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  1-1.動作環境

iPad(第3世代・第4世代)、iPad Air、iPad Air2、iPad2、iPad mini、iPad mini2、iPad mini3 (iOS6.0以上）

  1-2.アプリについて

本アプリは、iPadを利⽤し、お客様に提⽰する⾒積をその場で素早く簡単に作成することができるアプリです。
単価マスタを呼び出すことにより、⼿軽に⾒積を作成することが可能です。
また、本アプリでは画像・動画・PDFを閲覧する機能もあり、商品カタログとしてもご利⽤頂けます。
※本アプリは、英語にも対応しております。iPadの設定App＞⼀般＞⾔語環境(iOS7), ⾔語と地域(iOS8)＞⾔語から「English(英語)」を選択して変更が可能です。 

 注)iPad内の⾔語が全て英語になります。

  1-3.バージョンについて

本アプリは、「スタンダード版」と「クラウド版」の２種類のバージョンをご⽤意しております。
バージョンにより利⽤できる機能や⾦額が異なりますので、以下の表をご参照ください。

※ AppStore公開価格は税込みとなっております。為替レートにより変動する場合があります。
※ クラウド版の初期費⽤と⽉額費⽤は、税別表記です。
※ クラウド版は、別途お申込みが必要となります。弊社HP「パッと⾒積」よりお問合せください。
※ クラウド版は、5ユーザから販売致します。

スタンダード版 クラウド版

定価・型番
定価・型番の表⽰、編集機能を追加します。

製品リスト表
製品リストの帳票を追加します。（⾒積書メール送信オプションが必要です。）

サーバ初期費⽤ (クラウド版のみにかかる費⽤です。)

サーバ⽉額費⽤ (クラウド版のみにかかる費⽤です。)

「画像」「PDF」「動画」の登録・閲覧

 iTunesを使⽤したCSVファイルの取込み

 サーバ⼀元管理（単価マスタ登録・編集、⾒積データアップロード）

App Store
公開価格

(2016.09時点)

オプション機
能

(App内課⾦)

アプリ本体

⾒積書メール送信
⾒積書をPDF・CSVファイルに変換し、メールで送信できます。

 1.はじめに

( Ver 3.0.3 ) ( Ver 2.0.1 )

標準機能

¥360 標準機能

¥600 標準機能

¥1,300 ¥0

¥360

\46,000(税別)

￥980(税別)／1ﾕｰｻﾞ

機
能

○ ○

○

○

オプション機能 ○

×

クラウド契約で可 ○

オプション機能 ○ ⾒積書のPDFとCSVをメールで送信

 定価・型番の表⽰

 製品リスト表の表⽰

オプション機能
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※「パッと⾒積 スタンダード版」での操作です。

  2-1.単価マスタとは

⾒積を作成する時に引⽤する商品の仕様や数量、単価などの基本情報です。
⾒積を作成する際は、この単価マスタ情報を呼び出すことにより、素早く⾒積を作成することができます。

本アプリでは、この商品の単価マスタをお客様⾃⾝で作成することにより、業種や商品の種類に関係なくお⾒積を作成することが可能です。

通常の状態では、単価マスタとして登録できる項⽬は以下の通りです。
＊必須⼊⼒

定価・型番表⽰オプション(20ページを参照)を購⼊済の場合は以下の通りとなります。
＊必須⼊⼒

数値、または⽂字列をダブルコーテーション(”)でくくると、「カンマ付き」の数値や⽂字列を取込むことが出来ます。
例） ”100,000”

"ABC,12345"

  2-2.単価マスタ作成

単価マスタの作成は、パソコンの「Microsof Office Excel」や「メモ帳」を使⽤します。

１⾏あたり１商品の単価マスタの基本情報を⼊⼒します。
商品の画像がある場合は、画像ファイル名(拡張⼦含む)を⼊⼒します。
⼊⼒が終わったらファイルの種類を【CSV(カンマ区切り)】にして保存します。

EXCELの場合

①Excelを起動する。
②商品の単価情報を⼊⼒する。
③名前を付けてファイルを保存する。

メモ帳の場合

①メモ帳を起動する。
②「カンマ(,)」区切りで単価情報を⼊⼒する。
③名前を付けてファイルを保存する。

 2.単価マスタの作成

マスタ基本情報 名称＊ 仕様 数量 単位＊ 単価＊ ⼩計 備考 画像/PDF 動画
商品A.mp4

なし 商品B.gif⼊⼒例
商品A 仕様A 1 式 1000 1000

商品C 仕様C 3 セット 400000 1200000 特価 商品C.pdf
商品B 仕様B 2 本 15000 30000

なし 商品A.jpg

マスタ基本情報 名称＊ 仕様 数量 単位＊ 単価＊ ⼩計 備考 画像/PDF 動画 定価(任意⼊⼒) 型番(任意⼊⼒)

