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先行予約・リリース 
キャンペーン

ご  案  内  商  品
●CRAFT CAD Ver.10
●CRAFT CAD Base Ver.10
●見積CRAFT 2020
●見積CRAFT Light 2020
●見積CRAFT Light オプション 2020

●CRAFT 材料拾い 2020
●CRAFT 材料拾い オプション 2020
●CRAFT各商品のバージョンアップおよびグレードアップ
●電気設備工事施工要領PDF・CADデータ
●eco労師

【松山】 〒791-8021 愛媛県松山市六軒家町1番13号 
TEL.089-925-1107  FAX.089-946-5000

【東京】 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目18-16 住友浜松町ビル9F
TEL.03-3434-3883  FAX.03-3434-3879

NEWバージョン
リリース

2020年
2月14日

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、「CRAFTシリーズ」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、来たる2月 14日に「CRAFTシリーズ」が
さらなる機能・操作性の向上を実現しバージョンアップします。
それに伴いお得な先行予約・リリースキャンペーンを実施いたしますので、
この機会にぜひ、バージョンアップ、グレードアップ並びに新規導入、増設を
ご検討くださいますようよろしくお願い申し上げます。
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キャンペーン期間

2020年 2020年
3/31火1/15 水

シリーズ



2020年1月15日（水）～2020年3月31日（火）期間キャンペーンのご案内

建築設備見積ソフト建築設備見積ソフト

空調・衛生 各100,000円（税別） 90,000円（税別）特別
価格

部材を選択、数量を入力するだけで見積書が完成！誰でも簡単見積ソフト！

電気

130,000円（税別） 117,000円（税別）特別
価格総 合

290,000円（税別） 261,000円（税別）特別
価格

RIBCデータ連携オプションセット

建築設備積算・見積ソフト建築設備積算・見積ソフト

電 気 総 合空調・衛生

各オープン価格

提出金額
シミュレーション

複合単価変換

値 入 調 書

注目！

高いコストパフォーマンス 高機能・簡単操作を両立！簡単プラス高機能な積算・見積ソフト！

200,000円（税別） 180,000円（税別）特別
価格

画面上でクリックすれば拾い表が完成！

茶 本 準 拠

多種のCADソフトでご使用可能です

簡単操作・手拾い感覚の材料拾いソフト!

電気・空調・衛生・耐震の技術計算に！

建築設備CADソフト建築設備CADソフト

207,000230,000円（税別） 円
（税別）特別

価格

これ１本で、電気・空調・衛生・建築のすべてに対応！簡単操作・低価格の入門用建築設備CAD！
D X F

DWG

JWW

New!
●PDFデータ（ベクトル形式）を読
込みCADデータに変換し、作画・
編集可能
●マルチディスプレイに対応
●シンボルを追加登録

New!
●基本機能の向上
●PDFデータ（ベクトル形式）見積
書の読込みに対応
●営繕積算システム「RIBC」書式の
読込みに対応
●共通費の算出機能の強化

New!
●基本機能の向上
●共通費の算出機能の強化

New!
●基本機能の向上
●拾い間違いの防止機能
●PDFデータ（ベクトル形式）を読
込みCADデータに変換し、拾い
作業が可能
●営繕積算システム「RIBC」との
連携※オプション

