいコードに付替えます。表示される画面で、

新しい３桁のコードを入力します。移動されますので、呼び出したコー

ドは無くなります。 

登録 新規、呼び出しデータを登録します。 

終了 この場面を終了します。入力途中であっても強制的に終了します。 

３                      
見積タイトル画面での設定方法について 

新

規

新規作成時は不成立理由項目は表示されません。既存見積データを呼び出した場合に表示さ

れます。 

 

 

5-54 こうしたい時どうするの？ 



担当者以外の見積書を変更させたくない 

この機能はプリントサピエンス環境でのみ有効となります。 

１                      
認証レベルを設定する必要があります 

２                      
 認証レベルを登録します 

項目の説明 

項目名 説             明 

ログイン担当者以外の

見積呼出権限 

プリントサピエンスにログインした担当者が、自分以外の営業担

当が登録されている見積書を呼出す場合や、ここで設定したレ

ベルの権限を持たない場合に、設定したレベルのパスワードを

要求されます。このレベルパスワードを知らない場合は呼出すこ

とができません。 

ログイン担当者以外の

見積修正権限 

上記呼出し権限と同じ理由でチェックされます。例えば呼出しは

誰でも行えるがログイン担当以外の見積データは変更させたくな

い、といった場合はこのレベル設定が有効になります。 

ログイン担当者以外の

見積削除権限 

上記修正権限と同じ理由でチェックされます。 
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ログイン担当者の見積

削除権限 

ログイン担当者自身の見積書であっても削除に関してはログイン

レベルを持たない場合、削除制限が掛かります。 

ログイン担当者の見積

参照権限 

社員マスターのログイン設定で定義される参照範囲に従いま

す。 

マスター保守の使用権

限 

ログイン担当者が設定ログインレベルを持たない場合、マスター

保守メニューから保守画面を開くことができなくなります。「起動

時チェック」を付けておくと、保守メニュー起動時に制限が掛かり

ます。 

見積からの見積書設計

使用権限 

ログイン担当者が設定ログインレベルを持たない場合、見積画

面のファイルメニューから「見積書設計」を開くことに制限が掛か

ります。 

見積からの一式テンプ

レート保守権限 

ログイン担当者が設定ログインレベルを持たない場合、見積画

面のファイルメニューから「一式テンプレート保守」を開くことに制

限が掛かります。 

まとめ見積からの見積

書設計仕様権限 

ログイン担当者が設定ログインレベルを持たない場合、まとめ見

積画面のファイルメニューから「見積書設計」を開くことができなく

なります。 

３                      
要求されるパスワードの画面例です 

通常、レベルパスワードは一般社員には公開しませんので、この画面が表示されるということは、

使用許可が与えられていないことになります。権限の付与は社員マスターで保守されます。要求

するレベルパスワードを入力しなければ、処理を行うことができません。 

なお、この認証レベル設定を行う際もレベル5パスワードが要求されます。 
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           第６章

まとめ見積書 

 



まとめ見積書を入力する 

このプログラムは、「みつもさぴえんす」で作成した見積データを１枚の見積書として作成するこ

とができます。ひとつの製品仕様で部数別に積算した結果をまとめて見積書として提出する場

合に有効です。また、一般の簡易的な見積書イメージで、ここで見積りを入力して見積書を発

行することも可能です。 

 

１                      
［スタート］→［プログラム］→［ﾐﾂﾓｻﾋﾟｴﾝｽ］から［まとめ見積書］を選択します 

２                      
伝票№を入力する画面が表示されます 

 

ここで既存のまとめ見積書データを呼出す場合は［検索］、新しくまとめ見積書を作成する場合

は［新規］、番号が分かる場合は番号を入力し［読込］ボタンをクリックします。ここではまず新規

にまとめ見積書を作成する場合を説明します。 

伝票№ 

ここでいう伝票№とは、「みつもさぴえんす」で作成した見積№とは関係ありません。伝票№は自

動的に７桁で自動付与されます。また任意に番号を付けることはできません。まとめ見積書を発

行すると、番号の頭に 「M-」 が付与されますがこれは「みつもさぴえんす」からの見積書の番

号と一見して区別できるように便宜的に付けているだけで、実際の番号で使用している訳ではあ

りません。存在しない伝票№を指定した場合は無視されます。 
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３                      
［新規］ボタンをクリックします 

 

「みつもさぴえんす」で作成してある見積データを取り込みますので、画面中央左にある［見積

から検索してセット］ボタンをクリックします。 

４                      
「みつもさぴえんす」データ検索条件画面が表示されます 

 

「みつもさぴえんす」の見積書検索条件画面と同じものが表示されます。操作方法は、「第３章 

基本操作→過去の見積書を開く」 をご参照ください。［実行］をクリックします。 
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５                      
検索条件にマッチした見積書が表示されます 

 

画面上半分に表示された検索結果から抽出する見積書をダブルクリックするか、クリックして［選

択↓］ボタンをクリックすると下の領域に移動します。複数選択する場合は、［Ctrl］＋クリックまた

は［Shift］＋クリック、クリックしたままドラッグしてください。選択を解除する場合は下の領域で同

様な操作を行ってください。見積書の抽出が終わったら、［決定］ボタンをクリックします。 

 

６                      
取り込み結果が反映されます 

 

１行目に取り込まれた見積情報が得意先等のタイトル情報に自動セットされます。 

得意先、担当者等の紺色のタイトル部をクリックするとそれぞれの検索画面が表示されます。 

［見積書から検索してセット］ボタンからセットされる前にタイトル情報に入力されている場合、そ

の項目は上書きされません。 
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７                      
タイトル情報の説明について 

 

