茨城県建設工事提出書類作成システムVer.7.0のご案内
（一社）茨城県建設業協会

この度（一社）茨城県建設業協会は、令和2年9月1日より『建設工事提出書類作成シ
ステムVer7.0（平成31年度版）』の 販売を開始致します。
このシステムは「建設工事必携 平成31年4月 茨城県土木部・企業局」に準拠した帳
票作成ツールです。 平成31年度の改定に伴い、プログラムのリプレースを行いました。
また、Windows10にも動作保証しております。
旧システム（平成26年度版）

新システム（平成31年度版）

【対応帳票一覧】

「出来形管理」

「品質管理」

・出来形管理図表(A4横)
・出来形管理表(A4横)
・舗装路面の平坦性測定(A4縦)
・出来形管理一覧表(A4横)

・砂置換法による土の密度試験(A4縦)
・平板載荷試験(A4縦)
・混合物温度、コアの厚さ・AS量・密度試験(A4横)

「主要材料」

・工事主要材料使用総括表(A4

・現場透水量試験(A4縦)

・ｺﾝｸﾘｰﾄのｽﾗﾝﾌﾟ・空気量・圧縮強度管理図(A4横)
・単位水量試験

・ﾃｽﾄﾊﾝﾏｰによる強度推定調査結果(A4縦)
・骨材のふるい分け試験(A4横)
・品質管理一覧表(A4横)

（操作性の向上及び実装機能)

・全画面の右下に閉じるボタンを追加。
・全画面にステータスバーの追加。（画面左下に日付、右下にEXEのVer表示）
・独自の帳票印刷を、Windows標準仕様に変更。
・違法コピー防止機能実装。
・サポート体制の強化。
（動作環境）
【OS】

Windows 10 (32bit版/64bit版)
Windows 8.1 (32bit版/64bit版)
【CPU】
1GHz 以上
【メモリ】
2GB 以上 (※)
【HDD】
空き容量 500MB以上（システムのインストールに必要な空き容量の目安です）
20GB以上のHDD 空き容量を推奨
【ディスプレイ】 1280×800 ピクセル以上の解像度
【ネットワーク】 ライセンス認証時はインターネット接続推奨

※その他、各OS のシステム要件に準じます。
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お申込日：

年

月

日

お申込書

FAX送信先：011-207-6222

下記 << 個人情報の取り扱いについて >> をご確認いただき、同意の上ご記入ください。※印は必ず記入してください。

ILL 茨城県建設工事書類作成システム 保守ユーザー申込書
会社名※

ILL-

会員番号
〒

送付先※
部署名※

役職

ご担当者名※

電話番号※

FAX番号※

<< 個人情報の取り扱いについて >>
・ご提供頂く個人情報は、保守サービスのご提供、サポート情報の提供、製品の改善、新サービスのご案内の目的にのみ利用いたします。
・一部業務において上記に示す利用目的の達成に必要な範囲内で他社に業務を委託する場合がございます。
・個人情報のご提供は任意ですがご提供いただけない場合上記に示す利用目的の達成が出来ない場合がございます。
・ダットジャパン株式会社が保有する開示対象個人情報について、利用目的の通知、開示、訂正、追加又は削除、利用の停止、消去又は第三者への提供の停止（以下、「開示等の
請求」といいます。）を請求することができます。なお、開示等の請求の手続きについての詳細は下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
・その他、個人情報につきましては、ダットジャパン株式会社のホームページをご確認ください。 http://www.datt.co.jp/
個人情報保護管理者 五十嵐 繁
個人情報に関するお問い合わせ先
ダットジャパン株式会社 管理部 個人情報保護担当
住所：札幌市中央区南3条西5丁目1番1 ノルベサ 5階

電話：011-207-6211

※ ご入金確認後の製品発送となります。

ご入金予定日

年

月

日

保守ユーザー向け 価格表（システム登録料）（税別）
協会員 非協会員
標準価格 標準価格

金額

数量

備考

①新規ライセンス（1L）

¥20,000

¥30,000

保守契約必須

②新規パック販売（3L）

¥32,000

¥48,000

保守契約必須

③新規パック販売（5L）

¥52,000

¥78,000

保守契約必須

④新規パック販売（10L）

¥92,000 ¥138,000

保守契約必須

⑤追加ライセンス

¥12,000

保守契約必須

⑥年間保守契約（サポート費含む）

¥18,000

1社当たり 1社当たり
（年間）
（年間）
\12,000 \12,000

合計金額＝￥

税別

※ご注意
・保守費用は年間（12月～翌年11月末まで）を基本とします。
期中の購入は11月までの残数で計算します。
・保守更新しない場合は、12月以降はソフト起動に制限がかかります。
再度利用したい場合は未納サポート費用をお支払い頂く事で可能とな
ります。（平成19年度版以前のバージョンをご利用のお客様は新規購入
扱いとなります。）
・送料（税別 \
す。

