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リフォーム名人 の機能紹介

リフォーム名人 はリフォームなどの工事受付から見積書や請求書の発行･支払までの工事業務支援のソフトです。

＜リフォーム名人の特徴＞

●着工中の工事の工程管理ができます。
●見積書および請求書が簡単に発行できます。
●見積書および請求書は負担割合を所有者、入居者、第三者のいずれかで設定して発行できます。
●請求書を発行すると、請求金額は入金予定金額として管理されます。
●月単位の収益が一目で把握できます。
●入金管理は、請求金額を消し込み処理をして行います。
●賃貸管理ソフト の物件および部屋情報がそのまま利用できます。（アドオンソフトの場合）
●発注先に対する支払いの管理もできます。

＜リフォーム名人の出力帳票＞

・ 工程管理一覧表
・ 工事進捗一覧表
・ 見積依頼書
・ 工事発注書
・ 工事指示書
・ 見積書
・ 所有者用見積書
・ 入居者用見積書
・ 第三者用見積書
・ 分担見積書

・ 請求書
・ 所有者用請求書
・ 入居者用請求書
・ 第三者用請求書
・ 入金管理一覧表
・ 未入金リスト
・ 月間請求レポート
・ 発行請求書 再請求書リスト
・ 支払い一覧表
・ 工事発注明細書

・ 工事収益一覧表
・ 見積書表紙
・ 発注書表紙（注文者向け）
・ 請求書表紙
・ 見積内訳明細書
・ 請求内訳明細書
・ 原価内訳明細書
・ 領収証
・ 所有者用領収証
・ 入居者用領収証
・ 第三者用領収証

※見積書および請求書では、さらに、値引や分担割合非表示も可能です。



リフォーム名人のメニュー画面
工事管理の流れ

工事物件の受付

業者への見積依頼

注文者への見積

工事依頼

業者へ工事発注

注文者への請求書作成

工事完了

業者へ支払い

見積依頼書

見積書

所有者用見積書

入居者用見積書

請求書

所有者用請求書

入居者用請求書

業者向け工事発注書

注文者より工事発注書

第三者用見積書

工事中 工事進捗一覧表工程管理一覧表

工事収益一覧表

第三者用請求書



１．物件の登録

・メインメニューの「物件入力」ボタンをクリックして物件情報管理画面を表示します。
・すでに登録されている物件は一覧パネルに表示されます。
・「新規登録」ボタンをクリックして、新規物件登録画面で登録します。

＜物件情報管理画面＞

＜物件情報詳細画面＞

＜部屋情報詳細画面＞

＊摘要の登録

・工事の摘要をマスターデータで登録します。
・発注先毎に提要名／原価単価／見積単価が登録できます。
・工事の見積り等に大変便利です。



２．新規工事の受付

・メインメニューの「工事管理」ボタンをクリックして検索一覧画面を表示します。
・すでに登録されている工事案件は一覧パネルに表示されます。
・「新規受付」ボタンをクリックして、工事受付画面で登録します。

＜工事管理管理画面＞

＜工事受付画面＞

過去に請け負った工事から、同じ内容の工事を
選択して複写できます。（工事内容複写ボタン）

現在の進行状況が

把握できます



・工事受付画面の「見積／請求」ボタンをクリックして見積書発行画面を表示します。
・工事の摘要名、単位数量などを入力すれば見積書が作成できます。また、表紙と内訳に分けて出力できます。（請求書も同様）
・摘要名毎に所有者、入居者、第三者の負担割合が設定でき、所有者、入居者、第三者毎に見積書が作成できます。

３．見積書の作成

＜見積書発行画面＞

値引の場合の見積書表示

原価・見積金額から利益率が表示されます（請求書も同様）



４．工事発注書の作成

・見積書の内容で注文が決まったら、工事を発注します。
・発注先を選択し、「発注書」ボタンで出力します。

＜業者向け工事発注書＞

＜注文先よりの工事発注書＞

＜業者向け工事指示書＞



・工事受付画面の「見積／請求」ボタンをクリックして請求書発行画面を表示します。
・見積時の内容が表示されますので、内容を確認して請求書を作成します。
・摘要名毎に所有者、入居者、第三者の負担割合が設定でき、所有者、入居者、第三者毎に請求書が作成できます。