項目の説明 

項目名 説             明 

得意先名コード／

名称 

得意先タイトルをクリックすると得意先照会画面が表示されます。得意

先コード欄におけるローマ字入力による簡易検索(*1)にも対応してい

ます。得意先名は上段下段それぞれ全角２０文字までです。 

相手部署、担当名 得意先マスターに登録されている場合は自動セットされます。複数の

相手先名が登録されている場合は、簡易選択画面が表示されます。

それぞれ全角１０文字までです。 

担当者コード／ 

名称 

担当者タイトルをクリックすると照会画面が表示されます。 

見積日／納入日 

／有効期限 

みつもさぴえんすタイトル画面における日付入力方法に準じます。タ

イトルをクリックすると日付照会画面が表示されます。 

納入場所 タイトルをクリックすると納入場所照会画面が表示されます。全角１０文

字までです。 

支払い条件 タイトルをクリックすると支払条件照会画面が表示されます。全角１０文

字までです。 

まとめ見積書、 

単一見積書 

見積書設計IDは、まとめ見積書タイプと単一見積書タイプの２つのタイ

プとして作成することができます。ここではどちらのタイプの見積書な

のかを設定します。 

総合計、合計、 

消費税の印刷 

この設定は元々は単一見積書タイプ用に用意されていましたが、まと

め見積書タイプでも設定できます。明細合計金額情報を印字します。 

まとめ見積書、 

単一見積書 

見積書設計IDは、まとめ見積書タイプと単一見積書タイプの２つのタイ

プとして作成することができます。ここではどちらのタイプの見積書な

のかを設定します。 

課税方法 明細ごとの課税か伝票ごとの課税かを指定します。得意先マスターで

設定されている場合（標準設定は営業集計画面設定）はその設定に

従います。 

(*1) 得意先マスターでフリガナが設定されていない場合は機能しません。 
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８                      
明細行画面での操作について 

 

項目の説明 

項目名 説             明 

見積№ 見積り№を直接入力して［Enter］した場合、該当見積書が存在すればその

情報を表示します。既にセットされているデータがあったとしても上書きされ

ます。見積り№がすべて数値のみの場合、先行ゼロは入力する必要はありま

せん。ここでの見積検索はありません。 

品名 全角文字３５文字まで入力可能です。 

用紙 全角文字３０文字まで入力可能です。 

[用紙]ボタンから検索セットできます。 

色数 文字列として半角文字１０文字まで入力可能です。 

サイズ 仕上判型リストから検索、または半角文字１６文字まで入力可能です。 

数量 数量を入力します。入力が無くても構いません。 

単位 単位リストから選択または入力します。全角２文字までです。 

単価 少数以下４桁まで対応します。 

税区分 外税、内税、非課税に対応します。 

金額 ９桁までの数値に対応します。 

消費税 自動計算されます。 

摘要 全角２０文字まで入力可能です。 

 

行操作について 

行№で右クリックすると、「行挿入／行削除」メニューが表示されます。削除した場合、行は詰め

られます。 

行数は最大で９９まで入力可能です。 

９                      
画面下の操作ボタンについて 

項目名 説             明 

記録 表示されている情報でまとめ見積書を記録します。伝票№は記録時に手

動採番または自動採番が選択できます。「みつもさぴえんす」での採番と

よく似ていますが、管理番号はありません。 

元に戻す 呼び出したデータを、修正中に呼び出し時の値に戻したい場合に使用し

ます。何も修正されない内は機能しません。 

削除 呼び出したデータを削除することができます。削除確認メッセージを表示
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しますので、すぐに削除されることはありません。 

当バージョンでは一覧からの削除機能は持っていません。 

印刷 画面に表示されているまとめ見積書を印刷します。新規に作成している場

合は印刷前に記録する必要があります。表示される画面からプレビュー表

示させることも可能です。 

備考 最大で全角文字１２０文字まで入力可能です。 

終了 まとめ見積書入力を終了します。 

 

印刷指示画面 

 

項目名 説             明 

見積書設計ＩＤ 次項で説明しているまとめ見積設計データのＩＤを一覧から選択するこ

とができます。 

プリンタの設定 使用するプリンタのプロパティを変更が可能になります。 

プレビュー 印刷イメージを画面表示し内容を確認します。（まとめ見積書 6-15参

照） 

印刷開始 「印刷設定」で設定されている情報に従い印刷処理を行います。 

戻る まとめ見積書入力画面に戻ります。 

使用するプリンタ コンピュータに登録されているプリンタ一覧から選択します。 

用紙サイズ 使用するプリンタで使用できる用紙サイズ一覧から選択します。 

用紙方向 用紙方向を縦、横から選択します。 

設定保存 印刷設定情報をこのコンピュータに対して記憶します。 

 備考入力画面 

備考爛に印刷する文字を入力します。総数で全角約１３０文字ほど入力できます。改行も１文字

と数えられます。 
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まとめ見積書の設計をする 

まとめ見積書では、「みつもさぴえんす」での見積書設計と同等の設計機能を持っています。こ

れにより見積書の出力形態を変えることができます。 

１                      
まとめ見積書起動画面のメニュー［ファイル］→［見積書の設計］を選択します 

２                      
登録されているデータを呼び出します。［ファイル］→［設計データの呼び出し］ 

呼び出す見積書設計情報を選択します。該当行をダブルクリックするか、選択して「ＯＫ」ボタン

をクリックします。データが呼び出され、編集可能な状態になります。 

※注意 

呼び出す設計データが１件もない場合は、この画面は閉じ、ファイルメニューから省略時の設計

データを選択してください。画面に省略時の値がセットされます。この場合、識別ＩＤはセットされ

ませんので任意の番号（０１等）を２桁で指定してください。 
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３                      
フォント関係のタブについて 

