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株式会社ミッドウェーソフトウェアデザインズ

ソフトウェアの主な特徴
配管工事用の積算・見積書を作成するソフトウェアです。 
数量調書（拾い出し）からの自動集計、歩掛計算、複合単価管理に対応。 また新たに代価表印刷、法定福利費
の算出にも対応。 数量調書からの自動集計に、加工モードも追加。金属加工の積算にもご利用いただけます。

無料カスタマイズだから、導入後運用できなかった事例はなし

数量調書(TFAS可)→数量調書集計→見積書作成 
配管材、配管付属品・器具は、複合単価を使用することができます。 また、
数量調書（拾い出し）→数量調書集計→見積書作成という手順で使用する事
ができ、サイズ毎のソートなど、配管工事の見積書作成に効果を発揮します。

配管工事専用の入力画面 
配管材専用の入力画面が装備され、データの入力は管種とサイズをクリック
するだけでスピーディなデータ入力が可能。数量入力用テンキーを装備し、
マウスだけで操作できます。

TFAS・DXFデータの取込 
Tfasファイルから数量調書へデータの読み込みが可能。複合単価データとの単
価照合、歩掛集計、数量まとめなど自動集計。自動集計、見積書のフォーマッ
ト等のカスタマイズは無償アップデートの範囲で承っております。

建設物価データ、標準歩掛　複合単価管理に対応 
建設物価データ(一般財団法人　建設物価調査会様)に対応。あらかじめセット
されている歩掛データを利用することで、ご導入後すぐに積算業務の標準化、
効率化を図ることができます。



メイン画面 
・入力パネル、積算パネル、宛先パネルの3分割のデザインです。 
・入力パネル、宛先パネルは左右どちらにでも配置できます。また非表示にすることもできます。 
・画面の配色はホワイトベースにも変更できます。 
・名称と仕様をわけることもできます。前の行と名称が同じ時、省略することも可能です。 
・見積は自動連番で採番可能



ライトモードとダークモード 
・画面配色は2種類から選択できます



数量調書画面 
・配管材専用の入力画面が装備され、データの入力は管種とサイズをクリックするだけでスピーディなデータ入力が可能です。 
・また、数量入力用テンキーを装備し、マウスだけで操作できます。  
・もちろんエスティメイトの特徴である歩掛も管種、サイズ毎に使用できます。 
・単価は、複合単価と通常の材料単価（提出単価）から選択、数量調書（拾い出し）時は集計時に選択できます。 
・数量調書のように数量を”1.7+3.1+5.2+4.2・・・”といった複数一括入力も可能です。

数量入力→集計ボタン→労務費、支持金物等自動算出、集計、自動ソート→積算書作成



複合単価管理管材版をバンドル 
・配管材の単価を登録します。複合単価が利用可能です。機械設備工事積算実務マニュアル単価PDFの取込、WEB建設物価のダウンロードデータと標準歩掛を同時に取込に対応 
・細目は、屋内一般、機械室、屋外架空、地中配管のセットをあらかじめ登録済みです。 
・配管付属品・器具は付帯単価名と算出方法（単価加算、資材乗算等）を設定できます。 
・労務費は、歩掛を使用するか単価を使用するか設定できます。 
・ファイルによるバックアップ、リストアが可能。建設物価を地域別に切り替えて利用する等に便利です。