商品C 仕様C 3 セット 400000
商品B 仕様B 2 本 15000

1200000 特価 商品C.pdf Open C-0003DF
40000 B-0002SS30000

1000 なし 1300 ABC001
⼊⼒例

商品A 仕様A 1 式 1000 商品A.jpg 商品A.mp4
なし 商品B.gif

弊社のホームページに単価マスタファイルのサンプルもございますのでダウンロードしてご利⽤下さい。
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※単価マスタを取り込むにはApple社製のiTunesというソフトウェアが必要です。

  3-1.iTunesのダウンロード

Appleのサイトより『iTunes』をダウンロード(無料)してください。(Macをご使⽤の場合は不要)

  3-2.単価マスタの取込み

≪⽅法１≫
パソコンとiPadをケーブルで接続し『 iTunes 』を起動させ、以下の⼿順で単価マスタを取り込んでください。

※ 同期が終了するまで他の操作を⾏わないで下さい。

≪⽅法２≫
作成したCSVファイルをメールでiPadに送信して取込んだり、CSVファイルを作成・出⼒可能なアプリ(Apple社製 Numbers等)を使⽤して取込みます。

例．メールを使⽤しての取込

注１）取り込めるのは『CSVファイルのみ』です。
  画像や動画は取り込めません。

注２）iPad版「Excel」について
  iPad版「Excel」上でも単価マスタを作成可能ですが、CSVファイルの出⼒に
  対応していないため、「パッと⾒積」に直接取込むことはできません。

 3.単価マスタの取込み

iTunes バージョン12の場合

iTunes

「App」をクリック2

「パッと⾒積」をクリック3

単価マスタファイルを
「パッと⾒積 の書類」 にドラッグ

4

「iPad」のアイコンをクリック１

「同期」をクリック５

単価マスタの削除
「パッと⾒積 の書類」から削除したい単価マスタファイルを選択し、「Delete」キーを

押すとファイルを削除できます。
iPadに取り込み済みの単価マスタを削除するには、アプリ内で削除作業をする必要があります。
(参照︓4-2 (1)単価マスタの削除 p6 )

CSVファイルをタップ。２

「パッと⾒積」をタップ。３
作成した単価マスタの「CSVファイル」をメールに添付してiPadに送信します。１
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  4-1.トップ画⾯構成

アプリを起動した直後の画⾯です。「新規作成」ボタンをタップすると「⾒積作成」画⾯に切り替わります。
※単価マスタが取り込まれていないと、⾒積を作成できません。（参照︓２ 単価マスタの作成 p2、３ 単価マスタの取込み p3）
⾒積を作成すると、⼀覧として確認できるほか、⾒積の削除もできます。
その他、アプリに関する情報を確認したり、簡易操作説明書の確認も可能です。

■アドオン
アプリには３つのオプション機能が提供されています。
・⾒積メール送信
・定価・型番
・製品リスト表

■復元
アプリを再インストールしたり故障などによりご購⼊した際は、
「復元」ボタンをタップしてください。
※課⾦は発⽣致しません。

 4.トップ画⾯

編集モードに切り替わります。

⾒積や単価マスタの削除、パスコードのON/OFFの切り替えがでるようになります。

⾒積作成画⾯に切り替わります。

※

作成した⾒積の⼀覧が表⽰されます。
タップすると⾒積作成画⾯に切り替わり、
⾒積の明細の確認・編集が可能になります。

画⾯全体を下にドラッグすると⾒積検索ボックスが表⽰されます。
検索ボックスに⼊⼒した書類タイトルに合致するものを検索します。

画⾯全体を上にドラッグすると検索ボックスが⾮表⽰になります。

4



  4-2.編集モード

(1)⾒積書の削除
トップ画⾯で「編集」ボタンをタップすると⾒積の削除が可能になります。
※削除した⾒積は復元することができません。

※iOS 6.1以前の場合

「編集」ボタンをタップ。１

削除したい⾒積の「×」ボタンをタップ。2 削除したい⾒積の「－」ボタンをタップし、
「⾒積書削除」ボタンをタップ。

※
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(２)単価マスタの削除
トップ画⾯で「編集」ボタンをタップし、「単価マスタ削除」をタップすると単価マスタの削除が可能になります。
注）削除すると元に戻すことはできません。

■マスタを全て削除する場合

■単価マスタの個別に削除する場合
分類(CSVファイル単位)ごとに、単価マスタを削除することが可能です。

「編集」ボタンをタップ。１

「単価マスタ削除」ボタンをタップ。２

「iTunesからインポート」をタップ。３

「マスタ削除」ボタンをタップ。４

ボタンをタップ。１

削除するマスタを選択。２

ゴミ箱のアイコンをタップ。３

「マスタ削除」ボタンをタップすると、
確認メッセージが表⽰されます。

■単価マスタを削除する場合
⇒「削除」ボタン
■削除しない場合
⇒「キャンセル」ボタン
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(３)パスコードロックと起動時パスワードロック設定

第３者によるアプリの不正操作を防⽌するために『パスコードロック』『起動時パスワードロック』を設定することが可能です。

注意） １．ここで設定する『パスコード』『起動時パスワード』はアプリ独⾃のものです。iPadをロック解除するパスコードとは異なります。
２．設定した『パスコード』および『起動時パスワード』は、忘れないようにして下さい。