見 積 書

白本準拠

請 求 書

検 討 書

材料集計表

見 積 書

白本準拠

請 求 書

検 討 書

材料集計表

見積をご依頼ください。
特別価格にてご回答いたします。

建築設備技術計算ソフト
一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会

一般社団法人日本電設工業協会監修  電気設備工事

施工要領 PDF・CADデータ
PDF
DXF
JWW

ZDU

ZD3
ZDX

CB4

データ形式

書籍 ＋ データ（USBメディア）のセット商品

175,000円（税別）特別
価格オープン価格電気 空調 衛生 耐震

電気設備工事の施工要領書作成に！

「LED照明器具」普及に伴い
対象となる項目すべてを見
直し「二重床の配線器具の
取付」「監視カメラの取付」
等を新規追加

改訂
第3版

NEW
バージョン

NEW
バージョン

NEW
バージョン

NEW
バージョン

2019年7月 新バージョンリリース！ 建築設備設計基準（茶本）平成30年版準拠！

eco労師
電気

商品名 前バージョン「2016」からの機能アップ項目（電気抜粋）

●電路計算書

●構内情報通信網スイッチ能力計算書

●拡声設備増幅器定格出力計算書

●監視カメラ設備録画装置容量計算書

計算書式の若干の変更に対応しました。

計算書式の新規追加に対応しました。

計算書式の新規追加に対応しました。

計算書式の新規追加に対応しました。

●照明器具データの更新
照明器具をすべてLEDに更新し、最新の公
共施設用照明器具データを追加しました。
消費電力削減効果の評価も含めて大きく変
更しました。

●発電機計算
「順次投入方式」による計算の新規追加に
対応しました。

●テレビ端子電圧計算書
4K･8K用，ブースターのカスケード利用の
新規追加に対応しました。

47,500円（税別）特別
価格50,000円（税別）

注目

CAD
PDF

PDF
読込み

注目

PDF
オプション

注目

RIBC
オプション

注目

フリーダイヤル&リモート（遠隔操作）サポートサービスについて
最新バージョン「CRAFT CAD Ver.10」「見積CRAFT 2020」「CRAFT 材料拾い 2020」には、「フリーダイヤル＆リモート（遠隔操作）サポートサービス（以降、サポート
サービス）2年間（無料）」が付いております。サポート専門スタッフが電話サポートに加え、お客様のパソコンを遠隔で操作支援いたしますので、お客様のお困り事をス
ピーディーに解決いただけます。
また、ユーザー登録後2年が経過する商品につきましては、「サポートサービス2年間（無料）」の有効期限が満了いたします。この機会にぜひ、バージョンアップをご検討
ください。なお、現在お使いの商品を引続きご利用される場合は、「サポートサービス1年間延長（有料）」をご用意しておりますので、ご利用のお客様は弊社までお問い
合わせください。



価格表・申込書価格表・申込書

Base

電気 耐震衛生空調

□ 電気　　□ 空調衛生
ご希望の都道府県

※お持ちの商品がご不明な場合は、弊社までお問い合わせください。
※「オープン価格」の商品につきましては、販売会社もしくは弊社までお問い合わせください。

株式会社四電工　CAD開発部
TEL：089-925-1107

電気

Ver.10

Ver.10

オープン価格

オープン価格

オープン価格

￥100,000

￥100,000

￥130,000

ST-1 ￥90,000 
￥90,000 
￥108,000 
￥36,000 
￥36,000 
￥54,000 

￥13,500 
￥13,500 
￥45,000 
￥13,500 
￥13,500 
￥13,500 
￥27,000 

C-1

CB-1

¥207,000 

¥63,000 

ST-2
ST-3
LT-1
LT-2
LT-3
LO-1
LO-2
LO-3
LO-4
LO-5
LO-6

SD-1 ¥47,500 ¥40,000

LO-9
LO-10

LO-8

CZ-1

LO-7

￥230,000

￥70,000

¥180,000 ¥45,000 ￥200,000

￥180,000

￥120,000

￥120,000

￥60,000

￥60,000

￥180,000

￥180,000

￥90,000

要問合せ   

要問合せ   

￥90,000 
￥90,000 
￥117,000 

￥162,000 
￥108,000 
￥108,000 
￥54,000 
￥54,000 
￥162,000 
￥162,000 
￥81,000 

￥50,000

（全て税別価格）※別途消費税がかかります。

空調衛生

総合

電気

空調衛生

総合

複合単価変換 OP
シミュレーション OP
Excel・PDFデータ・RIBC書式見積読込み OP
Excelデータ マスタ読込み OP
マスタ複数モード OP
CADEWA連携 OP

