
補償業務のパートナー

ＳＡＣＯＭ

快適、迅速、汎用を取り備えた補償業務のサポートシステム

弊社（エスエイピー）は、創業４５年以上続くソフトウェア会社です。
補償業務向けのパッケージソフト（SACOMシリーズ）を開発しています。



「スピードと汎用性」が
「笑顔と成功」の近道につながる。

全システム同入力方法で、頻度の高い言葉・計算式はマスタから選択するの
み。マスタ化することにより多人数の担当者の入力統一を図ることが出来ます。
また予め基本ﾃﾞｰﾀ入力で多数の単価が選択されている状態、あとは確かめ
のみです。工事損害調査システムは調書と写真台帳と連動しているため二度
手間がなく即写真台帳に印刷可能です。

～スピード～

各起業者によって違う端数処理も無限大に登録可能、毎回設定変更する必
要がありません。また数量計算式等で必要な長い計算式も無限大に可能、数
字の根拠も計算式に混在しても計算されるのでチェック時と起業者への配慮
を行うことが出来ます。また非木造補償積算システムに関しては見積書・代価
表・工損算定書・特殊建物（土蔵）など別用途にも使用できます。

～汎用性～

専用システムのためスピードは必要不可欠に求められるもの。しか
し汎用性となると専用システムでは融通がきかないと、よく耳にしま
す。弊社補償業務システムはお客様の業務を快適且つ円滑に作業
してもらうために多種多彩に汎用性機能を搭載しております。現
ユーザー様は成果品提出の早さと見やすさで各起業者に大変喜ば
れております。
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今、木造補償積算システムに求められている機能

クリックすればOK

ｆｏｒ Ｗindows
木造補償積算システム

ＳＡＣＯＭⅠ

資材単価
複合単価
合成単価

１

標準書記載単価は歩掛りをもとに複合された単
価ですので、建物によっては登録されてない単価
も発生します。ＳＡＣＯＭⅠは資材・合成単価を登
録し調査・直工費で使用できます。

資材・合成単価が登録可能！

各操作の切り替えは画面左のシステムメ
ニューで行います。システムメニューは常に表
示されているため作業したい項目をクリックす
ると瞬時に画面が切り替わります。

操作しやすいシステムメニュー

積算ﾃﾞｰﾀをＥｘｃｅｌ書類に変換

各メーカーの積算システムで作られたデータは
他のシステムで見る事は出来ませんが、Ｅｘｃｅｌ
形式で出力すると発注者 のパソコンでも閲覧が
可能になります。

仕上（外･内部）は別用紙にて

様式１から様式９までの標準様式のほか、細
かな調査状況が表現できる外部・内部の仕上表
を別に用意しています。また合成単価表も使用
した単価のみ印刷することもできます。



棟概要入力画面

仮設計算書画面 軸部計算書画面

基礎計算書画面 （布基礎） 基礎計算書 （布仕上）

棟概要で予め入力すると各計算書に反映されます。仮設・軸部・労
務・布仕上は単価が表示されておりますので、確認するのみとなっ
ております。布基礎・束石は下図の赤枠の中から選択するだけで、
単価が表示されます。樋・塗装・建築設備は数量が表示されていま
すので、単価を選択するのみとなります。これらの作業により単価
を探す手間と数量の入力を省きます。

各計算書画面

棟概要データから各計算書に自動的に単価が選択！ ２



面倒なガラスの差し引きは瞬時に！

建具・仕上計算書は楽に！

煩わしい建具は単価を探さずに！

多量の建具を単価の中から探して登録するのはとても大変です。
単価探索を減らすためアルミサッシ・木製建具については記号・網
戸・木製品等を選択するだけで単価が瞬時に表示されます。煩わし
い建具単価を快適に打ちこめる機能となっております。

建具登録

建具のなかで特に面倒なのはガラスの差し引きです。一々計算式
を入力して差し引きすると時間のロスが生じます。そのロスを減ら
すため単価行にガラスの差し引きが有を選択します。するとその単
価の規格ガラスが表示されますので使用ガラスを選択するのみと
なります。集計は自動計算されます。