５．請求書の作成

＜請求書発行画面＞

＜請求内訳明細書＞

＜請求書表紙画面＞



費用分担の場合は･･･

摘要名毎に所有者、入居者、第三者の負担の割合が設
定できますので、所有者、入居者、第三者毎に見積書・
請求書が作成できます。また、分担割合の表示・非表示
の選択はマスターデータ登録画面で設定できます。

値引きがある場合にも対応できます。

＜所有者用請求書＞

＜入居者用請求書＞

所有者、入居者、第三者を選択

＜第三者用請求書＞

領収証も所有者、入居者、第三者毎に発行できます。



入金管理検索画面で入金消し込み作業が簡単にできます。
・銀行の通帳単位で消し込みができますので、とても簡単です。
・入金管理ボタンで、当月の未入金者が一覧表示されます。
・入金済みにチェックすると自動的に 日付と入金予定額が入金額として入力されます。もちろん、入金日や入金金額は手で修正できます。
・日付での検索も自由にできますので、確認したい年月日で検索すると、その期間の入金状況が確認できます。
・未入金者の検索も簡単です。
・請求リスト出力ができます。
・検索結果の一覧表出力やファイル出力が可能なので、後でデータの加工もできます。
・分納にも対応できます。

６．入金管理

所有者、入居者、第三者とで、別々の入金があった場合は
詳細画面で、それぞれの入金日、入金額が入力できます。

分納した場合

入金情報欄が追加され、差額（残金）の入金欄が作成され
ます。

入金チェック：入金予定額と入金額が一致している場合、

ここをチェックすると、入金日にその日の日付が、入金額に
入金予定額が自動入力。



工事毎に工程管理と詳細な進捗管理ができます。
・工程管理画面で工事状態や各工程の日付などで検索ができます。
・工程管理一覧表、進捗管理一覧表が印刷できます。

７．工程管理・進捗管理



工事発注管理画面で業者への発注・支払管理が簡単にできます。
・業者毎の前月作業分の支払明細に基づき、支払額が表示されます。
・支払一覧表ができます。
・検索結果の一覧表出力やファイル出力が可能です。

８．発注管理



収益一覧画面で収益の確認ができます。
・収益一覧画面で工事状態や各工程の日付などで検索ができます。
・工事収益一覧表が印刷できます。

９．収益管理



②必要なハードウェア構成

①対応OS（オペレーティングシステム）

製品ご購入前に

ご質問・疑問点などは弊社営業部またはホームページより
お問合せ下さい

TEL 042-300-0028
株式会社ダンゴネット

http://www.dangonet.co.jp

まずは電話でご相談下さい

１１．動作環境

③インストールされていることが必要なソフトウェア

• Microsoft Office XP 以降の Microsoft Office 製品（ストアアプリ版は除く）

• Microsoft SQL Server Standard Edition （※）

※合計11 ライセンス以上でご利用の場合のみに必要です。

対応するSQL Server のバージョンは弊社までお問い合わせください。

対応 SP要件 対応 SP要件

32bit ○
64bit ○
32bit ○
64bit ○

32bit ○
64bit ○
32bit ○
64bit ○

 Standard ○ 無し

 ※一覧にないOSやOSのエディションは動作確認を行っていない為、動作を保証することができません。

 Windows 10  Windows Server 2016

 Home

無し

 Standard ○ 無し

 Pro
 Windows Server 2019

 Windows Server 2012 R2

 RT ×  Standard ○ 無し

OS OS

 Windows 8.1  Windows Server 2012

 ―

無し

 Standard ○ 無し

 Pro

プロセッサ メモリ
内部

ストレージ
インターフェース ディスプレイ 入力機器

ﾈｯﾄﾜｰｸ環境
※NW型のみ

AMD Sempron 2800+以上
または

Intel Pentium 4 2.8GHz 以上
2GB以上

システム領域
に1GB以上の

空き領域

DVD-ROM
ドライブ
または

USBポート

1024×768ピクセル
以上の解像度

1677万色表示

ポインティング
デバイス

（マウス等）

キーボード

TCP/IPプロトコル
が組み込まれた
有線LAN環境


