
プログラムの変更履歴 2021年6月18日　作成

プログラム名 バージョン 更新日 更新内容

　令和3年度設計労務単価更新

社長の猫の手Ⅱ Ver-11.00 　工事写真分割作成の際の伝票再編集時の不具合修正

　売上伝票処理の年度以降処理不具合修正

　令和２年度設計労務単価更新、主要材料データの価格見直し

社長の猫の手Ⅱ Ver-10.00 　工事写真分割作成対応、郵便番号データ更新、ホルダ内ファイル壊れチェック機能追加

　その他、従来のバージョンの不具合点を解消

　平成31年設計労務単価更新、メインページデザインの変更、

社長の猫の手Ⅱ Ver-9.00 　工事写真リンク切れ対策、ユーザーブック不具合対策、

　売上伝票処理中のパソコン能力表示停止、売上伝票処理西暦表示、

　郵便番号データ更新

簡単仕入管理

簡単仕入管理

簡単仕入管理

・利用環境の表示、自社データ登録時間の計測

社長の猫の手Ⅱ Ver-8.30 ・処理時間の対策

・エクセル2010使用時、PDF化で他のシートのボタンがずれる対策実施

・Ver-8.02は7/13から8/10までリリース（Ver-8.01の一部不具合対策）

・エクセル64bit版に対応

社長の猫の手Ⅱ Ver-8.01 　（64bit版使用時のコンパイルエラーを対策　long　－＞　LongPtr）

・メールソフトを従来のBASP-21に加え、OUTLOOKを追加

・領収証発行、請求書送付機能、OPソフト機能を追加

社長の猫の手Ⅱ ・顧客メモ、顧客・仕入先データ管理機能、郵便番号住所変換機能の不具合を対策

・売上伝票処理のエラー発生時の対策追加（仮保存ホルダ）

・原価計算を税別価格を表示追加

・公共工事設計労務単価平成30年度版を搭載

・メール送信機能を改良

・郵便番号データ最新版に更新

・エクセル2016（32bit版に対応）

社長の猫の手Ⅱ ・フォルダオプション（登録されている拡張子は表示しない）のチェックが外れていても動作するよう改良

・顧客データを最大6000件登録可能に改良

・公共工事設計労務単価平成29年度版を搭載

・メール送信機能を強化（BASP-21+OUTLOOKの何れかでメール送信可能）

・郵便番号データ最新版に更新

売掛金集計表

社長の猫の手Ⅱ

2020.7.1

2019.4.25

Ver-6.00 2019.4.5 ・自社締日が31日の場合の仕入帳の期間表示不具合を修正しました。

Ver-5.00 2018.12.14 ・支払い予定表の日付表示不具合（翌月、翌々月指定時）、集計月を変更可能としました。

2021.6.18

Ver-7.00 2017.6.6

Ver-4.00 2017.2.23 ・60日間試用が出来なくなっていた不具合を解消

Ver-6.01 2016.9.6 ・アンケートが出ない不具合を改善

Ver-4.00 2018.10.1 ・Windows10、エクセル2016（32/64bit版）に対応しました。

2018.8.10

2018.7.13

Ver-8.00 2018.6.8



簡単仕入管理

・Windows10、エクセル2013に対応しました。（販売価格を変更）

猫の工事写真帳 ・捺印機能追加、PDF出力機能追加

売掛金集計表

・各種伝票へのネット用印鑑登録・捺印を可能としました。

・平成28年度公共工事設計労務単価搭載しました。

社長の猫の手Ⅱ ・材料データ（ルームエアコン、業務用エアコン更新しました）

社長の猫の手Ⅱ

・見積書、納品書、工事写真帳、請求書のＰＤＦ出力を可能としました。

・修理伝票作成時、”交通費を請求しない”としたときの請求書作成のエラーを修正

社長の猫の手Ⅱ ・良く利用する材料価格データの一部見直しを実施しました。

・材料データの仕入れデータ入力方法を変更（単価の直接入力を可能としました）

・納品書の諸経費を表示しないの不具合を修正

・アンケート送信のＢＡＳＰ21未設定の場合の従来のsendmail機能を復活

・認証IDの変更

・office2016対応を確認（32bit版のみ）：

・見積（横）詳細見積に公共工事を追加し、諸経費を表紙でまとめて計算する方式を追加

・見積書（横）諸経費を表示しない場合の請求書に表示される不具合を修正

社長の猫の手Ⅱ ・見積書（縦）の原価欄の諸経費が反映されない不具合修正

・見積書（縦）及び納品書の請求書（ネットワーク保存）のリンク不良を修正

・メインページの地図表示googleマップが表示できない不具合を修正

・メインページ電話番号表示変更の不具合を修正

・売上伝票処理、売掛金集計表の印刷コマンドの不具合を修正

・材料注文書を注文書に名称変更実施

・収支計画書の一部不具合を修正

　