『起動時パスワード』を忘た場合 ⇒ ⼀切アプリを使⽤できなくなります。
『パスコード』を忘れた場合   ⇒ 『パスコード』の設定ができなくなります。
 パスコードおよび起動時パスワードをリセットするには、iPadを「初期化」する必要があります。(アプリを再インストールしてもリセットされません。)

■パスコードロック
パスコードロックを設定すると、「単価マスタの削除」「顧客引⽤」「トップ画⾯に戻る」の動作を⾏うたびにパスコードの⼊⼒が求められます。

<パスコード変更>
①古いパスコードを⼊⼒。
②新しいパスコードを⼊⼒。 ⇒ 新しいパスコードが設定されます。

<パスコードOFF>
①「パスコードOFF」ボタンをタップ。パスコードの⼊⼒を求められます。
②パスコード⼊⼒。 ⇒ パスコードロックが解除されます。
 ※パスコードをOFFにすると、起動時パスワードもリセットされます。

「編集」ボタンをタップ。１

パスコードを⼊⼒。４

「セキュリティ」をタップ。２

「新規パスコード」ボタンをタップ。３

7



■起動時パスワードロック
『パスコードロック』を設定後、『起動時パスワードロック』の設定が可能になります。
起動時パスワードを設定すると、アプリ起動時または復帰時にアプリを使⽤するためにパスワードの⼊⼒が求められます。

＜起動時パスワード設定後の画⾯イメージ － アプリ起動時＞

＜起動時パスワード設定後の画⾯イメージ － マルチタスク画⾯＞
起動時パスワードを設定すると、マルチタスク画⾯＊上でアプリの
内容閲覧も防⽌します。※iOS7.0以降

マルチタスク画⾯･････「iPadのホームボタンを２回素早く押す」または、
 「画⾯を４本指で上⽅にスワイプ」したときに表⽰される画⾯。

起動時パスワードロックを【ON】にする。
※起動時パスワードロックを設定するには、

パスコードロックが設定されている必要があります。
1

起動時パスワードを⼊⼒。1

パスワードを⼊⼒します。
※フィールドに何も⼊⼒しない場合、

パスコードがデフォルトのパスワードとして設定されます。
2

「ロック解除」ボタンをタップ2
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  5-1.⾒積作成画⾯構成

「トップ画⾯」の右上にある「新規作成」または「＋」をタップすると「⾒積作成画⾯」に切り替わります。

■機能⼀覧

 5.⾒積作成画⾯

 ５．件名  件名の⼊⼒ができます。
 ６．写真／備考欄  iPad内の写真を選択できます。左にスライドすると⾒積書の備考が⼊⼒できます。

 １．編集  編集モードに切り替わります。※明細の削除や新規明細の追加が可能になります。

 ７．単価マスタ引⽤  左にスライドすると単価マスタを呼び出すことができます。

 ２．顧客引⽤  顧客名を引⽤できます。※過去20件の履歴を表⽰します。デフォルトでは表⽰されません。
 ３．顧客名  顧客名の⼊⼒ができます。※ポップアップで「様」や「御中」などを選択・編集可能です。
 ４．合計⾦額  ⾒積の合計⾦額を表⽰します。※税抜/税別表記の切り替えが可能です。

各機能の詳細に関しては後述。

 ８．明細⼀覧  明細の⼀覧を表⽰します。タップすると数量などを編集することができます。
 ９．メニュー  アイコンをタップすると各種メニューを表⽰します。
１０．簡易操作説明 「︖」アイコンをアップすると、簡易操作説明が表⽰されます。

「新規作成」または「＋」をタップ。

１

３

４

５

７

９

８

６

２ 10
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  5-2.明細の作成

（１）単価マスタを呼び出す。

（２）明細を作成する。

■テーブル表⽰ ■タイル表⽰

※１．「テーブル表⽰」と「タイル表⽰」の切替。
  (明細に画像・動画が１件も登録されていない場合、タイル表⽰にすることはできません。)
  上⽮印アイコンをタップすると、最上階の単価マスタ⼀覧に戻ります。

※２．選択されている商品の「チェックマーク」をタップすると、その商品の明細情報を確認できます。

※３．画像または動画のプレビューを⾒ることができます。
  テーブル表⽰の時 ⇒ サムネイル画像をタップ
  タイル表⽰の時  ⇒ ⾍眼アイコンをタップ。

単価マスタボタン[          ]または
画⾯の右端を左にスライドして単価マスタを呼び出す。

１

「iTunesからインポート」をタップ。２ マスタを選択。３

商品を選択する。４

「登録」ボタンをタップする。５

⻑押ししてドラッグ。(５)