ページ設定 

ここで最も大切なのは行数設定です。タイトル行数、明細限界行数、備考用行数が行幅を決定

する大きな要因となります。 

もう一つ行幅を決定する上で重要な設定が「タイトル情報/2」タブ内の｢タイトル部の印字範囲

指定」です。ここでタイトル部が全体の何％を占めるかを決定し、そのタイトル部内を何行で設定

するかを決定します。残りが明細部と備考部となります。 

<アキ数> 

半角文字数での指定とミリ単位での指定に対応します。「アキ設定をミリ単位で設定する」がチェ

ックされた場合は設定された数値はミリと判断されます。 

<タイトル行数> 

タイトル部内の分割行数を設定します。 

タイトルに見積合計、消費税、合計金額の３項目を印字する場合は少なくとも１７

行を設定する必要があります。見積合計のみ印字する場合は１５行以上となりま

す。 

<明細初期行数＝限界行数> 

データ行が明細行数を超えた場合改ページされます。 

<明細初期行数＜限界行数> 

データ行が限界行数以内であればページ内で明細行を詰めて印字されます。 

<備考用行数> 

確保された備考行幅内で備考行が印字されますが、備考行が設定備考行数を超えている場合

は、備考枠内で行を詰めて印字されます。 

フォント設定 

各項目に対するフォントを設定できます。各ボタンをクリックするとフォント選択画面が表示されま

すので、そこで設定します。 
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表示日付設定 

見積書に印刷される日付の西暦、和暦表現を切替えます。開始西暦は年号元年を設定してあり

ます。 

罫線／網掛け 

チェックされていると機能します。 

合計金額～消費税額、明細合計額 

ここでのチェックは実際の見積書の印刷には影響しません。見積画面でのチェックが有効となり

ます。但し項目タイトル名称は、ここでの設定が有効になります。 

見積書タイプ 

まとめ見積書タイプとは、複数の見積（例えば部数比較見積書等）を１枚の見積書として作成す

る形式を想定しています。 

単一見積書タイプとは、一般的な見積書を「まとめ見積書」上で作成するような形式を想定して

います。 

ここで２パターン用意しておくと、印字する際どちらのパターンを使用して印字するか選択できる

ようになります。 



４                      
タイトル情報/1のタブについて 

タイトル情報/1 

見積書のタイトル部分の項目出力、項目タイトルをコントロールします。項目のチェックを外すと

項目タイトルと項目自体が出力されなくなります。出力位置はフォント関係タブ内で設定を一部

指定できるものもあります。 

項目名 説             明 

タイトル名 見積書タイトル名として印刷されます。 

敬称名 得意先の担当者名が入力されると「様」に自動的に変更されます。位

置指定のオプションがその横で指定できます。 

納期～担当者名 印字有無指定と項目タイトル名の指定ができます。 

自社名、住所 得意先マスターに登録されている自社得意先コードを指定します。 

直接自社情報を設定したい場合は、「自社情報を個別に編集し保持」

をチェックすれば編集可能となります。 

電話、FAX 自社情報の電話、FAX番号の印字有無と項目タイトル名を指定しま

す。 

メッセージ 得意先名の下に印字されます。 

承認枠 住所の下に出力されます。最大３枠まで印字可能です。枠サイズは４

つまで設定可能です。承認枠の大きさは４種類から設定します。 

 

担当者印ビットマップ画像を用意して、担当印として印字割り当て可

能です。ビットマップファイル名には命名規則があります。

「TANTOINxxx.bmp」とし、xxxは社員コードとします。 

固定備考爛 見積書の下、欄外に印刷されます。 

まとめ見積書 6-11 



５                      
タイトル情報/2のタブについて 

タイトル情報/2 

見積書のタイトル情報/1に対する補足設定情報です。 

項目名 説             明 

頁の指定（複数頁

のみ） 

ページの印字位置、形式を設定します。 

下線/枠等の指定 見積書タイトル、得意先名、合計金額にそれぞれ下線を付ける設定で

す。見積書タイトルに関しては、下線、二重下線、枠、二重枠の中から

選択します。 

備考欄の指定 備考タイトル情報及び複数ページ時の印字方法を設定します。 

タイトル部の印字

範囲指定 

頁の高さに対し比率でタイトル部の高さを指定します。頁全体のレイア

ウトを大きく左右します。 

得意先名の印字

指定 

得意先名は２行で入力できますが、印字は１行で印字したい場合に設

定します。 

２頁目以降のタイ

トル情報 

チェックした項目は２ページ目に印字されません。 

得意先名の印字

指定 

得意先名は２行で入力できますが、１行で印字したい場合に設定しま

す。 
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６                      
会社ロゴ表示のタブについて 

会社ロゴ等ビットマップ表示設定 

会社名、住所情報はマスター情報から印字できますが、会社ロゴなどの画像データはここで設

定します。ビットマップデータは独自に作成し、用意する必要があります。上記画面のイメージは

弊社独自に作成しているものです。ビットマップは最大で２つまで設定可能で、２つ目は［ビット

マップ+1］タブで設定します。 

 

以下では「自社ロゴ.BMP」というビットマップを仮に作成したと仮定して説明します。 

１． どのファイルを自社情報ビットマップとするかを設定します。［検索］ボタンをクリックすると、

このプログラムの起動場所フォルダ内を表示する画面が表示されます。作成したビットマッ

プはこのフォルダ内に入れておいてください。 

表示された画面よりファイルを選択し［開く］で戻ります。 

２． イメージ確認できると思いますが、実際の印字イメージはプレビューで確認してください。イ

メージの右にある「表示幅、表示高さ」はミリ単位で設定してください。 

表示位置の設定 

表示位置の設定には２通りあります。ひとつは「住所情報の左の開始位置に合わせる」方法です

が、これはマスター情報から印刷される会社名、住所の上にロゴのみを印字する場合に有効で

す。もうひとつは、表示位置を任意に座標指定する（ミリ単位）方法です。こちらはビットマップ自
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体に会社名、住所を含んでいる場合などでマスター情報から印刷される会社名、住所を印字し