太陽光発電

事業計画書

・パワコンメンテナンス分１０年後の取り扱い　更新パワコンを　考慮する/考慮しない　の指定追加

・減価償却　シート　で特別償却の償却率を任意に指定出来るようにしました

太陽光発電 　

事業計画書

会社名称

・決算月が３月等の場合、年度以降処理実施の後、翌月の支払い予定表の記入の際、”記入年月の指定が

　正しくありません・・　”と表示される不具合を修正しました。

簡単仕入管理 　（決算月が２桁（１０月、１１月、１２月）の場合、不具合は発生しません。）

Ver-6.01 2016.9.6 ・アンケートが出ない不具合を改善

Ver-6.00 2016.5.24

Ver-5.01 2016.2.24 ・ver-5.00が起動時にエラー発生の為、ファイル差し替え実施

Ver-5.00 2016.2.10

Ver-3.00 2016.6.23 ・Windows10、エクセル2013に対応しました。

Ver-2.00 2016.6.23

Ver-3.00 2016.6.23 ・Windows10、エクセル2013に対応しました。（販売価格を変更）

2015.6.8 ・会社名称を従来の　オフィスアメニティーEより、楽 CELL（ラクセル）に変更しました。

Ver-2.00 2013.5.28

Ver-4.10 2015.7.14

Ver-22.00 2015.11.30

Ver-21.00 2015.6.11



Ⅱ

太陽光発電

事業計画書

・H27年度公共工事設計労務単価登録しました。

・メール送信機能（BASP-21利用）を追加

社長の猫の手Ⅱ ・郵便番号住所変換全国版データを搭載

・使い勝手・表示を大幅更新実施

・H26年度公共工事設計労務単価登録しました。

・見積書の明細書の原価欄を印刷できるよう改良しました。

社長の猫の手Ⅰ ・エクセル2013（32bit版）に対応しました。

・H26年度公共工事設計労務単価登録しました。

・見積書の明細書の原価欄を印刷できるよう改良しました。

社長の猫の手Ⅱ

・エクセル2013（32bit版）に対応しました。

・Windows8.1 でインストールの際マイクロソフトアカウントを使用した場合、６０日試用版を利用できない

社長の猫の手Ⅱ 　不具合を対策しました。

・請求書リンクの拡張子の不具合を修正

・材料データ（ポリエチレン管を修正　地中を追加）

社長の猫の手Ⅰ

社長の猫の手Ⅱ ・日報機能を追加

・材料データ（ポリエチレン管を修正　地中を追加）

・日報機能を追加

・顧客住所グーグルマップ表示ができない不具合（Ver-8.70）を対策

社長の猫の手Ⅰ

・インストール時にパソコンの設定（登録されている拡張子を表示しないにチェック有り）が正しくない場合の

　エラーメッセージを表示。

社長の猫の手Ⅰ ・売掛金集計表の保存ボタンの不具合を修正

・見積書の法定福利費内訳明示に対応実施

・消費税率変更対策を実施

・インストール時にパソコンの設定（登録されている拡張子を表示しないにチェック有り）が正しくない場合の

　エラーメッセージを表示。

社長の猫の手Ⅱ ・売掛金集計表の保存ボタンの不具合を修正

・見積書の法定福利費内訳明示に対応実施

・その他、従来バージョンでのこまかな不具合を修正実施

社長の猫の手Ⅱ

・猫の手Ⅱ　Ver-2.30　の不具合（工事写真帳の再編集できない）を対策

・猫の手Ⅱ　Ver-2.30　の不具合（セキュリティ強化）を対策

社長の猫の手Ⅱ

Ver-2.00 2013.5.28

Ver-16.00 2015.4.5 ・土地購入（非課税）、土地リースの場合（非課税）を従来、消費税込みに計算する不具合を修正

Ver-3.00 2014.6.12

Ver-9.01 2014.5.2

Ver-2.91 2014.5.2

Ver-4.00 2015.3.31

Ver-10.01 2014.8.26

Ver-3.01 2014.7.11

Ver-2.60 2014.2.20

Ver-2.50 2014.1.28

Ver-9.00 2014.4.18

Ver-8.70 2014.3.20

Ver-2.70 2014.3.3



社長の猫の手Ⅱ

・請求書にハイパーリンクを設定可能としました。（ファイル、ホルダ）

　顧客メモで瞬時に該当する請求書を表示し、リンク設定した書類、図面、画像などを取り出し可能となりました。

社長の猫の手Ⅰ ・起動時にパスワードを設定し、セキュリティ面の強化実施

・顧客住所データをインターネットエクスプローラで地図表示（googleマップ）機能を追加しました。

・各シートの表示倍率を最大１４０％に制限し見やすさを改善しました。

社長の猫の手Ⅰ ・ユーザ登録方法の変更、セキュリティ面の強化実施

太陽光発電

事業計画書

親切・便利な

アドレス帳

太陽光発電

事業計画書

太陽光発電

事業計画書

親切・便利な

アドレス帳

・郵便番号住所変換での不具合を修正しました。

・見積書の部分集計の際、金額の表示（少数点以下）の不具合を修正しました。

社長の猫の手Ⅰ ・売掛金集計表の上書き保存ボタンの不具合を修正しました。

・決算月が３月等の場合、年度以降処理実施の後、翌月の支払い予定表の記入の際、”記入年月の指定が

　正しくありません・・　”と表示される不具合を修正しました。

簡単仕入管理 　（決算月が２桁（１０月、１１月、１２月）の場合、不具合は発生しません。）

Ⅰ、Ⅱ

・都道府県別の労務単価（平成25年度設計労務単価/国土交通省発表分）を登録し、自社データ登録の際、

　都道府県の選択で自動的に選択され複合単価の計算に摘要されるように改良しました。

・材料選択画面を改良し、よく利用する材料データを優先的に表示・選択を可能としました。

社長の猫の手Ⅰ 　また、自社で独自に登録した材料データについても上記で使用することが可能となりました。

・主要な管材料の仕入価格を調査、更新しました。

・見積書の表示で桁UP/桁DOWN機能を新たに設けました。

Ver-2.50 2014.1.28

Ver-2.30 2014.1.24

Ver-3.00 2013.11.5 ・顧客データ表及びはがき印刷でユーザーフォーム１で選択された顧客が表示されるように改良実施

Ver-9.00 2013.9.24 ・減価償却費の計算式を修正、外部フェンスの減価償却費の項目を追加

・猫の手Ⅰ　Ver-8.20　の機能に加えて消費税率変更対策を実施

Ver-8.20 2014.1.17