※１

※１※３

マスタの数(CSVファイルの数)や
明細数を表⽰。
１⾏分が１つの単価マスタ
(CSVファイル)です。

※２※２
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  5-3.明細の編集

明細をタップすると商品の数量や単価などを編集することができます。

※1．「ゴミ箱」アイコンをタップすると、選択した明細を削除することができます。注）削除した明細は元に戻すことができません。

※２．「単価」フィールドには簡単な数式を⼊⼒できます。
右のように「=」に続けて数式を⼊⼒します(⽂字が⻘くなります)。
計算可能なのは四則演算(+, -, *, /)のみです。括弧つき数式には対応していません。
割合計算に対応しています(例︓=1000*105%など。計算結果は1050になります)。

※３．「備考」フィールドに任意のURLを⼊⼒できます。
編集した明細を上書きすると、⼊⼒したURLには⾃動でハイパーリンクが挿⼊されます。
ハイパーリンクをタップするとSafariでリンク先のサイトが開きます。

明細をタップ。1

明細を編集。 ※⼩計は⾃動計算
【定価・型番表⽰】オプションをご購⼊済み
の場合は、定価・型番の編集が可能です。

2

更新ボタンをタップ。
編集した内容で上書きします。
確認メッセージが表⽰されるので「登録」をタップ。

３

※２

※３

※１
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  5-4.新規明細の追加

「編集」ボタンをタップすると編集モードに切り替わり、新規明細(空の明細)の追加ができます。

※. 明細の画像登録
カメラアイコンをタップすると、作成中の明細に商品画像を登録できます。
『iPadの写真アプリ内の画像』または『カメラで撮影した画像』を登録できます。

注意） 画像は明細を新規に追加するときのみ登録できます。
⼀度画像を登録すると変更／削除することができません。

「編集」をタップ。1 「＋」をタップ。２

明細を編集。
以下は必須⼊⼒です。
・「名称／品名」 ・「単位」 ・「単価」

３

「↓」アイコンをタップ。４

※
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  5-5.明細のコピーと削除 ※明細を削除すると元に戻すことはできません。

 ※リセット確認のメッセージが表⽰されます。
リセットする場合は「リセット」、リセットしない場合は「キャンセル」をクリックします。
リセットすると元に戻すことはできません。

「編集」をタップ。1

「削除」または「コピー」したい明細をタップ。２

「完了」ボタンをタップ。４

削除する場合 ⇒ ゴミ箱アイコンをタップ。
コピーする場合 ⇒ [+]アイコンをタップ。

３

※
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  5-6.明細の並べ替え

「編集」ボタンをタップすると編集モードに切り替わり、明細の並べ替えができます。

「編集」をタップ。1

「三」を⻑押ししながらドラッグ。２

「完了」をタップ。３
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  5-7.明細の保存

「保存」をタップ。2

「 」アイコンをタップ。1
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  6-1.画像閲覧ウインドウ

明細に登録されている商品の画像を閲覧することができます。

※ アイコンをタップすると明細に登録されている商品の画像の⼀覧を表⽰します。

(３本指で画⾯中央付近から左へスワイプしても表⽰できます。)

  6-2.PDF閲覧ウインドウ

明細に登録されている商品のPDFを閲覧することができます。

画⾯の左右をスワイプするとページめくりができます。
※画像の多いPDFは表⽰に時間がかかることがあります。
※縦画⾯表⽰が可能です。
※PDF内の⽂章の全⽂検索も可能です。

(PDFファイルによってはうまく検索できないことがあります。)

  6-3.動画閲覧ウインドウ

明細に登録されている商品の動画を閲覧することができます。

サムネイル画像を上下にスクロールすることで再⽣する動画を選択できます。
再⽣したい動画のサムネイル画像をタップすると動画が再⽣されます。

(3本指で画⾯中央付近からピンチアウト(指を開く)しても表⽰できます。)

 6.電⼦カタログ機能

※

「 」アイコンをタップ。２

「 」アイコンをタップ。１

「 」アイコンをタップ。１

「 」アイコンをタップ。１
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※別途料⾦が発⽣致します。(クラウド版では標準機能です。)

  7-1.メール送信機能

(1)⾒積書のメール送信

メールには標準で⾒積書のPDFファイルとCSVファイルが添付されます。
添付するファイルは選択できます(後述)。
※添付されるCSVファイルの⽂字コードは、【「パッと⾒積」の設定】で
 設定できます。

 7.オプション機能 (有料)

「帳票/メール」をタップ。２

「メール作成」をタップ。３

「宛先」を⼊⼒。４ 「送信」をタップ。５

「 」アイコンをタップ。１
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  (2)帳票の表⽰・選択

(３)印刷 ※AirPrint対応プリンタが必要です。

※メールに添付する帳票は最低1つは選択して下さい。
表⽰可能な帳票は以下の通りです︓
・ ⾒積書︓CSVファイル
・ ⾒積書︓PDFファイル
・ ⾒積書︓PDFファイル（型番・定価表記有︓定価、型番表⽰・編集オプション購⼊時）
・ 製品リスト︓PDFファイル (製品リストオプション購⼊時)