仕上登録

仕上の計算式を楽に！

各部屋の長さ・壁高を予め入力しておくと壁面積・壁周長・伏面積
が自動的に計算式（左図の緑枠）を作り上げます。あとは内壁・床・
天井のそれぞれに必要な計算式を選択するのみとなります。 ※複
雑な計算式の手入力・文字の混在も可能です。

建具控除も楽々！

仕上を埋め込んだ後は建具の控除に時間がとられます。予め登録
されている建具を表示させ、選択するだけで控除計算されます。ま
た建具が複数の仕上にかかっている場合でも“[建具番号]の一部”
といった言葉も自動にだすこともできます。数量根拠がはいります
ので、各起業者は大変喜んでおられます。
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操作の流れはこんなに簡単！

①物件名を登録します。
②物件概要を入力します。

③建物概要、基本・調査データを入力します。

④各計算書を入力します。

⑤建具データを入力します。

⑥仕上（外･内部）データを入力します。

⑦数量データと単価を掛け合わせて
工事費計算書を作ります。

⑧工事費が計算されて結果が表示
されます。※推建費一覧も表示

⑨調査書等印刷・Excelデータへの変換をします。

４



出力帳票の一目でわかる数量根拠

①壁長・壁高・率では対応できない複雑な計算式は枠をはずして表示させることができます。枠に入りき

らない計算式は別紙計算書参照と表示され「木造建物数量計算書〔その他〕）に表示されます。

②補修部分と補修率を表示させることができます。

③仕上のなかに建具の一部分がうめこまれているときに“[建具番号]の一部（計算式）”が表示されます。

言葉の変更や表示をさせないこともできます。

木造建物数量計算書〔外壁〕 一部分

①

②

③

④

④様式どうりに書式をあわせなければならない場合は壁長・壁高・率に入る計算式を作ります。木造
建物数量計算書には様式の形で表示されますが数量根拠が表示されませんので、仕上計算書に
表示できるようにしてあります。
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今、非木造補償積算システムに求められている機能

数量計算書、特に仕上げの計算書は数字の
根拠を書き込んでおかないとチェック時に非常
に手間取ります。ＳＡＣＯＭⅡはすべての数量計
算書にこの機能をつけてあります。

計算書は数字・文字が混在してもOK

クリックすればOＫ

資材単価
鉄骨単価
複合単価
合成単価

標準書記載単価は歩掛りをもとに複合された
単価ですので、建物によっては登録されてない
単価も発生します。ＳＡＣＯＭⅡは資材・合成・鉄
骨単価を登録し各数量計算書・内訳書で使用し
ます。

資材・合成・鉄骨単価が登録可能！

ｆｏｒ Ｗindows
非木造補償積算システム

ＳＡＣＯＭⅡ

各操作の切り替えは画面左のシステムメ
ニューで行います。システムメニューは常に表
示されているため作業したい項目をクリックす
ると瞬時に画面が切り替わります。

操作しやすいシステムメニュー

本システムの用途は非木造建物の積算システ
ムとなっていますが、ユーザーは見積書・代価
表・工損算定書・特殊建物（土蔵）など別用途に
使用されています。

別な用途に使用してください！
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構造用途によって決まる単価を自動に！

各変換設定画面

変換設定とは構造用途によって同じになる単価を何度も入力しなくてすむ機
能となっております。また数量も統計値等で決まっているものに対しては数量
が表示されている状態となっております。単価と数量が自動表示されるのは
「直接仮設」「土工・地業」「コンクリート」「鉄骨」「電気設備」「給排水設備」「空
調設備」「解体」「廃材処分費」「発生材」となります。ここまで自動に表示され
ますので、残りの主な部分は建具・仕上となります。

変換された仮設内訳書画面

①

②

変換されてきた画面となり
ます。①の数量の計算式
が②の計算式となります。
基本的な数値に関しては
自動に根拠の文字が表示
されます。

計算式も自動表示！
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鉄骨の１本拾い、建具の案分、仕上を楽に！

鉄骨計算書画面

統計値ではひろえない、鉄骨の一本びろい！

ガソリンスタンドのキャノピー部分やパチンコ店の立体駐車場等の
統計値ではひろえないものも一本びろいできます。

建具計算書画面

建具の案分計算も楽々！

案分計算は案分率有を選択し単価を選択します。実測値が表示さ
れますので計算式の数値を変えるのみで案分率が表示されます。
内訳書にも反映されます。

仕上計算書画面

計算式に文字・根拠計算式の混在が！

計算式のなかに数量の根拠として文字・計算式を入力しても、目的
とする数量は変わりません。この混在により起業者からの問い合わ
せが少なくなったとユーザー様に喜ばれています。