Ver-8.10 2014.1.7

Ver-10.0 2013.11.15 ・ユーザーがより使いやすいよう改良を実施しました。

Ver-8.03 2013.4.25

Ver-1.06 2013.4.25

Ver-8.02 2013.4.8

Ver-8.00 2013.9.10 ・従来、消費税別途となっていたものを消費税を加えた形に修正しVer-8.00としました。

Ver-1.00 2013.6.11 ・新規リリース開始



・決算月が３月等の場合、年度以降処理実施の後、翌月の仕入帳の記入の際、”記入年月の指定が

　正しくありません・・　”と表示される不具合を修正しました。

　（決算月が２桁（１０月、１１月、１２月）の場合、不具合は発生しません。）

簡単仕入管理 ・簡単仕入管理ⅡについてはWindows８対応済みです。

Ⅰ、Ⅱ 　簡単仕入管理Ⅱについては　”登録されている拡張子は表示しない”　についてチェックが外れていても

　動作に問題は無いよう処置済みです。

・Ver-8.00 で売上伝票処理でWindowsXPの場合のネットワーク保存での不具合がありましたので

　修正しました

・インストールソフトに一部不具合（インストール済みの場合の上書き処理）が有りましたので

社長の猫の手Ⅰ 　インストールソフトを変更しました。

・nekoBKで売上伝票処理、売掛金集計表のバックアップ保存とバックアップ書込みに不具合が

　ありましたので修正しました。

・Windows８に対応しました。

・見積書表紙で合計金額を表示しない設定を可能としました。

（給湯器Aの場合は１６５０００円、Bの場合は１８７０００円といった見積書を作成する場合に使用します）

社長の猫の手Ⅰ

・売掛金集計表を３枚シートを1枚にまとめ並び替えが自由にできるように修正しました

・上記に伴い売上伝票処理ソフトを修正しました。

・郵便番号データを更新しました。

社長の猫の手Ⅰ ・見積書（縦）の数量が桁が大きくなると表示されない不具合を修正しました。

・材料注文書の納入日の日付を自動入力（記入日の翌日）としました。

・購入者向けサポートソフト　nekoBK.xls　を修正し、使い勝手を改善しました。

・見積書の集計で各シートの小計金額が大きい場合（３０００万以上）、集計した祭、

　表紙の見積項目ごとの合計金額が、1円単位でずれる場合があった不具合を修正しました。

〃 ・電気材料シートの電気部材で連続して材料を選択記入できない不具合を修正

　

・エクセル2010での使い勝手を改善しました。

・アンケート送信の不具合点を改善しました。（セキュリティの向上）

〃 　

・売上伝票処理でネットワーク保存に関する不具合を修正しました。

〃 ・売上帳の入金処理で入金日の日付を省略した場合、警告メッセージが出るよう修正しました。

　

・見積書で連続して記入された行の途中に空白行を設けることが可能となりました。（見積書　縦・横）

　現状説明スライドではこの機能については説明していません。（近々更新予定）

〃

　挿入したい行にカーソルを合わせ、空白行挿入ボタンを押します。

・新しい仕入先を登録し、そのまま続けてその仕入先に対する仕入帳を記入した場合、プログラムが

　無限ループに入り終了しない不具合を修正しました。

Ver-7.90 2012.11.22

Ver-7.80 2012.10.26

Ver-7.70 2012.10.19

Ver-1.05 2013.3.27

Ver-8.01 2013.2.19

Ver-8.00 2013.2.15

Ver-7.61 2012.8.10

Ver-7.60 2012.8.2

Ver-1.03 2012.5.29



簡単仕入管理 ・また、プログラム終了の際、表示されるエラーメッセージを変更し対策しました。

Ⅰ、Ⅱ

・試用期間中に第1回目のアンケートを送信後、以降起動できなくなる不具合を修正。またこれにあわせて

　救済措置として一旦試用期間を終了している場合でも最新版を６０日試用できるよう対策実施。

・エコキュート（Panasonic）分の一部で選択記入した場合、初めの1行しか記入できない不具合を修正。

社長の猫の手Ⅰ

・システムの復元の材料データ消去による不具合他を解消しました。

・一部材料データの単位間違いを修正しました。

〃

・アドインの関係から、エクセルのバージョンにより、プログラムを２つに分割しました。

　エクセル2003をご利用の場合、簡単仕入管理Ⅰ、エクセル2007、または2010の場合、簡単仕入管理Ⅱ

　をダウンロードしてお使いください。

簡単仕入管理

Ⅰ、Ⅱ

・材料データをすべて更新しました。

・複合単価用の仕入価格と自社で修理、民間工事の見積等に用いる場合と使い分けを可能としました。

社長の猫の手Ⅰ ・管材などの標準価格と仕入価格を１本当たりから１ｍ当たりに自動変換するよう仕入価格管理欄を

　設けました。

・複合単価の労務費を材料選択画面で登録すれば各材料BOOKが連動するよう変更しました。

・売上伝票処理のネットワーク使用の問題点を改善しました。

・修理伝票の各シートのフォントを統一しました。（表示倍率を１００以外の場合のメモリ不足の問題対策）

・「公共建築工事共通費積算基準」　平成２３年度版　国土交通省大臣官房官庁営繕部　に基づき

　共通費算出式を改定しました。（見積書横、縦）

〃 ・設備倶楽部データ（最新版：夏）の変更にあわせて電気データの選択画面を修正

・仕入先を新規登録したものに対して仕入帳が正常に作成できない不具合を修正

・仕入先登録ページの拡大縮小処理を追加

簡単仕入管理 　（メモリ不足と表示される問題点を回避：フォント統一実施）

・仕入先登録ページでの記号並び替えの不具合に対して、仕入先の記号サンプルを修正

　（アルファベット＋数字３桁）

・プログラム終了時にアドインの撤去を追加

・新規リリース開始

売掛金集計表 ・従来からの売掛金集計表（フリーソフト）を改良し、今回　Ver-2.00　として新規リリース開始です。

・改良点は従来1年分の項目を３枚のシートに分割していたものを今回から１枚のシートにまとめました。

　このことにより、これまで並び替え機能がさかのぼって実施できないという点を解消し、どの時点でも

　売り上げ金額、回収金額、残高などさまざまな条件で並び替えを可能としました。

・なお、今回の改良の結果、本プログラムは従来のフリーソフトから有償ソフトへと変更させて

　いただきました。（販売金額　：　￥1,500.- 税込み)