ない場合に有効です。もちろんロゴのみの場合でもこちらの指定方法で微調整することができま

す。ビットマップを２種類設定する場合もこちらで位置指定してください。 

７                      
明細項目表示のタブについて 

 

明細行の出力対象の項目を設定します。チェックされている項目が出力対象項目となります。 

タイトル 

明細項目タイトル名となります。２バイト文字８文字まで設定できます。 

出力順位 

明細項目の左からの位置を順位で設定します。 

出力文字数 

これは実際に印刷する文字数ではなく、比率と考えてください。項目の出力文字数÷合計出力

文字数で比率を計算し、幅を決定しています。 

その他の設定 

明細行が途中までの時、「以下余白」と印字させるかどうかを指定します。 

８                      
見積時の初期使用登録について 

省略時の見積書タイプ、見積書設計ID、金額欄使用設定を登録することができます。 
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９                      
保存は、［ﾌｧｲﾙ(F)］-［設計ﾃﾞｰﾀの上書き保存］を選択します 

 

10                      
名前を付けて保存すると、「見積書設計情報のｺﾋﾟｰ」画面が表示されます 

まだ使用されていない新しい２桁の見積書識別ＩＤコードを付け、識別名称を２バイト文字１５文

字までで入力し、「ＯＫ」ボタンをクリックしてください。存在しないコードであれば登録されます。 

11                      
イメージ表示を選択すると、見積書プレビュー画面が表示されます 

 

12                      
既存の設計データを複写、削除する場合は、メニューバーから［編集］-［識別

IDコピー］、［識別ID削除］を選択します見積設計識別名を変更する場合は直

接変更します 
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	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	営業管理費率設定タブをクリックします 
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	「みつもさぴえんす」を起動する 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	コンピュータ及び周辺機器のスイッチを入れ起動します 
	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	「みつもさぴえんす」を選択します 

	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	担当者コードを入力します 
	初期計算モードについて 
	ＤＢ環境補足説明 



	４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	見積もりたい印刷物（形態）を選択します 
	　　端　物　　 
	　　頁　物　　 
	　 ﾌｫｰﾑ物　 
	　　一　式　　 



	５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	基本画面が表示されます（端物を選択した状態） 


	ツールバーについて 
	頻繁に使用する作業をボタンにしてあります。 
	メニューバーにある機能を表示しています。 
	 


	新しい見積書を準備する 
	「みつもさぴえんす」を起動すると白紙の見積書が表示されます。 
	代表的な作業はツールバーアイコンとメニューコマンドで操作できます。 
	「みつもさぴえんす」では見積№が、作成する見積書のユニークな識別番号となります。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	ツールバーを使う場合 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	メニューコマンドからも実行できます 

	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	基本画面が表示されます 



	過去の見積書を開く 
	既に作成済みの見積書を呼び出す場合をご説明します。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	ツールバーかファイルメニューから［読込］を使います 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	見積書を検索する為の条件を設定します［基本条件タブ］ 
	［基本条件］タブ
	［並び順］ 



	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［追加条件］タブを説明します 
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	［検索条件の呼出と保存］タブを説明します 
	検索結果項目の設計 
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	呼び出したい見積書を選択します 
	Excel転送を行う場合 
	見積一覧表を印刷する場合 





	見積番号を指定して開く 
	過去の見積番号がわかっているときは直接の番号を指定して開きます。番号指定方法には２通りあります。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	基本画面の見積番号欄に直接入力します 



	見積書を保存する 
	作成された見積書を保存する場合は、次のように操作します。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	ツールバーか［記録］ボタンを使用します 
	新規見積保存の場合 
	既存見積保存の場合 





	見積書を削除する 
	保存されている見積書を削除する場合は、次のように操作します。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	ファイルメニューから［削除］を選択します 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	 ファイルメニューから［見積書の一括削除］を選択します 

	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	削除対象をクリックします 
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	端物の見積書を作成する(1) 
	例として端物で、10､000部、Ａ４サイズ、２っ折、表４色／裏４色のカタログを見積もってみましょう。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	見積書タイトル画面を開きます 
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	見積書タイトルを入力します 
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	見積書タイトル画面を閉じます 
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	見積仕様を入力します 
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	パッド仕様 
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	仕上判型 
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	６．２　部品名 
	６．３　数量 
	６．４　印刷形式 

	印刷形式について
	６．５　加工形式 
	６．６　クワエ等調整 
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	６．１５　用紙 

	７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	以上で［自動計算］ボタンをクリックします 
	①単価種別グループ 
	②明細固定とする工程 
	③見積削除工程 
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	単価割増率オプション 
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	営業管理費
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	８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	自動計算のボタンをクリックします 

	９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	自動計算が終了すると各工程の作業データが作成されています 
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	端物見積(１)で手動面付を行う 
	ここでは端物の見積計算時に使用することのできる手動面付け計算機能について説明します。 
	手動面付けとは自動面付け計算とは異なり、何パターンもの面付けをシミュレートしません。自分で縦と横に何面付けられてクワエ等のアキがどうなるのかを画面を見ながら設計をするような場合に使用します。 
	ここでは、前項の端物見積書(１)を例に説明します。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	基本操作［3章　6.15 用紙］が終わった状態にします 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	端物手動面付画面が表示されます 
	①流れ目 