）、代金引換手数料等は、別途頂戴致しま

@/月1,000

※年間保守期間
→ 12月～翌年11月迄
※申込翌月～11月迄の残数月

ヶ月

（￥

税込）

（販売・サポート）

この製品に関する問い合わせ先

一般社団法人 茨城県建設業協会
〒310-0062

茨城県水戸市大町3丁目1番22号

（代行）
ダットジャパン株式会社
〒060-0063 札幌市中央区南3条西5丁目1番1 ノルベサ 5F

TEL：011-206-1836
FAX：011-207-6222
E-mail kensetsu-support@datt.co.jp
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お申込日：

年

月

日

お申込書

FAX送信先：011-207-6222

下記 << 個人情報の取り扱いについて >> をご確認いただき、同意の上ご記入ください。※印は必ず記入してください。

ILL 茨城県建設工事書類作成システム 新規ユーザー申込書
会社名※

会員番号
〒

送付先※
部署名※

役職

ご担当者名※

電話番号※

FAX番号※

<< 個人情報の取り扱いについて >>
・ご提供頂く個人情報は、保守サービスのご提供、サポート情報の提供、製品の改善、新サービスのご案内の目的にのみ利用いたします。
・一部業務において上記に示す利用目的の達成に必要な範囲内で他社に業務を委託する場合がございます。
・個人情報のご提供は任意ですがご提供いただけない場合上記に示す利用目的の達成が出来ない場合がございます。
・ダットジャパン株式会社が保有する開示対象個人情報について、利用目的の通知、開示、訂正、追加又は削除、利用の停止、消去又は第三者への提供の停止（以下、「開示等の
請求」といいます。）を請求することができます。なお、開示等の請求の手続きについての詳細は下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
・その他、個人情報につきましては、ダットジャパン株式会社のホームページをご確認ください。 http://www.datt.co.jp/
個人情報保護管理者 五十嵐 繁
個人情報に関するお問い合わせ先
ダットジャパン株式会社 管理部 個人情報保護担当
住所：札幌市中央区南3条西5丁目1番1 ノルベサ 5階

電話：011-207-6211

※ ご入金確認後の製品発送となります。

ご入金予定日

年

月

日

新規ユーザー向け 価格表（システム登録料）（税別）
協会員 非協会員
標準価格 標準価格

金額

数量

備考

①新規ライセンス（1L）

¥40,000

¥50,000

保守契約必須

②新規パック販売（3L）

¥64,000

¥80,000

保守契約必須

③新規パック販売（5L）

¥104,000 ¥130,000

保守契約必須

④新規パック販売（10L）

¥184,000 ¥230,000

保守契約必須

⑤追加ライセンス

¥24,000

⑥年間保守契約（サポート費含む）

1社当たり 1社当たり
（年間）
（年間）
\12,000 \12,000

合計金額＝￥

）、代金引換手数料等は、別途頂戴致しま

@/月1,000

税別

※ご注意
・保守費用は年間（12月～翌年11月末まで）を基本とします。
期中の購入は11月までの残数で計算します。
・保守更新しない場合は、12月以降はソフト起動に制限がかかります。
再度利用したい場合は未納サポート費用をお支払い頂く事で可能とな
ります。（平成19年度版以前のバージョンをご利用のお客様は新規購入
扱いとなります。）
・送料（税別 \
す。

保守契約必須

¥30,000

※年間保守期間
→ 12月～翌年11月迄
※申込翌月～11月迄の残数月

ヶ月

（￥

税込）

（販売・サポート）

この製品に関する問い合わせ先

一般社団法人 茨城県建設業協会
〒310-0062

茨城県水戸市大町3丁目1番22号

（代行）
ダットジャパン株式会社
〒060-0063 札幌市中央区南3条西5丁目1番1 ノルベサ 5F

TEL：011-206-1836
FAX：011-207-6222
E-mail kensetsu-support@datt.co.jp