簡単仕入管理

・Windows　Vista、Windows7　での６０日試用できないバージョンに対して対策実施

・外部データ使用時の問題点（通常操作以外で発生）を対策

社長の猫の手Ⅰ ・請求書の不要伝票削除機能の不具合を修正

・メインページ動作環境のマイクロソフト　アップデートボタンが　Windows Vista 　Windows 7　で

Ver-7.50 2012.5.4

Ver-7.40 2012.2.24

Ver-1.02 2012.2.17

Ver-1.03 2012.5.29

・新規リリース開始

Ver-7.10 2011.4.24

Ver-7.30 2012.2.10

Ver-7.20 2011.9.30

Ver-1.01 2011.9.30

Ver-2.00 2011.9.8

Ver-1.00 2011.8.31



　ホームページに飛ばない不具合を修正しました。

・外部エクセルデータ機能に従来の機械設備データに加え電気設備データを加えました。

〃 　設備倶楽部　複合単価　自由自在をご利用の方は簡単な登録作業でそのデータを見積書などに読み込む

　ことができます。

・購入者向けデータバックアップソフト（nekoBK.xls）を作成しました。新しいバージョンに更新する際

　の手間が省けます。

・見積書・修理伝票・納品書の文字の大きさを調整可能としました。

・フリーソフト売掛金集計表の印刷の不具合（EXCEL2007で印刷出来ない）を修正しました。

・アンケート送信の不具合を解消（試用版のみ）

〃 ・自社データ登録の際、材料選択画面の更新するか否かというメッセージが表示される不具合を解消

・外部エクセルデータを簡単な登録作業のみで直接読み込みできる機能を追加

〃 ・請求書印刷の不具合（枠をはみ出す）を解消

・郵便番号データを更新しました

・ルームエアコン、IHヒータの材料データ（複数行）の書込みに一部不具合があった箇所を修正

〃

・請求書鏡（請求書が複数枚有る時）を発行できる機能を追加

・請求書及び請求書鏡を窓付長３封筒を利用できるようレイアウト変更しました。

〃 　これにより請求書送付の際、請求書を３つ折りにし、窓付長３封筒に入れるだけで宛名書きを省略

　できるようになりました。

・Ver-7.04での顧客メモでの自動記入の際の不具合を修正しました。

・売上伝票処理の中でダミー.bmpでエラーが発生する不具合を解消

・Ver-7.03で見積書(横書き）に不具合がありましたので下記の修正を実施しました。

〃 ・原価計算の諸経費が計算されない不具合を修正しました。（計算式飛び）

・改ページに一部不具合がありましたので修正しました。

・シート削除の際、ページ番号等が更新されない不具合を修正しました。

・見積書(横書き）に通常見積と詳細見積の２つの形式を指定するように機能追加し、詳細見積では

〃 　見積表紙の項目（最大６個）に対してさらに１０項目に詳細に展開できるように改良しました。

　これにより、見積項目が多岐にわたる場合、または公共工事で大項目（機械、電気、建築）、

　中項目（空調工事、給水工事、排水工事・・・）といった形式もそのまま対応可能としました。

・公共工事の共通費の算出に従来に加え、建築工事についても新営、改修のそれぞれに算出可能としました。

　また諸経費（共通費）算出の際にその見積項目ごとに算入比率を５％ごとに指定可能としました。

・メインページで不要伝票削除機能を設けました。

・顧客メモをネットワーク環境で使用した場合の不具合及び社員名のリンク切れの不具合を解消しました。

・ポリエチレン管の価格データを更新しました。

・修理伝票の労務費の合計表示を改良しました。

・見積項目を見直し登録しました。

・見積書に材料を直接入力した場合に原価を容易に入力できるように原価挿入ボタンを設けました。

〃 ・見積書のヘルプが表示されない不具合を修正しました。

・労務費の一括変更登録を可能としました。（見積書初期設定）

・上記にあわせて各材料データの労務費を一括変更実施

〃 ・材料データを一部更新しました。（IHヒータ、土工事、桝関連１、２、換気機器、塗装）

・Windows7　Home プレミアムでの60日試用の不具合を修正（確認中）

・売上伝票処理内での会計年度移行処理で日付の切替がうまくいかない不具合を解消しました。

・売上伝票処理の会計年度移行処理のネットワーク利用以外の不具合を対策（J28セル）

・売上伝票処理中に試用期間である場合、アンケート要求が表示される問題を修正

・売上帳の入金日付の制限不具合を修正（集計開始日以降の集計月内を有効）

・売上伝票処理内でエラーが発生した場合、途中の処理段階を戻す処理を追加

・納品書で消費税抜きの設定にした場合、ゼロが表示される不具合を解消

Ver-7.10 2011.4.24

Ver-7.09 2011.1.13

Ver-7.08 2010.10.21

Ver-7.07 2010.10.5

Ver-7.03 2010.8.7

Ver-7.02 2010.6.30

Ver-7.01 2010.6.4

Ver-7.06 2010.9.14 ・Ver-7.06は一般公開していません

Ver-7.05 2010.8.31

Ver-7.04 2010.8.17

../XREAhp/nekoBK.xls


・顧客メモでUP/DOWNボタンでの選択に加え、マウスでのクリックで選択可能としました。

・請求書でのコメント挿入範囲を限定追加

・メールの送信が失敗した場合、ディスクトップに添付ファイルを置くよう改良しました。

　（メーカ修理依頼、注文書）

・修理伝票で消耗雑材を消耗雑材・諸経費に名称変更