	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	②用紙形態を選択します 

	４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	③面付数を選択します 

	５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	面付け終了後、［次へ］をクリックします 


	端物の見積書を作成する(2) 
	ここでは端物のパッド仕様機能を使用して伝票物を見積もります。例として、２枚複写、100組、2､000冊、Ａ６横サイズ、表１色の領収書を見積もってみましょう。 
	※一般の端物と同じ動作の場合は説明を省略します。（⇒端物①と表記します） 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	品名を入力します 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	パッド仕様「する」をクリックします 
	仕上判型 


	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［次へ］のボタンをクリックします 

	４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	見積基本仕様を入力します 
	４．１　単価種別 
	４．２　部品名 
	４．３　数量 
	４．４　印刷形式 
	４．５　加工形式 
	４．６　クワエ等調整～用紙調達方法 


	４．７　用紙 

	５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	次に２パーツ目を見積ってみましょう 

	６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	見積基本仕様を入力します 

	７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	部品をコピーします 
	用紙 

	８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	次に表紙を見積ってみましょう 

	９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	見積基本仕様を入力します 
	部品名 
	加工形式 



	10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	次に裏表紙を見積ってみましょう 



	見積書を画面で確認する 
	作成された見積書を印刷する前に画面に表示し、レイアウトを確認します。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	ツールバーのアイコンかファイルメニューから「印刷プレビュー」を選択します 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［プレビュー］ボタンをクリックします 
	機能ボタンの説明
	メール配信 
	項目の説明





	見積書を印刷する 
	作成された見積書を印刷します。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	ツールバーのアイコンかファイルメニューから印刷を選択します 
	見積書出力選択画面が表示されます。 
	印刷設定
	［印刷開始］ボタンをクリックします 
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	頁物の見積書を作成する 
	基本的には端物の見積りと同じです。しかし、本文、表紙、付物等にわかれた部品を登録してその合計を見積ります。端物見積りと共通機能については深く説明していません。端物見積りを参照する箇所は（⇒端物）と表記します。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	みつもさぴえんすを起動し、見積り形態で［頁物］を選択します 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	端物と同様に見積タイトルを入力しておきます（⇒端物） 

	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	見積り仕様を入力します 
	品名 
	数量 
	総頁数 
	仕上判型 
	綴じ加工 



	４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［設定変更］について 

	５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［次へ］のボタンをクリックします 

	６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	見積基本仕様を入力します 
	基本仕様画面 
	６．１　単価種別 
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	６．１１　製版サイズ 
	６．１２　製版頁付け数 

	拡張製版頁付とは 
	６．１３　入稿方法～DTP項目 
	６．１４　用紙 



	７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	以上で［自動計算］ボタンをクリックします 

	８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	自動計算のボタンをクリックします 

	９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	本文についての各工程データが作成されました。［OK］ボタンで終了します 

	11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	次に表紙を見積ってみましょう 

	12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	見積基本仕様を入力します 
	１２．１　部品名 
	１２．２　加工形式 
	１２．３　製版サイズ 

	１２．４　束厚について 


	13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	次に見返しを見積ってみましょう 

	14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	見積基本仕様を入力します 
	１４．１　部品名 
	１４．２　加工形式 
	１４．３　製版サイズ、頁数 



	15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	次にカバーを見積ってみましょう 

	16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	見積基本仕様を入力します 
	１６．１　部品名 
	１６．２　加工形式 
	１６．３　製版サイズ、頁数 
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	フォーム物の見積書を作成する 
	フォーム物の見積りは端物、頁物と操作が異なる部分があります。フォーム物見積りではフォーム用巻取り紙を使用するパーツ部品を見積る点が大きな違いとなります。フォーム用紙は使用するが、最終的には単票物を作成する場合などは、表紙は枚葉紙で印刷するということも可能です。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	みつもさぴえんすを起動し、見積り形態で［ﾌｫｰﾑ物］を選択します 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	端物、頁物と同様に見積タイトルを入力しておきます（⇒端物） 

	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	見積り仕様を入力します 
	品名 
	仕上形態
	寸法単位
	数量
	仕上寸法（横、縦） 

	ミリ単位の場合 


	４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［設定変更］について 

	５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［次へ］のボタンをクリックします 

	６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	見積基本仕様を入力します 
	基本仕様画面 
	６．１　印刷形式 
	６．２　丁合形式及び丁合予備 



	７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	面付設計を行います 

	８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	用紙を指定します 

	９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	パーツ仕様を入力します 

	10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	制作項目仕様を入力します 

	11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	組付け/加工作業を指定します 

	12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	段ボール見積り情報を入力します 

	13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	基本仕様での設定が終わりましたら［自動計算］ボタンをクリックします 


	一式見積書を作成する 
	一式見積は自動計算や、工程別の計算式等を一切使用しないで見積書を作成する場合に利用することを想定しています。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	みつもさぴえんすを起動し、見積り形態で［一式］を選択します 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	端物と同様に見積タイトルを入力します（⇒端物） 

	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	見積り仕様を入力します 
	編集機能の説明 
	項目の説明 
	一式見積もり機能ボタンの説明
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	面付けグラフについて 
	見積基本仕様の自動計算を行うと「みつもさぴえんす」はいつかのパターンを計算し、一番面付け効率の良いパターンを選択します。最初は最適で最安値な面付けを表示しますが、「シミュレーション結果一覧」をクリックしてその他のパターンを確認したり、他の面付けで再計算することができます。 
	※但し、フォーム見積りのパーツ部品は対象になりませんのでご注意ください。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	「面付グラフ」ボタンをクリックすると面付け確認画面が出ます 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	シミュレーション結果一覧をクリックします 

