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自社サーバープラン専用ASPプラン共用ASPプラン

１．いつでもどこでも、すぐに見積
２．見積の作成時間を短縮

３．完全ペーパーレスでCO₂削減
４．見積データから案件管理
５．原価管理で適正な利益を確保
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見積作成＆営業・案件管理Webサービス

見積から始まる
カンタン

『営業革命』
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2010.6

TEL : 03 - 3239 -1060 FAX : 03 -3239 -1061

TEL : 052 - 950 -1060 FAX : 052 -950 -1061
本　　　　社 愛知県名古屋市東区泉1-13 -35〒461-0001 ＹＨ久屋ビル6階

東京オフィス 九段中坂ビル2階東京都千代田区九段北1-13 -1〒102 -0073

info@mitsumo-rich.jp
http://mitsumo-rich.jp/

記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載されている商品の仕様、サービス内容、画面イメージ等は2010年6月現在のものです。
これらは予告なしに変更することがあります。

※1 Cookie、JavaScript を有効にしてご利用ください。
　　 これ以外（Internet Explorer 6など）のブラウザは動作保障
      しておりません。
※2携帯電話のご利用に際しては、 予めパケット定額サービスをご
　　契約されることをお勧めします。
※   見積書等の帳票を出力する際に、PDFを表示できるソフトが
      必要です。

Windows 7/Vista/XP
Mac OS X 10.4 以上

：OS

：ブラウザ Internet Explorer 7以上
Firefox 3.5 以上
Safari 4 以上

・XHTML表示が可能なこと
・SSL通信が可能なこと

見積承認

見積作成

ASPプランは、インターネットを通じてご利用頂くサービスです。初期費用の軽減、導入期間の短さ、管理・運用・保守コストの軽減な
ど様々なメリットがあります。

iPhone・Android・その他スマートフォンにも表示対応
しております。

機能一覧

・月額ライセンス費用だけで使いたい放題。
・見積作成から案件管理まで、業務改善に必要な
　仕組みをオールインワンでご提供します。
・標準機能のみで、費用を抑えてご利用したいお
　客様におすすめのプランです。
※共用ドメインをご利用頂くプランになります。

・セキュリティポリシーで、御社内にシステム構築
　が必要なお客様におすすめのプランです。
・カスタマイズにより、御社イントラネット上に
　ある別システムとの連携が可能です。
※カスタマイズ費用は別途必要です。
※イントラネット上に構築され、外出先や携帯で
　のサービスをご利用される場合は、別途ご相談
　ください。

・ASPの良さをそのままに、お客様独自の仕様に
　カスタマイズしたい場合におすすめのプランです。
・お客様の独自ドメイン発行で、安心感UP。
・お客様に合わせたより高いセキュリティ設定
　が可能です。
※カスタマイズ費用は別途必要です。

・見積作成 ( 新規、過去見積流用、テンプレート利用 )
・見積項目入力補助 (商品マスタ )
・売価見積 /原価見積
・利益率 /利益金額等の算出
・消費税計算 (内税 /外税、不課税 /非課税 /免税 )
・テンプレート管理
・見積条件欄の文字装飾
・見積書プレビュー (透かし埋め込み )
・自動一時保存

案件・営業管理

パソコン 携帯電話

・案件一覧 /検索
・見積履歴一覧 /検索
・提出済み見積書改ざん防止
・複数案件の関連付け
・見積のカテゴリ管理
・案件メモ

- 受注確度設定
- 受注状態設定 (受注 /失注時にメール通知 )

・完成見積の承認依頼メール通知
・承認待ち見積一覧
・承認 /非承認処理
・承認内容の結果メール通知
・モバイル承認 (携帯電話 )
・決裁権限管理 (決裁権限名設定、金額 /利益率による決裁権限の制御 )

とにかく低コストで利用したい ASPのメリットはそのままにカスタマイズ可能 イントラネット内での運用をお考えなら

動作環境

サービスプラン ニーズに合わせて3つのプランをご提供しております。

・受注管理

- 売上実績 /受注見込レポート (条件による絞込 )
- レポートの保存

・レポート
セキュリティ管理

基本情報管理
・ライセンス情報
・自社情報
・帳票作成設定 (摘要 /出力方向 /デジタル捺印の有無 )
・端数計算設定
・消費税計算設定 (端数処理、税率 )
・メール通知設定
・単位管理
・採番ルール設定 (見積番号・顧客番号など )

マスタ管理

帳票出力
・デジタル捺印
・PDF出力 ( 見積書 /注文書 /納品書 /請求書 /領収書 /請書、A4縦・横 )
・合計見積書、表紙作成
・見積書のメール送信
・帳票の改ざん防止 (PDF暗号化 )