PDFファイル形式の帳票のみ印刷できます。
印刷対象は表⽰中の帳票となります。

印刷部数を設定し「プリント」をタップ。※

「帳票選択」をタップ。1

表⽰したい帳票をタップ。2

スイッチをOnにするとメールに添付されます。※
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  7-2.定価・型番表⽰

アプリに定価・型番情報の表⽰機能を追加します。また、メール送信オプション内に定価・型番表記有の⾒積書を追加します。

(1)⾒積編集画⾯

＊1.型番のデータが存在する場合に表⽰されます。

＊2.定価のデータが存在する場合に表⽰されます。
 ※定価は数値・⽂字列どちらでも設定できます。

(2)明細編集画⾯(明細追加画⾯も同様)

※掛率(単価÷定価×100)を⼩数点第１位まで表⽰します。
掛率は定価が未設定か⽂字列の場合、または100%を超える場合は
「- %」と表⽰されます。
掛率は⼩数点第２位以下切捨てで計算します。

■簡易電卓

をタップすると簡易電卓を使⽤して単価の計算ができます。
定価に数値が設定さている場合、定価を引⽤して
単価を計算することもできます。
※括弧つき数式の⼊⼒には対応しておりません。

＊１ ＊2

型番を⼊⼒

定価を⼊⼒

※
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  7-3.製品リスト表追加 ※メール送信オプションの購⼊が必須です。

メール送信オプション内に製品リスト表を追加します。

※製品リスト表のサイズはA3横です。
 定価・型番表⽰オプションを購⼊済みの場合は、定価、型番の情報も表⽰されます。
 明細数や画像サイズによっては表⽰までに時間がかかることがあります。

「帳票選択」をタップ。1

製品リスト表をタップ。2
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  8-1.税込/税別表記の切り替え

編集モード時に税込、税抜表⽰の切替ができます。

※ タップするたびに合計⾦額が「税込」または「税別」に切り替わります。
※「パッと⾒積の設定」で消費税率と端数処理の仕⽅を設定できます。
※「パッと⾒積の設定」で消費税率を0%に設定すると、⽂字の表記のみ変化します。

  8-2.書類名の編集

編集モード時に表⽰する書類名を変更、編集できます。

■書類名の編集

※「ゴミ箱」ボタンを
 タップすると、
 選択中の書類名を
 削除できます。

 8.その他の機能

「編集」をタップ。1 税込/税別をタップ。２

※

「編集」をタップ。1

ここが変わります

「書類名」をタップ。２

書類名を編集し「＋」をタップ。３

「追加/上書き」をタップ。４

「完了」をタップ。５
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  8-3.敬称の選択・編集

敬称の追加 敬称の上書き・更新

※「ゴミ箱」ボタンをタップすると
 選択中の敬称を削除できます。

顧客名の⼊⼒フィールドをタップ。１

敬称を選択。２

「編集」をタップ。※敬称の編集が可能になります。※

敬称を⼊⼒し「＋」アイコンをタップ。１

「完了」ボタンをタップ。２

敬称を編集し更新ボタンをタップ。２

「完了」ボタンをタップ。３

編集したい敬称を選択。１
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  8-4.追加の⼊⼒フィールドの表⽰

「パッと⾒積の設定」で「備考等表⽰追加」をONにすると、追加の⼊⼒フィールドを表⽰できます。

※追加の⼊⼒フィールドの左端に表⽰されるラベルは
「パッと⾒積」の設定で⾃由にカスタマイズできます。

  8-5.デフォルトの画像、備考欄テンプレートの設定

デフォルトで表⽰する写真や、備考欄のテンプレートを設定できます。

(1)デフォルト画像

※次回「新規⾒積」を作成する際、画像が⾃動で設定されています。
「画像リセット」をタップすると、アプリのデフォルトの画像にリセットされます。

※

「件名」の上部に表⽰されます

２本指でタップ。１写真を選択。２

「デフォルト画像に設定」をタップ。３

※
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(2)備考欄テンプレート

※備考欄表⽰中は、「デフォルト画像に設定」が「備考欄テンプレートに設定」に、
 「画像リセット」が「備考欄リセット」に変化します。

※次回「新規⾒積」を作成する際、備考欄に設定したテンプレートが表⽰されます。
 「備考欄リセット」をタップすると、アプリのデフォルト備考欄テンプレートにリセットされます。
※備考は、⾒積書の備考にも反映されます。

左にスワイプ。１ 備考欄を編集2

「備考欄テンプレートに設定」をタップ。３

※
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  8-6.検索機能

「名称」「単価(以上)」「単価(以下)」それぞれの条件で明細を検索できます。

※検索は「AND」検索です。
※ドラッグ&ドロップによる登録はできません。

⾍眼鏡「 」アイコンをタップ。１

検索条件を選択。２

検索条件を⼊⼒。３「↓」ボタンをタップ。５

追加したい明細をタップ。４

25



  8-7.CSV出⼒

作成した⾒積書をCSVファイルに出⼒できます。

ファイル名）Export-xxxx_xx_xx-xx_xx_xx.csv

※⽂字コードの設定によっては２つのCSVファイルが出⼒されます。
※カンマつきデータがある場合、CSVファイル出⼒の際にカンマが除去されます。
※備考欄の内容や追加の⼊⼒フィールドの内容も出⼒されます。
※定価・型番表⽰オプション購⼊時は定価、型番のデータも出⼒されます。