	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	機能ボタンに付いて説明します


	付加加工画面について 
	ＰＰ加工やミシン、穴あけや型抜きなどを自動計算させる画面です。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	基本画面の［付加加工］ボタンをクリックします 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	部品名を選択します 

	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	種別を選択します 

	４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	項目を選択します 

	５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	計算形式（部数連動、通し数連動、丁数連動等）を選択します 

	６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	判型を選択します 

	７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	単位数を選択します 

	８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	部数／数量を入力します 

	９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	ランク内容を選択します 

	10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	自動計算をします 



	集計画面について 
	見積の集計情報を管理する画面です。ここでは運賃、営業管理費、合計金額の調整を行います。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	基本画面の［集計］ボタンをクリックします 
	 
	運送費＜重量＞ 
	運送費＜走行距離または所要時間＞ 
	管理費＜営業＞ 
	管理費＜別途＞ 
	金額調整の設定 
	消費税率 
	単価差額調整の設定 
	見積合計金額 
	課税対象の設定 



	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	原価表出力について 
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	備考画面について 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［備考］ボタンをクリックすると備考画面が表示されます 
	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	備考入力画面では２つの情報を入力できます 
	＜備考欄＞ 
	＜注記欄＞ 
	表示 




	見積明細一覧画面について 
	見積の工程別作業明細を一覧画面に表示する画面です。各工程タブ内で行える編集作業を１画面内で行うことができます。各工程詳細画面の説明は、この後の工程別仕様画面で説明します。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	ツールバーの見積明細一覧ボタンをクリックします 
	機能ボタン
	現在の画面サイズを保存 
	積算原価項目欄を表示 




	工程明細タブについて 
	見積結果の明細は、工程タブをクリックすることにより表示編集することができます。すべての工程タブ内での編集作業は共通ですので、ここでは「加工」タブを例に説明します。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	基本画面の工程別タブ名をクリックします 
	工程タブで行える作業 
	１．１ 直接修正する 
	１．２　行の間に新しい行を追加する 
	１．３　既存表示行を削除する 
	１．４　既存行をコピーして新しい行を追加する 
	１．５　詳細画面を表示して編集作業を行う 
	加工/用紙工程タブで行える特殊処理 
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	企画／制作仕様画面について 
	［企画］［制作］のタブをクリックすると仕様画面が表示されます。金額以外の数値の入力や変更はこの画面から直接できますが、なるべく詳細画面から入力してください。 
	※企画、制作は画面としては同じ項目なので、ここでは同じ扱いで説明しています。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	詳細画面を表示します 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	項目の説明をします 
	部品名 
	単価項目 
	単価種別 
	単価種類 
	表裏区分 
	難易度ランク 
	判型/計算判型 
	数量/単位 
	原単価 
	営業率 
	単価 
	金額 
	単価端数処理 
	備考 
	［単価照会］ 




	製版仕様画面について 
	［製版］のタブをクリックすると仕様画面が表示されます。金額以外の数値の入力や変更はこの画面から直接できますが、なるべく詳細画面から入力してください。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	詳細画面を表示します 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	項目の説明をします 
	部品名 
	単価項目 
	単価種別 
	単価ランク 
	製版形式 
	単価種類 
	表裏区分 
	計算式 
	判型/計算判型 
	色数 
	数量/単位 
	原単価 
	営業率 
	単価 
	金額 
	単価端数処理 
	備考 
	［単価照会］ 





	ＤＴＰ仕様画面について 
	［DTP］のタブをクリックすると仕様画面が表示されます。金額以外の数値の入力や変更はこの画面から直接できますが、なるべく詳細画面から入力してください。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	詳細画面を表示します 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	項目の説明をします 
	部品名 
	単価項目 
	単価種別 
	難易度ランク/数量ランク/基本加算ランク 
	単価種類 
	判型/計算判型 
	表裏区分 
	計算式 
	数量/単位 
	原単価 
	営業率 
	単価 
	ポイント設定補助 
	金額 
	単価端数処理 
	備考 
	［単価照会］ 





	刷版仕様画面について 
	［刷版］のタブをクリックすると仕様画面が表示されます。金額以外の数値の入力や変更はこの画面から直接できますが、なるべく詳細画面から入力してください。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	詳細画面を表示します 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	項目の説明をします 
	部品名 
	単価項目 
	単価種別 
	刷版判型 
	面付 
	版数＆台数、合計 
	原単価 
	営業率 
	単価 
	金額 
	単価端数処理 
	備考 
	［単価照会］ 





	印刷仕様画面について 
	［印刷］のタブをクリックすると仕様画面が表示されます。金額以外の数値の入力や変更はこの画面から直接できますが、なるべく詳細画面から入力してください。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	詳細画面を表示します 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	項目の説明をします 
	明細種類 
	部品名 
	印刷形式 
	印刷項目 
	単価種別 
	通し数、台数 
	計算モード 
	表/裏色数 
	面付け情報 
	単価割増率 
	原単価 
	割増後原価 
	営業率 
	単価 
	金額 
	単価端数処理 
	備考 
	［単価照会］ 





	用紙仕様画面について 
	［印刷］のタブをクリックすると仕様画面が表示されます。金額以外の数値の入力や変更はこの画面から直接できますが、なるべく詳細画面から入力してください。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	 詳細画面の表示 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	項目の説明をします 
	部品名 
	形態 
	用紙名、色/内容 
	用紙判型（フォーム用紙は非表示） 
	連量（フォーム用紙は非表示）、四六換算連量 
	用紙幅（フォーム用紙のみ表示） 
	用紙寸法、断裁寸法、断裁数（フォーム用紙は非表示） 
	米坪 
	調達方法 
	単価モード 
	流れ目 
	積算枚数の端数処理（フォーム用紙は非表示） 
	計算方式（フォーム用紙は非表示） 
	積算枚数 
	合計金額 
	営業率 
	原価 
	単価 
	包数/連巻数 
	連単位 
	備考 