RIBCデータ連携 OP

電気設備工事 施工要領 PDF・CADデータ　改訂第3版

積算資料単価データ

Base

標準価格商　　品　　名

その他

SD-2 ¥175,000￥180,000

CZ-2 ¥81,000 ￥90,000

SD-0 ¥38,000￥38,000

※いずれかに○印を
　付けてください。

※ご希望の商品にチェックを入れてください。

【注意】汎用機能のみで電気・空調・衛生・建築
コマンドはありません。

オプション（OP）

材料拾い OP

（ ）

マスタ自動同期 OP
マスタ自動同期 OP

材料拾い
オプション
（OP）材料拾い

材料拾い
材料拾い

RIBCデータ連携 OP材料拾い

￥216,000 
￥216,000 
￥252,000 
￥54,000 
￥54,000 
￥72,000 

【注意】ライセンス数
で費用が異なります。

【注意】ライセンス数
で費用が異なります。

【注意】材料拾いOPをお持
ちの方が対象となります。

¥67,500 

¥27,000 

グレードアップ価格バージョンアップ価格新規価格

新規ご購入の
お客様

CRAFT CAD Ver.4～Ver.9
CRAFT CAD Base Ver.6～Ver.9
見積CRAFT 2008～2018
（旧）電気設備工事 施工要領 CADデータ

CRAFT CAD Ver.10
CRAFT CAD Base Ver.10
見積CRAFT 2020
電気設備工事 施工要領 PDF・CADデータ

見積CRAFT PRO Ver.3

見積CRAFT Light Ver.6

見積CRAFT 2020

見積CRAFT Light 2020

現在お持ちの商品 バージョンアップ商品 現在お持ちの商品 グレードアップ商品

eco労師 2019

※掲載内容につきましては、予告なく変更する場合がございます。

※「詳細説明を希望」のお客様は、弊社担当よりご連絡させていただきます。

株式会社四電工 CAD開発部 FAX：089-946-5000またはFAX：0120-60-2421
必要事項をご記入の上、販売会社にお申し込みください。 なお、販売会社がご不明な場合は、弊社まで、FAXにてお申し込みください。

お客様からお預かりした個人情報は、お客様への商品情報やサービスのご案内，商品の発送，サポートサービス時におけるご連絡，その他お客様への有益な情報提供のために利用いたします。個人情報

貴社名

ご担当者

ご住所

TEL

FAX

E-mail

お支払方法
※ご希望のお支払方法にチェックマークをご記入ください。記載がない場合は代金引換で処理させていただきます。

□　代金引換　　　　□　銀行振込（商品に振込用紙を同封いたします）
注）代金引換および銀行振込の手数料は、お客様のご負担となります。

詳細説明を希望（見積）　

〒

商品番号 お申込み本数
C-1 A 1例：

フリガナ

フリガナ

（現在お使いのソフト）

（現在お使いのソフト）

詳細説明を希望（CAD）

New!

New!

New!



CRAFT CAD Ver.10

CRAFT 材料拾い 2020CRAFT 材料拾い 2020

見積CRAFT 2020

※掲載内容につきましては、予告なく変更する場合がございます。

注目機能バージョンアップダイジェスト

PDFデータへの対応注目機能
2

拾い間違いの防止注目機能
2

基本機能の向上注目機能
1

データ互換の向上注目機能
3

●PDFデータ（ベクトル形式）を読込み、
CADデータへ変換し、作画・編集が行
えます。

●AutoCAD:DWG,DXF
とJw_cad:JWWの最
新バージョンまで読込
み・書出しできます。

AutoCAD：DWG，DXF（AutoCAD2020まで）
Jw_cad：JWW（Jw_cad Ver8まで）
PDF（ベクトル形式）
AutoCAD：DWG，DXF（AutoCAD2020まで）
Jw_cad：JWW（Jw_cad Ver8形式）