仕上の計算式を楽に！

各部屋の長さ・壁高を予め入力しておくと壁面積・壁周長・伏面積
が自動的に計算式（左図の緑枠）を作り上げます。あとは内壁・床・
天井・巾木のそれぞれに必要な計算式を選択するのみとなります。
※複雑な計算式の手入力・文字の混在も可能です。

８



操作の流れはこんなに簡単！

①物件名を登録します。
②物件概要を入力します。

③建物概要、統計値データを入力します。

④各計算書を入力します。
⑤建具データを入力します。

⑥仕上（外･内部）データを入力します。

⑦数量データと単価を掛け合わせて
内訳書を作ります。

⑧内訳書が計算されて結果が表示
されます。

９

⑨成果品を印刷、又はExcel出力します。



案分率・割増処理計算
式・単価の出典名称等
が表示できます。

１０出力帳票の一目でわかる数量根拠

数量計算式の中に、数値
の根拠名称・数値の根拠
計算式が表示できます。

長い計算式もわかり
やすく表示できます。



今、工事損害調査システムに求められている機能

各操作の切り替えは画面左のシステムメ
ニューで行います。システムメニューは常に表
示されているため作業したい項目をクリックす
ると瞬時に画面が切り替わります。

調査表に記載されているすべての損傷状況の
種類と数を集計する作業は簡単なようで実は大
変なことです。この機能があるとないのとでは大
きな違いがあります。

ｆｏｒ Ｗindows
工事損害調査・工事写真台帳システム

ＳＡＣＯＭⅢ

操作しやすいシステムメニュー

部屋名・損傷状況・損傷種類・仕上材種類など
建物が換っても使用する名称は同じなのでそれ
らの名称は予め登録しておき必要時にウィンド
ウで表示させ選択します。

使用する名称はすべて登録！

損傷状況の集計もワンクリック

調査データがExcel出力できますので様式・文字
変更等の修正が可能となります。
発注者からの様々な納品指示も対応できます。

Excel出力可能

１１



出力帳票

調査書入力画面 必要に応じマスタデータ
が表示されます。

写真フォルダ確認修正画面

調査書データより
１段目；調査番号
２段目；部屋名
３段目；部位名
４段目；仕上名
５段目；損傷種類
６～８段目；損傷状況
９段目；備考

のデータが自動転送さ
れます。

※呼び込み順の変更
も可能です。

もちろん手入力による追
記・変更が可能です。

各段毎に文字色・文字種・
フォントの指定が可能です。

部屋名称、各部名称、仕上材、損傷種
類、損傷状況、備考についてはマスタ
からの選択ができるため、漢字入力等
の煩わしさから開放されます。

写真台帳

帳票と同じデータが写真
台帳に出力されます

帳票はExcel出力、写真はデジタル管理可能となっております

建物等調査一覧表

損傷調査書

レベル測定調査書

Excel出力が可能なため
形式・文字変更等の修正
ができます。

Excel出力可能な様式
は複数タイプを御用意さ
せて頂いております
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①工事概要を入力します。
②所有者データを入力します。

③建物概要を入力します。

④損傷調査（内・外部、工作物、
建具）を入力します。 ⑤傾き（柱、敷居）測定を入力します。

⑥レベル測定を入力します。

⑦損傷状況を自動計算で表示させます。

操作の流れはこんなに簡単！

⑧写真フォルダで損傷調査・傾き・
レベルのデータを呼び込みます。 ⑨調査書等印刷・Exelデータへの変換。

そして写真台帳も印刷します。

取り込んだ写真データを損傷調査・
傾き等に仕分けします。

調査写真を見ながら損傷調査等を入力
します。写真の拡大表示も可能です。

写真フォルダで写真データ付きの
調査データを呼び込みます。

デジタル写真の場合

１３



■便利です。煩雑な写真データは、まず整理してから。

■ 予 め 選 択 し て あ る の で 調 査 表 入 力 が 。 と て も 簡 単
取り込んだ写真データの一覧を見ながらの入力が可能です。もちろん差し替えや挿入・
削除も可能です。