複合単価管理器具付属品版をバンドル 
・配管付属品・器具の単価を登録します。複合単価が利用可能です。機械設備工事積算実務マニュアル単価PDFの取込、WEB建設物価のダウンロードデータと標準歩掛を同時に取込に対応 
・付属品・器具を分類分けした上で登録できます。 
・付帯単価名と算出方法（単価加算、資材乗算等）を設定できます。労務費は、歩掛を使用するか単価を使用するか設定できます。  
   (1)複合要素 1.資材 2.※付帯単価1(自由指定) 3.※付帯単価2(自由指定) 4.労務費 5.はつり補修 6.その他  
   (2)単価計算について [掛率指定] 提出=定価X掛率　原価=定価X掛率 [直接入力] セルに直接入力  
       付帯単価1 ※いずれかを選択 ・単価加算 ・資材乗算 付帯単価2 ※いずれかを選択 ・単価加算 ・資材乗算 ・(資材+付帯1)乗算 
   (3)有効桁について [単価計算] 1、10、100、1000、有効3桁、有効4桁  
     ※複合要素計算途中の有効桁数指定可 [端数処理] 切り上げ、切り捨て、四捨五入 ※有効桁、小数以下に対してそれぞれ指定可



印刷機能 
・HTML形式での印刷が可能です。これによりHTMLのコーディング方法でレイアウトの編集が可能です。 
・また、PDFの出力が簡単にできます。



諸経費・法定福利費算出 
配管材専用の入力画面が装備され、データの入力は管種とサイズをクリックするだけでスピーディなデータ入力が可能です。また、数量入力用テンキーを装備し、マウスだけで操作できます。 
もちろんエスティメイトの特徴である歩掛も管種、サイズ毎に使用できます。撤去や撤去再利用の場合に、歩掛を調節することができます。単価は、複合単価と通常の材料単価（提出単価）から
選択、数量調書（拾い出し）時は集計時に選択できます。



内訳一覧 
・内訳階層は3段 
・内訳ページにも単価入力が可能 
・特記事項入力 
・消費税、法定福利費入力



ファイル(見積)一覧 
見積書データを管理します。下書き、不成約、提出済等のタグをつけることができます。



請求書の発行と受入金額の管理が可能です 
・見積書データから、請求書の発行ができます。 
・複数の見積書を一つにまとめての請求書作成  
・明細を現場名と工事名称に変換しての請求書作成



鋼材・DXF(TFAS)対応 
Tfasファイルから数量調書へデータの読み込みが可能です。 
複合単価データとの単価照合、歩掛集計、数量まとめなどは自動集計されますので、見積書作成作業の軽減が可能です。  
自動集計、見積書のフォーマット等のカスタマイズは無償アップデートの範囲で承っております。  
公開しているエスティメイトは汎用版ですが、御社専用にカスタマイズした後は、相当なパフォーマンスが期待できます。 ぜひご利用いただきたいサービスです。
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対応OS Windows 10 /8.1 / 8 / 7 / Vista 
※Mac OSには対応しておりません。

CPU 1.0GHz Pentiumまたは同等クラスのプロセッサー以上

メモリ Windows10が快適に動作できる環境

ディスプレイ 1920×1080以上の解像度で色深度32bit True Color以上の表示をサポートしている環境

空き容量 1GB以上の空き容量（インストール時） 　別途データを保存するための空き容量が必要です。

プリンター 対応OS上で正常動作する A4 / B5 サイズに印刷可能な　レーザープリンターもしくはインクジェットプリンター

インターネット接続 インターネット接続環境は必須ではありませんが、本ソフトのヘルプ（取扱説明書）、最新情報の確認、アップデートを行う際にはインターネット接続環境が必要です。

対応用紙 A3 / A4 / B5 サイズ

その他 本ソフトを運用された結果の影響につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。 
本ソフトを著作者の許可無く賃貸業等の営利目的で使用することを禁止します。 
改造、リバースエンジニアリングすることを禁止します。

ソフトウェア構成 ・機械設備、配管工事用見積ソフト本体 
・複合単価管理ソフト　管材版(通常の単価管理でも使用)　建設物価、設備マニュアル単価データ取込機能 
・複合単価管理ソフト　器具版(通常の単価管理でも使用)　建設物価、設備マニュアル単価データ取込機能 
・見積印刷プログラム 
・諸経費算出プログラム 
・法定福利費算出プログラム 
・コード単価、プログラム仕様単価プログラム 
・鋼材計算、重量算出プログラム 
・TFAS DXF取込プログラム