	加工仕様画面について 
	［加工］のタブをクリックすると仕様画面が表示されます。金額以外の数値の入力や変更はこの画面から直接できますが、なるべく詳細画面から入力してください。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	 詳細画面を表示します 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	項目の説明をします 
	部品名 
	加工項目 
	種類/形式 
	単価種別 
	計算モード 
	判型/計算判型 
	頁数 
	パーツ数（フォーム加工のみ） 
	基本料 
	数量 
	台数 
	原単価 
	単価割増率 
	割増後原価 
	営業率 
	単価 
	金額 
	単価端数処理 
	備考 
	［単価照会］ 





	その他仕様画面について 
	［その他］のタブをクリックすると仕様画面が表示されます。金額以外の数値の入力や変更はこの画面から直接できますが、なるべく詳細画面から入力してください。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	 詳細画面を表示します 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	項目の説明をします 
	部品名 
	単価項目 
	単価種別 
	判型（一般その他項目のみ） 
	段ボールマスター（段ボール項目のみ） 
	単位（入り）数 
	数量 
	原単価 
	営業率 
	単価 
	金額 
	単価端数処理 
	備考 
	［単価照会］ 







	4.pdf
	単価を設定する 
	製品出荷時は、当社での修正を加えて出荷しています。したがって、当マニュアルの単価表示と異なっている場合があります。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［マスター保守］→［単価設定］を選択します 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	単価種別、工程、単価種類、（形式）、項目を選択します 
	単価マスター関連図 


	企画単価マスター 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［マスター］→［単価設定］をします 
	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	単価種別を選択し、［企画］を選択します 

	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	単価種類、単価項目を選択します 

	４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	単価表を編集します 
	 
	［編集］、［オプション］メニューの操作 

	５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	ファイルメニューより単価表を印刷します 
	 
	ボタンの説明



	制作単価マスター 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［マスター］→［単価設定］を選択します 
	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	単価種別を選択し、［制作］を選択します 

	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	単価種類、単価項目を選択します 

	４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	単価表を編集します 
	 
	［編集］、［オプション］メニューの操作 

	５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	ファイルメニューより単価表を印刷します 
	 
	ボタンの説明



	製版単価マスター 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［マスター］→［単価設定］を選択します 
	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	単価種別を選択し、［製版］を選択します 

	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	単価種類、単価項目を選択します 
	アナログ製版とデジタル製版について 


	 ４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	単価表を編集します 
	製版ランク区分 

	 
	［編集］、［オプション］メニューの操作 
	難易度ランクを設定した場合 


	５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	ファイルメニューより単価表を印刷します 

	 
	ボタンの説明

	６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	写真分解の分解料について 

	７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	分解後のサイズによって単価分けをする必要がある場合 
	単色網撮について 


	８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	分解後のサイズが単価設定に関係しない場合 



	ＤＴＰ単価マスター 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［マスター］→［単価設定］を選択します 
	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	単価種別を選択し、［ＤＴＰ］を選択します 

	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	単価種類、単価項目を選択します 

	４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	単価表を編集します 
	 
	メイクアップ料を基本加算ランクで使用する場合 
	［編集］、［オプション］メニューの操作 


	５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	ファイルメニューより単価表を印刷します 

	 
	ボタンの説明



	刷版単価マスター 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［マスター］→［単価設定］を選択します 
	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	単価種別を選択し、［刷版］を選択します 

	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	単価種類、単価項目を選択します 

	４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	単価表を編集します 

	５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	  ファイルメニューより単価表を印刷します 

	 
	ボタンの説明

	７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	フォーム刷版について 

	８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	ＰＳ版の場合 

	９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	樹脂版の場合 

	10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	減感版の場合 




	spchap5-1.pdf
	問い合わせたい時 
	不具合や解決できない疑問が発生したら，お知らせください。 
	誠意を持ってお答えします。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	http://www.olv.co.jp　にアクセスする 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	株式会社オリーブへ行く 


	マスターを印刷したい 
	各種マスターを一括で印刷します。単価と用紙マスターは個別のマスター画面からも印刷可能です。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［スタート］→［プログラム］→［ﾐﾂﾓｻﾋﾟｴﾝｽ］から［マスター印刷］を選択します 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	単価マスターを印刷する場合［単価］を選択します 
	出力範囲の指定


	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	出力範囲設定後、［印刷］をクリックします 
	印刷設定
	ボタンの説明



	４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	用紙マスターを印刷する場合［用紙］を選択します 
	出力範囲の指定
	並び順の指定 
	印刷内容 



	５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	出力範囲設定後、［印刷］をクリックします 

	６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	仕様項目マスターを印刷する場合、［仕様項目］を選択します 
	出力範囲の指定
	出力オプション 



	７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	メニュー項目マスターを印刷する場合、［メニュー項目］を選択します 
	出力範囲の指定
	出力オプション



	８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	加工折り形式マスターを印刷する場合、［加工折り形式］を選択します 
	出力範囲の指定
	出力オプション



	９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	他の印刷処理はすべて前記手順「３」の画面が表示されます 



	データベースを最適化したい 
	データベースの不必要になったアキ領域を解放したり断片化されたデータを整理すると、ディスク領域の節約につながりパフォーマンスも改善されます。 
	プリントサピエンス上でサーバー接続としてお使いの場合、この処理は必要ありません。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［スタート］→［プログラム］→［ﾐﾂﾓｻﾋﾟｴﾝｽ］から［ＤＢ最適化］を選択します 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	最適化を開始します 