「CSVファイルに書き出し」をタップ。２

iTunesを起動。３

「 」アイコンをタップ。１

「パッと⾒積 の書類」にCSVファイルが出⼒されている。４

CSVファイルを選択し、パソコンのデスクトップにドラッグする。５
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  8-8.⽂字サイズの調整

iOS7以降において、アプリ内に表⽰される⽂字サイズの⼀部を調整できます。

(1)⽂字サイズの調整 (iOS7以降)
「設定」アプリで⾏います。iOS7と8で設定箇所が異なります。

iOS8の場合 iOS7の場合

■⽂字サイズ設定例
＜最⼤＞ ＜最⼩＞

「画⾯表⽰と明るさ」を選択。１

「⽂字サイズを変更」をタップ。2

「⽂字サイズを変更」をタップ。2

「⼀般」を選択。１

スライダをドラッグ。3
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  8-9.CSVファイルの⼿動読み込み ※スタンダード版のみ

アプリを起動中に⼿動でCSVファイルをアプリに読み込むことができます。
アプリを起動した状態で、iPadとパソコンを接続して⾏います。

※「単価マスタ再読込」メニューはCSVファイルをiTunes経由でやり取りしたときのみ表⽰されます。
 CSVファイルをアプリから削除した場合にも表⽰されます。

単価マスタ再読込をタップ。2

「＋」ボタンををタッ1
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  9-1.設定Appでの設定

iPadの「設定」から「パッと⾒積」の設定を⾏うことができます。

※画⾯はiOS8のものです

※1.「パッと⾒積にアクセスを許可」について
iOS8以降、「パッと⾒積の設定」からパッと⾒積に写真およびカメラ
にアクセスを許可するかどうか設定できます。
許可しない場合、アプリ内で画像を設定したり、カメラ機能を使うこと
が出来なくなりますので、ご注意下さい。

顧客引⽤
備考等表⽰追加
ラベル名（備考等表⽰追加⽤の設定）

 消費税設定
 通貨単位
 出⼒CSVファイルの⽂字コード

 9.「パッと⾒積」の設定

１．クラウドサービスの設定 「パッと⾒積」でクラウドサービスをご利⽤する際に必要な設定です。
  ２．設定  品質向上に協⼒する

 ⼀般 追加のアニメーション効果
マスタ⼀覧のデフォルト表⽰をタイルにする

  ３．バージョン  現在、iPadにインストールされているアプリのバージョンを確認できます。

「パッと⾒積」を選択。※

２

１

３

※1
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※スタンダード版のみご利⽤できる機能です。

  10-1.データベースのバックアップ

iPadとパソコンを接続し、iTunesを起動させてください。

※「CoreData」フォルダが単価マスタのデータベースの本体となります。
※「CoreData」のファイル名は変更しないでください。(復元ができなくなります。)
※iTunesからは「CoreData」フォルダの中⾝に直接アクセスすることはできません。

注)「CoreData」フォルダは削除しないでください。
  単価マスタデータが全て削除されます。また、アプリ起動中に削除を⾏った場合、
  正常に動作しなくなったり、編集中の⾒積データが失われる原因となります。

  10-2.データベースの復元

アプリを完全に終了させてからiPadとパソコンを接続し、iTunesを起動させてください。

※iOS7以降は、以下のファイルをドラッグします。
「MasterDatabase.sqlite」
「MasterDatabase.sqlite_shm」
「MasterDatabase.sqlite_wal」

※データベースのファイルサイズが⼤きい場合、復元に時間がかかることがあります。

 10.バックアップと復元

「パッと⾒積 の書類」から「CoreData」を選択し、デスクトップにドラッグ。１

「パッと⾒積 の書類」に「CoreData」フォルダの中の「MasterDatabase.sqlite」をドラッグ。１
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※別途料⾦が発⽣します。

  11-1.クラウドサービスに関して

クラウドサービスをご契約のお客様のみご利⽤できる機能です。
クラウドサービスをご利⽤することにより、クラウド上で作成された単価マスタをダウンロードして利⽤したり、作成した⾒積書を
アップロードすることができます。
ご契約前に無料体験をすることができます。弊社HPよりお問い合わせください。

  11-2.クラウドサービスのご利⽤に関して

App Store より「パッと⾒積Cld」をダウンロード(無料)してください。
既にスタンダード版をご利⽤の場合は、別途ダウンロードする必要はありません。
クラウドサービスをご利⽤いただくには、別途、お申込みが必要となります。弊社HPよりお問合せください。
お客様のお申し込み後、弊社よりIDとパスワードを発⾏いたします。
その後、サーバURLを通知いたしますので通知内容の通りURLを⼊⼒してください。