帳票 ・内訳付積算書(無償カスタマイズ可) 
・単票積算書(無償カスタマイズ可) 
・複合単価表　管材 
・複合単価表　器具 
・見積一覧表

商標について Microsoft、Windows、Windows 10、8.1、8、7、Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録標または商標です。 
Pentium はアメリカ合衆国および他の国におけるIntel Corporationの登録商標または商標です。 
その他記載されている会社名・団体名及び商品名などは、登録商標または商標です。 
本製品は、ミッドウェーソフトウェアデザインズのオリジナル製品です。

エスティメイト7.7.7.X仕様
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495,000円(税込)

機械設備、配管工事版 
見積積算ソフトESTIMATE EX77

社員様用10ライセンス含む 
建設物価単価最新号付 
無料カスタマイズ 

ご訪問によるセットアップ 
ZOOMでのオンラインサポート

825,000円(税込)

配管工事・ダクト工事統合版 
見積積算ソフトESTIMATE DXE77

社員様用10ライセンス含む 
建設物価単価最新号付 
無料カスタマイズ 

ご訪問によるセットアップ 
ZOOMでのオンラインサポート

10,000円(税込)

オプション 
データ共有サーバー(月額)

オプションサービス 
積算、単価データを遠隔で共有 

WEBサーバー 
10台のエスティメイトから接続可

標準　配管工事版 ダクト工事も必要な方はお得 営業所間でデータ共有

価格とご購入の特典 
・単価登録作業代行(初回分)　建設物価(ご購入時の最新版)やメーカ単価表なども承ります 
・御社の見積書式(印刷用スタイルデータ)を3種類作成いたします。エクセル、画像等でお送りください 
・エクセルへの積算データの流し込み機能の追加 
・御社が作成されたエクセルの見積データの所定場所に、本ソフトウェアのデータを流し込みます。印刷のレイアウト調整がエクセル上で可能となります。 
・カスタマイズを無償バージョンアップとして承ります。 
・CADWe’ll Tfasなど他社製ソフトウェアとの連携なども承ります。 
・訪問によるセットアップ、ご導入操作説明。
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ご送金方法

銀行振込の場合 
 
店名 三井住友銀行　天満橋支店　店番 131 
口座番号 普通口座 1563463 
口座名義 株式会社ミッドウェーソフトウェアデザインズ 
 
※振込手数料は恐れ入りますがご負担願います。
「24時間即時入金開始」に対応しております。
平日、休日、夜間のご送金にもパスワードの発行対応いたしております。
 
送金上のご注意 
確認取れ次第こちらからライセンスパスワードをメール致します。
送金後はホームページの送金連絡フォームよりご連絡ください。
以下の内容をメールにご連絡頂いても結構です。
連絡して頂かないとパスワードをメールできませんので、必ずご連絡をお願いいたします。
ご連絡頂いたメールの返信アドレス（メールソフトにて設定したご自分のメールアドレス） 

の間違いでパスワードをお届けできない場合がよくありますのでご注意ください。

クレジットカードをご利用の場合 
 
下記URLにアクセスするか、下記QRコードにてアクセスの上、お申し込みください。 
https://midway-software-designs.square.site/product/-ex7-/14?cs=true  
 
ソフトウェアの[MENU2]→[クレジットカードでのご購入]からもアクセスできます。 
 
セキュリテイの高いSQUARE社のカード決済システムを利用しています。

https://midway-software-designs.square.site/product/-ex7-/14?cs=true
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株式会社ミッドウエーソフトウェアデザインズ 
Midway Software Designs 
〒530-0011　 
大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪北館  
ナレッジキャピタル 8階 COLLABO OFFICE K-815号室 
TEL:06-6136-3808 
http://www.midway-software.net 
Mail-To office@midway-software.net

会社概要

Knowledge Innovation Award 受賞