- 商品情報 (SKU、品名、原単価、売単価など )
- セット販売商品設定
- カテゴリ設定 ( 3段階 )
- 商品情報インポート /エクスポート

- 取引先情報 (企業・担当者情報 )
- 取引先情報インポート /エクスポート
- 取引先ランク (重要度 ) の設定

・取引先管理

・商品管理

- パスワードポリシー /アカウントロックのルール
- 自動ログアウト時間の設定

・ユーザー操作ログの検索
・見積データの暗号化保存

・セキュリティ設定

- ユーザー情報
- アカウントロック
- パスワード変更

・ユーザー管理

- グループ設定
・グループ管理

※１

※2

5,000円 /5ユーザーより月額
（税別）
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見積作成

見積書作成

承認 レポート見積データ活用見積発行

コストシミュレーションコストシミュレーションコストシミュレーション営業活動改善に貢献 ! （弊社調べ）

年間約700,000円の作業コスト削減！
（1人あたり）

検索が可能になり
作業効率化

印刷作業
不要

テンプレートが
利用可能になり効率化

承認依頼は
1度でOK

承認作業
半減

見積検索 置換作業 印刷 承認依頼 承認作業 見積完成

66%

見積作成時間を

58%
短縮

22% 100% 70% 40%

見積作成フローと導入効果検証

見積R見見見積積積

業活動改善に貢献に営業活動改善に貢営業活動改善に営業活動改善に貢献 !
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営業が「見える」と利益が見える ビジネスを変える　つのステップ
いつでも、どこでも、
見積書を作成

見積作成時間を短縮

全ての見積をWebで一元管理
追跡漏れをなくして売上UP

携帯電話で承認ＯＫ

印刷コストを削減

見積作成時間をコストに換算したことはありますか？

不正改ざん防止

営業状況を一目で確認

承認ルールを厳守させ
セキュリティも万全

作成画面から商品検索機能を
使って、入力の手間を省きます。

マウス操作で見積項目の行の
入れ替えができます。

仕様・条件欄で文字装飾をし
て見やすくしたり、商品画像
を入れることができます。

外出先で会社で

インターネットが利用可能な環境であ
れば、会社内はもちろん、移動中の新
幹線の中でも、宿泊先のホテルでも、
商談中の顧客先でも見積書を作成で
き、お客様の依頼にスピーディーに対
応できます。

過去の案件を検索して発行済
みの見積を流用したり、よく
利用する見積パターンをテン
プレート登録して流用するこ
とで、見積作成時間を大幅に
削減します。

承認フローが直観的に設定でき、決裁
ルールも見積金額や利益率に応じて設
定できます。また、承認されていない
見積書は発行することができないた
め、無用なトラブルを防ぎます。

外出先でも携帯電話があれば見積内容
の確認から承認まで行うことができ、
営業活動のスピードアップが
図れます。

・見積作成を、見積Richと表計算ソフトにて行った場合の作業時間比較になります。
・過去の見積を参考に新規見積書を作成、2名の決裁権限者の承認を経て発行されるプロセスです。
・見積Richを利用した場合は、電子データのみで発行・保管をした場合を想定して、印刷工程を0分としています。
・費用換算結果は、年間220件の見積を発行した場合を想定しています。
・費用換算結果は、作業者の1時間あたりのコストを平均5,000円にて計算しています。
※お客様の取扱商材、運用ルール、システムのご利用方法によって効果は異なります。

案件データを見積提出日や進
捗状況などで検索すること
で、見積提出後の案件追跡の
漏れをなくします。
また、社内全体の受注状況を
容易に把握できるため、経営
分析データとしても有効活用
できます。 案件メモで、お客様とのやりとりなど案件

の経緯を把握できます。担当が代わっても
状況確認が容易になります。

登録された見積データは営
業用のレポートデータとし
ても有効活用できます。
期間指定、担当者毎、部署
毎など複数の絞り込み条件
から「売上実績レポート、
受注見込みレポート、受注
率レポート」を出力、グラ
フ表示も可能。営業会議で
も活躍します。

承認されると自動的に決裁者の電子
印が押印されます。
完成した見積はＰＤＦで発行し、
メールで送信できます。

発行される見積は全て自動的に
暗号化され、内容の変更がで
きなくなります。

見積作成時間が短縮したので、お客様と接する時間
が増えました。売上アップにつながるビジネスチャ
ンスも増えました。

上司が外出先からも見積を確認してくれるので、承
認の待機時間が減って、お客様への対応が早くなり、
お客様に喜んでいただけるようになりました。

他のメンバーの担当案件から類似の見積を簡単に検
索できます。参考にしながら作業できるので、新人
でも見積を作ることができました。

案件一覧で、案件の進捗状況を把握できるので、営
業の管理効率がUPしました。

出張中に見積書が山積みにならなくなりました。出
張先からも見積承認できるようになったので、部下
も喜んでいます。

以前は表計算ソフトで数値を集計し営業報告資料を
作っていました。今では見積Richが集計して綺麗な
グラフを出力してくれるので、資料作成の手間が省
けました。

CSV CSV形式
での

データ出力
が可能

　「コスト削減のコツ」
◎過去の見積を検索して流用

◎見積テンプレートを利用

◎承認依頼、決裁作業も簡単操作

◎外出先でも即時決裁

◎PDF発行で印刷コストを削減

見積Rich は、見積作成に関わる
一連の営業活動を効率化する

Webサービスです。
システムの使いやすさはもちろん、
管理職から営業担当まで立場に合わ
せた便利な機能をご提供します。

上記シミュレーションは、以下の条件で検証しております。

★1

★1

★2

★2

★3

★3

! 5

管理職 営業担当

ドラッグ＆
ドロップで

の

直感的な操
作が可能