※画⾯はiOS7のものです

 11.クラウドサービス (有料)

【弊社HPアドレス】http://www.sts-inc.co.jp/prd_quickestimate.html

「パッと⾒積Cld」を選択。１

サーバURLとアクセスコードを⼊⼒。２
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  11-3.クラウド環境に接続

クラウド環境に接続するために、弊社から発⾏したIDとパスワードを⼊⼒します。
※インターネットに接続している状態で実⾏してください。

※「パッと⾒積Cld」のWEBサイトでインストールIDを登録し、
利⽤者を設定する。(WEB版操作説明書参照)

※「設定App」の『パッと⾒積Cld』のクラウドサービスの設定で
「IDとパスワード」を保存をONにすると次回接続時IDとパスワード
の⼊⼒操作を省くことができます。

「雲」のアイコンをタップ。１

「インストールID」をタップ。２

「コピー」ボタンをタップ。３

ここにインストールIDが表⽰されます

企業ID・企業パスワードを⼊⼒。４

「接続」ボタンをタップ。６

ユーザID・ユーザパスワードを⼊⼒。５
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  11-4.単価マスタのダウンロード

クラウド環境に接続するために、弊社から発⾏したIDとパスワードを⼊⼒します。

※下に引っ張って離すと、最新の単価マスタ⼀覧に更新します。

「接続」ボタンをタップ。1

「ダウンロード」をタップ。2

ダウンロードするマスタを選択。3

「OK」ボタンをタップ。4

※
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  11-5.作成した⾒積のアップロード

※クラウド側のアップロード済データは上書きされます。

「接続」ボタンをタップ。1

「アップロード」をタップ。2

確認ダイアログの「アップロード」をタップ。3
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  12-1.アプリの操作に関して

Q.単価マスタがとりこめない。（データ読み込み失敗と表⽰される。）
・単価マスタ（CSVファイル）で、必須項⽬が登録されているか。 ※必須項⽬は、「名称」「単位」「単価」です。
・空⽩⾏がないか。空⽩⾏があると、必須項⽬が未⼊⼒とみなされます。

Q.画像・PDFが表⽰されない。

・画像ファイル名と単価マスタ(CSVファイル)で登録している画像のファイル名(拡張⼦)が同⼀か。
・ファイルにパスワードロックがかかっていないか。(パスワードロックのかかっているPDFは盾のアイコンで表⽰されます。)
・設定できない画像ファイルの拡張⼦を使⽤していないか。

アプリで使⽤できる画像の拡張⼦は「 jpg / gif / png / bmp 」です。

Q.動画が表⽰されない。

・動画ファイル名と単価マスタ(CSVファイル)で登録している動画のファイル名(拡張⼦含む)が同⼀か。
・設定できない動画ファイルの拡張⼦を使⽤していないか。

アプリで使⽤できる動画の拡張⼦は「 mp4 / mov / m4v 」です。

Q.⾒積作成ができない。

・アプリに単価マスタ(CSVファイル)を取り込んでいるか。
・単価マスタの作成⽅法が間違っていないか。

Q.⽂字化けする。

・外字・機種依存⽂字を使⽤すると、⽂字化けを起こしたり、単価マスタの読み込み⾃体に失敗することがあります。

外字の例）① ② ③ ④ ⑤ ㈱ ㈲
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ ㎝ ㎡

Q.iTunesでCSVファイルを上書きして同期したのに、アプリの単価マスタが更新されない。

アプリの「バージョン2.0.0」から単価マスタの読み込み時間を短縮するためにCSVファイル名と同じ名前のマスタがアプリ内に既に存在
する場合、読み込みを⾏わない仕様になっております。更新内容を反映させるには、以下の⼿順で単価マスタを更新することができます。

１．アプリのトップ画⾯から「単価マスタの削除」を選択し、更新した単価マスタ(CSVファイル)を削除します。
２．iPadとパソコンを接続し、iTunesを起動させて「パッと⾒積 の書類」に更新したCSVファイルをドラッグし上書きします。
３．「同期」ボタンをクリックします。

Q.アプリに保存済の単価マスタや明細が表⽰されない、表⽰がおかしい。

データが表⽰されない場合、単価マスタデータベースが壊れている可能性があります。以下をお試し下さい。

１．iPadを再起動します。
２．1の⼿順で改善しない場合は、6ページの内容に従って単価マスタを全て削除します。
３．アプリを再起動します。
４．2、 3の⼿順で改善されない場合は、スタンダード版︓iTunesと接続します。 クラウド版︓アプリを再インストールします。
５．スタンダード版︓「CoreData」フォルダ(31ページ)を削除します(アプリは完全に終了させて下さい)。
６．スタンダード版︓アプリを再起動します。