・Windows ７　に対応可能としました。

・データ入力後のセルの移動方向を下方向に設定（自社データ登録内）

〃 ・見積書の表紙に戻る場合に表紙に金額が加算される件を対策し、リアルタイムにシート集計を

　実施しました。

・材料データを大幅に価格更新しました。

・自社データ登録終了後に材料選択画面が残る不具合を対策

・メールの送信が失敗した場合、ディスクトップに添付ファイルを置くよう改良しました。

　（アンケート）

・60日間無料試用の場合、試用開始から30日を経過した場合、試用継続パスワードを入れないと

　継続できないように修正

　（アンケートを１回でも返信していただいたお客様には上記パスワードをもれなく返信します）

・６０日試用処理のセキュリティを強化（不正利用対策）

・Windows　Vista 64bit　上で圧縮ファイルの解凍に不具合が確認されたため、インストールプログラム

　を変更

・工事写真帳の機能を大幅改善　（Ver-1.05に更新）

　１）写真帳の再編集が可能となりました。２）コメント挿入場所をマウスで選択できるようになりました。

〃 　３）登録したシートをページ指定することで選択削除を可能としました。

　　 上記の改善にあわせて工事写真帳の説明スライドを更新しました。

・見積項目を変更出来ない不具合を修正

・売上伝票処理で途中で不具合があった場合に処理段階とエラーが発生したファイル名を表示するよう改善

　（Ver-1.10に更新）

・材料データの価格更新しました。（DV継手、HIVP、VP、VU,電線１、電線管、制御用ケーブル）

・エクセル2003をお使いの際、見積書でコメント解除、シートクリアが正常にできない不具合を修正

　（エクセル2007の場合は問題ありません）

・見積書の名称、規格・寸法、備考欄で3/4と入力した場合、日付と認識され3月４日と表示される

〃 　不具合を修正

・売上伝票処理で集計結果表示モード選択が出来ない不具合を修正（Ver-1.08に更新）

・見積書作成画面での郵便番号変換機能が動作しない不具合を修正

・認証IDの作成プログラムを変更

　ご購入済みのお客様で最新バージョンに更新される場合、以前の認証IDはお使いになれません

　（Ver-5.00以降にご購入のお客様はご連絡いただければ新しいIDを無償でご連絡します）

・修理伝票で請求書を作成した場合、請求書の労務費、消耗雑材、運搬交通費の金額が表示されない

〃 　不具合を修正

・材料検索機能を追加（材料選択画面）

　あらかじめ登録された検索キーワードから材料BOOKを開くことが可能となりました。

〃 ・水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管、HL継手を新規材料BOOKとして登録

・見積書、修理伝票、納品書でコメント挿入を実施し、請求書を作成した場合に自動的に請求書

　もコメント挿入するように改良

・見積書表紙に諸経費を表示/非表示を切り替えられる機能を追加

・エクセル2007で上書き保存した場合、条件付き書式の関係から互換性チェックで”機能の大幅な

　損失”が表示される不具合を対策（材料BOOK全て、ユーザ登録BOOK全て、売上伝票処理）

・顧客データ登録No.828以降で電話番号登録した場合に電話番号から顧客検索出来ない不具合を修正

・見積書縦書きの場合で請求書作成時に備考欄が自動的に記入されない不具合を対策

・メインページ伝票検索機能の不具合を修正（同一日に同一顧客に対して伝票作成する場合に区別するために

Ver-7.01 2010.6.4

Ver-6.04 2009.5.28

Ver-6.03 2009.5.20

Ver-7.00 2010.3.29

Ver-6.06 2010.1.15

Ver-6.05 2009.7.6



　付加する記号がA1、B2のように”アルファベット＋数字”　にした場合に伝票が検索出来ない不具合を修正）

・修理伝票、納品書で請求書が複数（請求書＋内訳書）有るで請求書上書きボタンを伝票作成モード内で使用

　した場合に請求書の表紙のみ上書き保存され内訳書が保存されない不具合を修正

・売上伝票処理で途中でエラーが発生して異常終了した場合に再開した際、ホルダが残って処理できない

　不具合を修正

・試用期間のアンケートの表示の不具合を修正（第２回アンケートの一部の行の表示高さを修正）

・修理伝票、納品書で単価欄の表示に不具合（透明色）を修正

・見積書（縦・横）、修理伝票、納品書でエクセル2007で上書き保存した場合、互換性のチェックで

〃 　不具合が発生する問題を修正

・複合単価使用時の労務費の原価を登録しこれに基づき原価計算を実施するよう変更

・見積書表紙で複合単価を選択した場合に歩掛りが正確に記入されない不具合を修正

・見積書、修理伝票、納品書、請求書でコメント挿入機能を追加（セルを結合）

・売上伝票処理で手動で伝票削除した場合、次の集計で売上帳シート名に”a”が残る不具合を修正

・請求書表示倍率を設定（75％）

・使い勝手を考慮し、各所にコメントを追加しました。

・メインページ伝票検索機能を修正（電話番号と日付の読み分けを強化）

・見積書、納品書の備考欄に記載された内容を請求書にも自動的に記入するよう改良

・見積書下部の備考欄１行目に記載した内容が集計の際に消される不具合を修正

・売掛金集計表の集計欄の印刷の際、エクセル2007の場合に印刷ボタンが表示されない不具合を修正

・ファイリングのためのパンチ穴のセンター表示を追加

・ヘルプファイルの背景色をホワイトに変更

・メインページのデザインを変更

売掛金集計表