※上記サンプル写真は、敢えて公共性のある道路関連写真を使用してあります。

▼ こちらがデジカメ等より取り込んだ ▼ こちらが必要なデータのみが
全てのデジタルデータです。 選択されたデータです。

物 件

部 位

所有者

分類先選択機能で必要な写真データのみの選定と、さらにどの所有者のどこのデータかを

予め設定できます。調査データ入力時の煩雑さから解放されます。

１４



■出力前に再確認。
配置された写真データと調査書データの出力イメージが確認できます。
もちろん写真は、拡大して（写真部分をクリック）詳細を確認できます。（部分拡大）

▼写真をクリックして拡大したところ。マウスで範囲を囲って部分的に拡大することもできます。

■調査表類では、国土交通省タイプ、九州共通仕様書タイプ、太田川工事事務所タイプが加わります。

※上記サンプル写真は、敢えて公共性のある道路関連写真を使用してあります。
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上図が写真台紙形式（見開き）、下図が一覧形式の
２タイプを用意しております。

【起業者側のビューワーイメージ】
（納品されたＣＤ－ＲＯＭを見たときのイメージ）

１６



〒７３３－０８３４ 広島市西区草津新町1-21-35ミクシスビル5F
TEL ０８２－２７８－８５５５ FAX ０８２－２７８－８５５６
<URL>ｈｔｔｐs：//ｗｗｗ．ｓａｐ-ｈｒｏ．ｃｏm
<ＥｰＭａｉｌ>info＠ｓａｐ-ｈｒｏ．ｃｏ．ｊｐ

開発・販売元 お問い合わせ先

ＳＡＣＯＭⅢ

ＳＡＣＯＭⅠ 出力帳票リスト
●木造建物調査表 （様式第１）

●木造建物数量計算書〔外壁〕 （様式第２）

●木造建物数量計算書〔内壁〕 （様式第３）

●木造建物数量計算書〔床・天井〕 （様式第４）

●木造建物数量計算書〔金属製建具〕 （様式第５）

●木造建物数量計算書〔木製建具〕 （様式第６）

●木造建物数量計算書〔その他〕

●木造建物建築直接工事費計算書 （様式第９）

●木造建物建築直接工事費計算書［曳家工法］ （様式第２）

●解体直接工事費計算書 （様式第５号）

●数量計算書〔解体〕

●廃材運搬費・廃材処分費

●廃材量算定表

●合成単価表

●統計値数量表

●仕上表

●建具表

●屋根求積表

●仕上計算書〔屋根〕

●仕上計算書〔外部）

●仕上計算書〔内部〕

●仕上集計表

ＳＡＣＯＭⅡ

●本工事の概要書

●建物等調査一覧表 ※１

●建物等調査書（総括表）

●損傷調査書 ※１

●傾き測定調査書

●レベル測定調査書

●変状箇所一覧

●ラベル印刷（写真台帳横）

●写真台帳チェック印刷

●写真インデックス印刷

●写真台帳形式印刷（デジタル写真）

●写真台帳文字直接印刷

●デジタル写真データ出力（ＸＭＬ）

●ポケットシート印刷（写真台帳差込型）

写真台帳印刷関連

出力帳票リスト

出力帳票リスト＆写真台帳関連

※１ 地盤変動影響調査算定要領対応

●総括表（表紙）

●総括表（補償額積算内訳書）

●内訳書（表紙）

●内訳書（建築）（解体）（廃材処分費）（発生材）（汎用）

●数量計算書（建築）（解体）（廃材処分費）（発生材）（汎用）

●コンクリート計算書（柱）（梁）（床）（壁）（屋根）（土間）（雑）

●建具計算書（外部）（内部）

●建具集計表（外部）（内部）

●仕上計算書（外部） ※位置別、又は部位別

●仕上計算書（内部） ※部屋別、又は部位別

●仕上集計表（外部）（内部） ※部位別

●現場合成単価（一覧）（詳細） ※チェック用

●統計値数量表

●廃材量算出表

●発生材集計表

●鉄骨計算書

●鉄骨集計表

●合成単価表（使用分）