 12．ヘルプ
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  12-2.クラウドサービスに関して

Q.「接続」ボタンを押してしばらくすると、エラーメッセージが表⽰される。

「企業認証エラーです」
⇒企業ID・パスワードが間違っていないかご確認ください。

「利⽤者認証エラーです」
⇒ユーザID・パスワードが間違っていないかご確認ください。

「認証情報の取得に失敗しました」
⇒クラウド側で、単価マスタ作成時にマスタ名などに外字が使⽤されている可能性があります。
 管理者にお問合せください。

「接続に失敗したか、アカウントエラーです」
⇒URLが正しく⼊⼒されているかご確認ください。
 ※接続先サーバで何らかのエラーが発⽣している可能性もあります。

「後でやり直してください」
⇒ネットワークの速度が極端に遅い環境で表⽰されることがあります。
 Wi-Fi環境やLTE環境など、より⾼速なネットワークで再度試してください。

Q.単価マスタのダウンロードができない。

・クラウドサーバとの接続が途中で切断されている可能性があります。
   Wi-Fi環境やLET環境など、より⾼速なネットワークで再度試してください。

・クラウド側での単価マスタの作成⽅法に誤りがあるか、画像等が壊れていてアプリに取り込めない可能性があります。
   管理者にお問合せください。

Q.⾒積データのアップロードができない。

・アプリに保存されている⾒積データがないとアップロードできません。
 ⾒積データを作成してください。

・「データが保存できませんでした」と表⽰される。
 作成した⾒積データに機種依存⽂字などがないか確認してください。

Q.全てまたは⼀部の単価マスタの登録に失敗する。

・クラウド側で作成した単価マスタに、外字や機種依存⽂字などが使⽤されている明細がひとつでもあると登録に失敗します。
 管理者にお問合せください。

・アプリ内のデータベースが何らかの理由で壊れると登録できなくなることがあります。
 アプリ内のデータベースを全削除してから再度登録しなおしてみてください。
 ※アプリに保存されている単価マスタは全て削除されます。

・iPadのディスク容量がいっぱいになっている可能があります。(空き容量は「設定App」＞⼀般＞情報 から確認できます。）
 不要な単価マスタを削除するか、iPad内の不要な画像や動画を削除してください。
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  12-3.アプリ全般に関して

Q.対応iPadに関して

「1-1.動作環境」をご覧下さい。尚、対応OSは iOS6.0 〜 iOS8.1 (バージョン3.0.0) です。

※バージョン3.0.0から、iPad Air, iPad Air2, iPad mini2, iPad mini3等、64bit CPUを搭載したiPadに最適化されました。
 これらのiPad上では、「パッと⾒積」は従来より⾼速に動作します。

Q.アップデート後、アプリが起動しない。または使⽤中に「予期しないエラーが発⽣した」等のエラーメッセージが表⽰される。

アップデート後、起動しない場合はアップデートに失敗した可能性があります。以下の⼿順をお試し下さい。

１．アプリを削除する。(削除前に、iTunes経由でデータのバックアップを取って下さい)
２．iOSを最新のバージョンにアップデートする。（「設定App」＞⼀般＞ソフトウェアアップデート)
３．iPadを再起動する。
４．アプリを再インストールする。

Q.PDFや動画を閲覧中、動作が遅くなったり「メモリが不⾜しています」というメッセージが表⽰される。

アプリの動作速度が遅いと感じたり、動き等がぎこちないと感じた場合。（iOS7以降のみ）
以下の設定を⾏うと、iOS7独⾃の透過エフェクトが無効になります。

１．設定Appを開く。
２．⼀般 -> アクセシビリティ-> コントラストを上げる。
３．「コントラストを上げる」を『ON』にする。
４．アプリを再起動。

iPadのメモリが不⾜しています。以下の⼿順をお試しください。

１．アプリを完全に終了し、その他の使⽤していないアプリも終了させる。
２．PDFや動画などを容量の⼩さいものに変更する。（PDFに画像が⼤量に含まれているとメモリを⼤量に消費します。)
３．登録されている単価マスタのうちで、使⽤していないものを削除する。
４．iPadを再起動する。

※iPad2などの古いiPadは登載メモリが少ないため、上記の現象が起こりやすくなっています。
 また、iPad Air等64bit CPUを搭載したiPadでは、アプリのメモリ使⽤量⾃体が増加しているため、
 従来に⽐べ上記現象が多少起こりやすくなります。
 ⼤量のコンテンツを快適に扱う場合、iPad Air2等メモリ搭載量の多いiPadを使⽤されることをお勧めします。

この操作説明書で問題が解決しない場合やアプリがクラッシュ(突然終了する)場合は、弊社サポートまでご連絡ください。
Appleの審査があるため、アプリのアップデートには時間がかかりますことをご了承お願いいたします。

注）本アプリは、「Jailbreak(脱獄)」したiPad上では動作しません。
もし何らかの⽅法で、お客様が「Jailbreak(脱獄)」したiPad上で本アプリを動作させ、使⽤した場合において、
本アプリ使⽤の際に⽣じたいかなる損害に関しても、当社は⼀切の責任を負わないこととさせて頂きます。
サポート及びお問合せを受け付けることはできませんのでご了承下さい。

お問合せ先
info-patto@sts-inc.co.jp
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