・売上伝票処理において

１）決算日を２月末に指定した場合、会計開始日が正しく表示されない不具合に対し集計開始日補正

社長の猫の手Ⅰ 　　入力により手動で訂正できるようにした。

２）請求書日付を抜きにした場合、売上帳の並び替えが正常終了しない不具合を対策。

・メインページで同一日に同一顧客に対する伝票を区別するためファイル名にA等を追加した場合に

〃 　伝票再編集で認識できない不具合を再度修正（Ver-5.05、Ver-5.06）

・電気関連材料価格の調査・更新を実施

・メインページで同一日に同一顧客に対する伝票を区別するためファイル名にA等を追加した場合に

　伝票再編集で認識できない不具合を修正（Ver-5.05のみ）

〃 ・顧客メモで該当伝票の確認を実施した場合に、”伝票が見つかりません”と表示される不具合を修正

・請求書の単価にゼロが表示される場合がある不具合を修正

・修理伝票、納品書の数量が１の場合に単価、金額欄に同一金額が２重表示される点を改善

・売上伝票処理の不具合（不要伝票削除後に並び替え、売掛金集計表記入が出来ない）を修正

・修理伝票の諸経費無しに設定した場合の不具合（０表示が請求書に残る）修正

・納品書の諸経費無しにした場合の不具合（印刷出来ないなど）修正

・納品書の表示倍率を改善

・工事写真帳での印刷時におけるボタン表示の不具合を修正（エクセル2007を使用した場合のみ）

・社長の猫の手ⅠをOffice2007上で完全動作するように改造しました。

・試用期間中のアンケート送信の不具合を修正

・修理伝票の労務費の直接入力を改良

・納品書の諸経費表示（Ver-5.03）の不具合を修正

・自社データ登録ページのメモ表示が見えない不具合（ディスプレイがワイド画面で無い場合）を改良

・Ver-5.00、5.01において売掛金集計表記入の際、一部不具合が確認された為、修正実施しました。

・振込指定口座の複数登録が可能となりました。顧客に応じて見積書・請求書に記載する指定口座を

　簡単に変更できます。

Ver-6.03 2009.5.20

Ver-6.02 2009.4.8

・売掛金集計表（単独）をフリーソフトとしてリリースしました。

Ver-5.08 2008.09.2

Ver-5.07 2008.07.25

〃 Ver-6.01 2009.4.7

〃 Ver-6.00 2009.3.12

Ver-5.06 2008.05.21

〃 Ver-5.05 2008.05.15

〃 Ver-5.04 2008.03.28

Ver-1.00 2008.12.22

〃 Ver-5.03 2008.03.14



・郵便番号住所変換機能を強化しました。従来の１都道府県のみの登録から最大４都道府県の登録変換

　を可能としました。

・修理伝票の労務費を従来の自動計算に加え、直接金額入力を可能としました。

・納品書の諸経費の表示を必要に応じて非表示を可能としました。

〃 Ver-5.02 - ・一般公開していません

〃 Ver-5.01 2008.01.10 ・Ver-5.00において売掛金集計表記入の際、一部不具合が確認された為、修正実施しました

・売上伝票処理機能を追加

・顧客データに電話番号入力規則追加

・見積書　発行日に修正

・材料データ　VU仕入れ価格修正、支持金物　32A、30Aの修正

社長の猫の手 Ver-4.04 【共通変更内容】

Ⅰ ・請求書ボタンの見直し実施

・見積項目のユーザ登録できない不具合を修正

Ⅱ Ver-1.03 ・各材料データの不要なリンク（切れ）をカットしました。

【社長の猫の手Ⅰ】

・工事写真　上部写真コメント欄が正常にコピーされない不具合を修正しました。

【社長の猫の手Ⅱ】

・上記共通変更内容に記載。

社長の猫の手 Ver-4.03 【共通変更内容】

Ⅰ ・請求書の再編集・印刷が可能となりました。（”日付抜きで再発行してほしい”といった客先の要望に

Ver-1.02 　簡単に対応できます。）

Ⅱ ・伝票検索の際、日付指定が可能となりました。絞り込みを行うことにより、より早く該当の伝票を

　探し出すことが可能です。

・メーカ修理依頼書に画像貼り付け機能を追加しました。より詳しい修理情報をメーカに伝達することが

　可能です。

・ルームエアコンの仕入価格を訂正しました。

【社長の猫の手Ⅰ】

・Windows　Vista　＋　Office2003　の組み合わせでも利用が可能となりました。

【社長の猫の手Ⅱ】

・Windows　XP　＋　Office2003　の組み合わせの場合で一部６０日試用が出来ない不具合を

　修正しました。

・マイクロソフトアップデート（へのリンク）が出来ない不具合を修正しました。

　（Windows　XP　の場合）

・見積書保存の際に書き込みページを自動的に戻す処理を追加しました。

・ショートカットを変更

・WindowsVista 　Office2007　対応版としてリリース（WindowsXP　＋　Office2007

　の組み合わせも使用できます）

・社長の猫の手Ver-4.01と同様に材料データを更新しました。

・見積書保存の際に書き込みページを自動的に戻す処理を追加しました。

・操作ボタンの使用フォントを変更しました。

・材料データを大幅更新

・材料データの納入価格を標準価格に対する率で指定可能とした。

・見積書（縦書き）の数量表示バグを修正（縮小表示にて対応）

・ワイド画面へ表示対応実施

・工事写真の印刷処理変更、閲覧機能の廃止（メインページで閲覧）

・WindowsVista 　Office2007　対応版としてリリース（WindowsXP　＋　Office2007