	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	最適化の処理が終了します 



	データベースを修復したい 
	もしお使いのコンピュータで、さぴえんすグループのどのプログラムも起動しなくなったり、マイクロソフトのＡＣＣＥＳＳでもデータベースがみられなくなったりした場合、データベースが壊れている可能性があります。その場合はデータベースの修復を行ってみてください。 
	※プリントサピエンス上でサーバー接続でお使いの場合は必要ありません。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［スタート］→［プログラム］→［ﾐﾂﾓｻﾋﾟｴﾝｽ］から［ＤＢ最適化］を選択します 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［修復処理開始］ボタンをクリックします 

	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	メッセージに応答します 

	４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	修復された場合はメッセージが出ます 



	単価種別をコピーしたい 
	みつもさぴえんすはＡからＺまで26種類の単価マスターを登録できます。営業割増率の設定、原単価についての説明を一読いただき、この単価コピーをご活用ください。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［スタート］→［プログラム］→［ﾐﾂﾓｻﾋﾟｴﾝｽ］から［単価コピー］を選択します 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	ＡをＢにコピーする場合 

	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	複写対象、率指定を行い、[開始]をクリックします 
	処理対象単価表の指定 
	割増率 
	単価種別一覧① 



	４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［開始］でコピー処理を開始します 



	単価マスターを追加したい 
	単価マスターに追加する手順を説明します。 
	１．［仕様項目］を登録 
	２．［単価メニュー項目］を登録 
	３．［単価マスター］を登録 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［プログラム］→［ﾐﾂﾓｻﾋﾟｴﾝｽ］から［マスター保守］を選択します 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［仕様項目］を追加します 

	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	単価メニュー項目に、作成した仕様項目を登録します 

	４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［単価設定］から作成した作業項目名を選択します 

	５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	白紙の単価表が表示されたら、必要な項目を入力します 



	見積書をプレビューしたい 
	プレビュー画面を使うと、見積書がどのように印刷されるか事前に確認することができます。プレビュー画面を表示する場合は、次のように操作します。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	ツールバーの［ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ］か、メニューバーの［ﾌｧｲﾙ］-［ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ］を選択します 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	確認画面の［ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ］ボタンをクリックします 

	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	共通プレビュー画面を表示します 
	機能ボタンの説明




	見積書をメール送信したい 
	プレビュー画面から見積書をPDF添付メールとして配信することができます。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	ツールバーの［ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ］か、メニューバーの［ﾌｧｲﾙ］-［ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ］を選択します 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	共通プレビュー画面の表示します 



	行を編集したい 
	見積基本仕様や各工程明細の行編集の方法を説明します。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	入力行を表示します 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	編集したい行の行番号をクリックして選択状態にします 

	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	マウスの右ボタンをクリックするか、行編集メニューをクリックします 

	４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	メニューから編集内容を選択します 

	５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	入力行の最大行について 



	クワエの自動計算を調整したい 
	印刷機の設定画面でクワエ等を設定してありますが、クワエ等をわずか１、２ミリ削れば面取りがよくなることがあります。このような場合、有効幅を設定しておくと、その範囲内で面付けをシミュレーションします。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	マスター保守メニューから［自動計算条件］を選択します 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	左上のクワエ調整を設定します 



	製版の面付け数を初期設定したい 
	仕上判型の設定画面に登録してある判型に従って、見積画面の仕上判型名と寸法が表示されます。新たに固有の仕上判型を登録する場合に設定してください。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［マスター保守］→［仕上判型］を選択します 



	変形サイズを見積もりたい 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	見積基本画面の仕上判型検索を開きます 
	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［規格外］を選択し、画面右下の縦寸法、横寸法を入力します 
	規格サイズと若干異なるが、判型は規格名を使用したい場合 


	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	見積基本仕様画面で製版サイズを設定します 

	 ４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	製版サイズが規格外の場合の単価取得方法について 
	例えば製版の場合 




	ＰＰ加工を見積りたい 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	部品の見積計算終了後、［付加加工］ボタンをクリックします 
	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	付加加工の仕様画面で加工内容を指定 



	手動で計算したい 
	すべてを手動で入力して見積書を作成できます。 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	「みつもさぴえんす」基本画面右上のモードを手動に変更します 

	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	基本仕様に品名、部数、仕上判型を指定します 

	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	基本仕様を入力します 

	４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	各工程の内容を工程タブ内の詳細画面または見積明細一覧画面で、手動追加入力します 



	ダイレクト製版で印刷したい 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	見積基本仕様画面の印刷形式のボタンをクリックします 
	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［印刷形式］ボタンからダイレクトを選択し、版種類も指定します 



	チラシを輪転で印刷したい 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	見積基本仕様画面で［印刷形式］ボタンをクリックします 
	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［印刷形式］ボタンから輪転を選択し、［シート出し］、［折り出し］を指定します 



	ＤＴＰで見積もりたい 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	マスター保守の見積画面設定でＤＴＰ単価を使用する設定が必要です 
	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	見積基本仕様画面で製版形式に［デジタル製版］を選択します 



	ベタ刷り印刷をしたい 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	見積基本仕様画面の［色数内訳］ボタンを選択します 
	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	表または裏に指定したいベタを設定します 



	校正刷りを増やしたい 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	見積基本仕様画面の［色数内訳］ボタンをクリックします 
	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	校正枚数を入力します 

	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	［ＯＫ］で戻ります 





	spchap5-2.pdf
	特色で印刷したい 
	１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	見積基本仕様画面の［色数内訳］ボタンをクリックします 
	２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	特色情報を最大８種類まで設定が可能です 

	３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
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