読込
対応

出力
対応

詳しい内容は までwww.cadewa.com 「見積CRAFT 2020」「CRAFT 材料拾い 2020」
「CRAFT CAD Ver.10」では右記のＯＳに対応しています。

CAD・見積・材料拾い共通
対応ＯＳ

Windows 10（32Bit/64Bit）
Windows 8.1（32Bit/64Bit）
Windows 8（32Bit/64Bit）

営繕積算システム「RIBC」との連携※オプション
注目機能
4

PDFデータへの対応注目機能
3

●営繕積算システム「RIBC」の材料マスタ（CSV形式）をインポートして拾
い作業を行い、拾い結果をRIBC連携ファイル(内訳書数量データ交換書
式)にエクスポートできます。

①発注機関から貸与される材料マス
タをCSV形式にエクスポート

⑤内訳・明細書が完成

●PDFデータ(ベクトル形式)を読込み、
CADデータへ変換し、拾い作業が行
えます。

基本機能の向上注目機能
1

●明細書画面で、複数の材料を選択して一式明細を作成できます。

外部データ読込み機能の強化※Ｌｉｇｈｔではオプション
注目機能
2

●PDFデータ（ベクトル形式）見積書の読込みに対応します。また、複数シー
トのExcelデータ見積書の読込みが可能になります。

積算基準に準拠する共通費の算出機能の強化注目機能
3

●新営（新設）工事と改修工事 
　新営（新設）工事と改修工事を１物件として見積りできます。
●主たる工事と主たる工事以外の工事
　建築工事、電気設備工事、機械設備工事、昇降機械設備工事のいずれかを主たる工
事とし、主たる工事以外の工事も１物件として見積りできます。
●敷地の異なる複数工事 
　敷地の異なる（工期が異なる）複数工事を１物件として見積りできます。

❶PDF・Excelデータ読込み

❶共通費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費）算出機能の強化

●材工マスタ部材（市場単価）で見積書
を作成する際、各部材に市場単価補正
率を設定できます。
●部材マスタメンテナスで、各部材の市
場単価補正率を変更できます。

❷市場単価補正率に対応
●執務並行改修の条件で見積書を作成
する際、労務費に対し補正率を設定で
きます。
●部材メンテナンスで、各部材の工数に対
する執務並行補正率を変更できます。

❸執務並行改修補正率に対応

●営繕積算システム「RIBC」書式のPDFデータ（ベクトル形式）・Excelデー
タ見積書を読込み、自動で内訳・明細に振分けて見積書を作成できます。

❷営繕積算システム「RIBC」書式の読込み

基本機能の向上注目機能
1

●ケーブルラック上の拾いなど、
同一材料が複数ある場合、拾い
軌跡に“掛率”を設定し、拾いの
手間を省きます。

●拾い間違い防止のため、拾い対象の材料名称をマウスカーソル上に表示します。

表示する項目（施工場所、施工方法などの属性）をシート種別毎に設定できます。

営繕積算システム「RIBC」
②エクスポートしたCSVファイルを
「CRAFT 材料拾い」へインポート

③インポートしたマスタを使って拾い作業
④拾い表を連携ファイルに変換

CRAFT 材料拾い 2020

内訳数量データ交換書式

内訳・明細書

材料マスタ

一式にまとめたい部材を選択、
「一式明細」メニューをクリック
します

一式明細のタイトルを
設定します。

②LED照明器具などのシンボルを追加登録します。

ベクトル形式 複数シート対応 内訳・明細に振分け

ベクトル形式

ベクトル形式

①マルチディスプレイに対応し、複数のディスプレイ間で作画・編集できます。

異なる複数図面を、複数の
ディスプレイで開くことが可
能。図面間での複写等も
可能。

一式明細となります。

※RIBCデータ連携オプションで作成した拾い表データは、「見積CRAFT 2020」「見積
CRAFT Light 2020」見積書ファイルに変換できません。