　の組み合わせも使用できます）

・見積書の縦書き書式を追加

　従来の横書き書式からの改善点は下記の通り

　①見積項目が最大２０項目（２０行）まで登録が可能

　②表紙（SHEET1）に複数行の材料データの記入が可能

2007.10.24

2007.09.26

社長の猫の手Ⅰ Ver-4.02 2007.08.31

社長の猫の手Ⅱ Ver-1.01 2007.08.30

〃 Ver-5.03 2008.03.14

〃 Ver-5.00 2008.01.01

社長の猫の手Ⅰ Ver-4.00 2006.10.16

社長の猫の手Ⅰ Ver-4.01 2007.08.01

社長の猫の手Ⅱ Ver-1.00 2007.06.06



　③見積項目ナンバーの自動振り替え

　　（集計の際、空白行などを自動的に認識し、見積項目ナンバーの再記入をおこないます。）

・見積書の横書き書式についても上記の②、③の改良を実施

・材料データを大幅更新

　（樹脂管関連、電気配線関連、衛生器具、エアコン関連、銅管関連、バルブ関連、換気機器など）

・修理伝票の機能改善（消耗雑材、交通費の入力方法を改善、値引き項目追加、端数処理追加、

　ご依頼事項、処置内容の文字サイズ変更機能を追加）

・納品伝票に端数処理機能を追加

・メインページ伝票検索機能の不具合修正

　（伝票番号で日付と電話番号を完全に区別し、誤検索をなくす処理を追加）

・工事写真帳で伝票検索から印刷を実施した場合に枠がずれる不具合を改善しました。

・工事写真帳で伝票検索で複数表示されない不具合を改善しました。

・請求書上書き機能を追加（請求書作成後の修正を有効にし、上書き保存が可能となりました。

・お客様サポートプログラムが適用できない不具合を改善：修理伝票のWorkBookOpenの処理を修正

　（一般公開せず）

・自社データ登録の際、下記の都道府県を主たる営業エリアとした場合、エラーが発生し、

　自社データ登録が出来ない不具合を対策。

　※　（北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木　の　９エリア）

・兵庫県を主たる営業エリアとして選択し、Excel2000（SP-1）でお使いの場合、

　自社データ登録後、各種の伝票が開けない不具合を対策。

・全国郵便番号データを更新（4月28日版）

・材料データ　家庭用エアコンを最新カタログにあわせて更新。

猫の手Light Ver-1.02 2006.10.16 ・（社長の猫の手Light　Ver-1.02　をリリース　：上記不具合※を対策）

・顧客検索の際、顧客リストの番号をあわせて表示するように改良実施。顧客リスト、仕入先リストの

　表示修正。

・兵庫県郵便番号データ更新

・Ver-3.05で工事写真帳に一部不具合がありましたので修正しました。

　（ユーザー登録文（コメント）が記入できない不具合）

・インストールファイルに導入手順説明スライドを含め、導入手順をより詳しく理解いただけるよう

　配慮しました。

・ファイル最適化機能の追加：各作業により肥大したファイル容量を元に戻し、快適に動作させる

　ことが出来ます。

　エクセルのマクロを用いたファイルは上書き等の操作によりファイル容量が肥大し、動作速度が

　低下します。本機能により、肥大したファイル容量を元のサイズに戻すことが可能です。

　（Excel2000をご利用の場合、一部の機能が利用出来ません。）

・見積書、納品書作成における顧客メモ使用後の伝票記入が正常に出来ない不具合を修正

・見積書集計時に合計金額が数円程度一致しない不具合を修正

　（一項目あたりの合計が数千万円におよぶ場合に、

　（変数の宣言の関係から）発生する現象がまれに有りました。）

・材料データのプログラムコードの見直しにより、各ファイル容量を30KB程度スリム化しました。

・メインページの各機能ボタンにキャンセル機能を追加しました。

・納品書の再編集時における表示倍率が通常より小さくなる現象、ならびにスクロール範囲が狭い

　不具合を修正

・郵便番号データを更新（2006年2月28日版）

・プログラムコードの見直しによる各ファイルの軽量化を実施。

・工事写真帳の文字の見やすさの改善、ボタンレイアウト、デザイン変更。

・見積書および、認証実施時のキャンセル処理の追加。

・修理伝票の顧客メモ記入後の不具合（該当伝票への戻り不良）、およびシートクリア処理不具合の

　修正実施。

・メーカ修理依頼書起動時のイニシャル処理追加。

社長の猫の手Ⅰ Ver-4.00 2006.10.16

〃 Ver-3.09 2006.09.11

社長の猫の手Ⅰ Ver-3.06 2006.04.12

〃 Ver-3.05a 2006.03.31

〃 Ver-3.08 -

〃 Ver-3.07 2006.04.30

〃 Ver-3.05 2006.03.24

〃 Ver-3.04 2006.03.09



〃 Ver-3.03a 2006.02.02 ・ネットワークホルダが作成できない不具合を緊急対策実施

・ 開発環境を変更し、従来office2000の場合SP-3を導入しないとエラーが出る現象を回避

　 office2000の環境でもアップデート無しに使用できるように対策しました。

・ 消費税の計算の際、1円以下を四捨五入していたが、１円以下を切り捨てするように修正。

　（見積書、修理伝票、納品書、請求書、原価計算書）

猫の手Light Ver-1.01 2006.01.25 ・（社長の猫の手Light　Ver-1.01を公開）：上記の社長の猫の手Ver-3.03と同様の修正実施

・見積明細書内の数量１式の場合の単価と金額の２重金額表示をしないように改善

・見積書の端数調整機能を追加（１円、１０円、１０００円単位で切り捨てを可能とした）

・見積明細書の印刷の際、ページ数が非常に多い場合にそなえて、明細書一括印刷機能を追加

・公共工事積算の際の共通費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費）算出機能を追加

・修理伝票の伝票再編集時における請求書作成エラーを修正

・材料データを更新（IHヒータ、エコキュート、ルームエアコン、排水器具関連　他）

・従来（Ver-3.01以前）、材料データの仕入価格を試用版に限って見えなくしていた処理を廃止

・EXCEL2002の環境において一部メーカのプリンタを使用した場合で、印刷機能を使用した際、

　コントロールボタンが左にずれる問題に対し対策実施

・インストール可能なOSを変更（WindowsXP,2000,Meに限定）

　従来、Windows98をインストール可能としていましたが、６０日間の試用が出来ないため

　除外しました。

・ ホームページプロバイダ変更（ホームページURL・メールアドレス変更）

・ 材料BOOKの選択画面から各材料シートを選択した場合の選択セルを”D4”（数量セル先頭）に固定処理

猫の手Light Ver-1.00 2005.10.23 ・社長の猫の手Light　Ver-1.00　をリリース

・材料データシート形式を大幅更新。（これに伴い、バージョンを2.03から3.00に更新）

・複合単価使用時の原価計算機能を改良し、パイプ・継ぎ手・接合材・支持金物・はつり等すべて

　の項目を原価に計上し、正確な原価把握が可能となるように改良実施。

・複合単価の標準歩掛かりの計上により、所要工事日数の把握が可能となりました。

・材料シートに仕入率の項目を追加。標準価格、仕入単価を入力すると自動的に仕入率を計算して

　表示します。

・ユーザー登録データでも標準歩掛かり・その他の値を登録すれば、簡単に複合単価

　（仕入単価・労務費連動）が登録できます。

・見積書の機能を一部修正（明細書：シート削除機能を追加）し、集計時のエラーを防止

　しました。

・材料シートの視認性を改善。グラフィック機能の低いパソコンを使用した場合の、文字つぶれ等

　の現象に対して対策実施。

・メーカ修理依頼書の購入時期の選択欄に”不明”を追加

・６０日試用版に製品開発・改良のためのアンケート機能を追加（ぜひご協力下さい。）

〃 Ver-2.03 2005.09.24 Ver-2.02の60日試用版認証不具合を修正

・顧客メモ　機能を新規に追加

・メインページ伝票検索で検索伝票を指定していないのに工事写真が検索される不具合修正

・材料データ　空調工事部材のページ11の先頭が隠れている不具合修正

・主として、表示画面の見やすさの点を中心に各所に修正を行っています。（表示倍率設定など）

・工事写真帳に表示　拡大　/　縮小　ボタンを追加し、ディスプレイが小さい場合でも見やすい

　ように改善。

・社長の猫の手をネットワーク環境で使用できるように改良実施。

　（これに伴い、バージョンを1.61から2.00に更新）

・見積書、修理伝票、納品書で請求書（原価計算書）の確認ボタンを追加しました。

・システムの復元プログラムの一部不具合を修正しました。

・メインページのボタンレイアウトを変更し、以前の伝票の確認方法を変更しました。

　（注文書、メーカ修理依頼書についても作成済み伝票を検索・表示が可能となりました。）

・使用中に正常動作がしなくなった場合に備え、システムの復元機能を追加

　誤操作などによる動作不良の場合などこの機能を使ってすぐに戻すことが可能です。

・見積書に部分集計機能を追加。一連の選択材料を部分集計し、消耗雑材などを一定の比率で

〃 Ver-3.03 2006.01.25

社長の猫の手Ⅰ Ver-3.02 2005.12.21

〃 Ver-2.02 2005.09.02

〃 Ver-2.01 2005.08.18

〃 Ver-3.01 2005.10.23

社長の猫の手Ⅰ Ver-3.00 2005.10.15

〃 Ver-2.00 2005.08.04

〃 Ver-1.59 2005.07.06



　計上出来ます。

・見積書を提出する際に、元請との関係などから消費税抜きで提出したい場合が有ります。

　こんなときに備えて、見積書の消費税表示の有り・無しを選択出来るように改良しました。

・修理伝票で同一日に同一顧客に対して異なる伝票を作成することが可能となりました。

　（伝票番号の末尾にA、B・・・などを追加することで可能です。）

・修理伝票の作業時間の入力範囲が広がりました。従来、（分）の単位で600分（10時間）が

　最大でしたが、今回改良し単位を（分）または（時間）を指定し、最大で10,000分、又は10,000

　時間までの入力を可能としました。これにより、見積をしていない比較的規模の小さな工事の出来高

　に応じた清算が可能となりました。

・エコキュートの材料データを更新しました。

〃 Ver-1.58 - ・一般公開せず

・メインページ伝票検索機能の不具合を修正

・見積書　UP/DOWNボタンの不具合を修正

・見積書作成画面で工事名称をユーザー登録可能とし、選択記入を可能としました。

・材料選択画面でのユーザー登録項目を保存する為の登録実施ボタンを追加しました

・郵便番号データを最新版に更新しました。（2005.4.28版）

・メインページでの顧客新規登録の際、郵便番号から住所変換機能に加え、住所から郵便番号

　を検索可能としました

・請求書に銀行口座名義人を明示できるよう改良しました

・工事写真帳表紙の項目（工事番号～現場代理人）をユーザーで変更できるようにしました

・材料登録データを追加更新しました。

・電気材料価格データ（以前調査中残り）を掲載しました

（制御用ケーブル・制御用エコケーブル・耐火ケーブル）

・ルームエアコン新カタログを反映しました

・修理伝票交通費計算の不具合を修正（移動時間が30分以上の場合）

・見積書のUP/DOWNボタンの機能を改良しました

・４月度価格改定データを掲載しました　　（SGP関連材料・スカイエア・アロン桝鉄蓋）

・電気材料の価格（以前調査中）を見直しました

・修理伝票再編集の際の２ページ目以降のボタンが使えない不具合を修正

・メインページ顧客検索実行時の操作性の向上（再保存をやめ待ち時間短縮）

・材料シートHIVPの誤字を修正【対衝撃性（誤）を耐衝撃性（正）に修正】

〃 Ver-1.53 2005.03.28 ・工事写真帳の改善　　（写真３枚を1画面に表示し、アルバム作成の作業性を向上）

・６０日試用版認証の不具合を修正

・納品書の伝票再編集時の請求書が作成できない不具合を修正

・ショートカットアイコンの変更

・WindowsXP，2000，Me，98 で動作確認出来ました。

・Windows2000の６０日試用版認証の不具合を修正

・WindowsMe, 98上での印刷エラーの原因判明（プリンタドライバ）

社長の猫の手Ⅰ Ver-1.50 2005.02.28 ホームページ公開初版　・WindowsXP　のみで動作確認

　　　　　　　　　　　　　　　copyright©2020 楽 CELL（ラクセル）all rights reserved.

〃 Ver-1.57 2005.06.10

〃 Ver-1.56 2005.06.02

〃 Ver-1.59 2005.07.06

〃 Ver-1.52 2005.03.20

〃 Ver-1.51 2005.03.18

〃 Ver-1.55 2005.05.10

〃 Ver-1.54 2005.04.13


