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新しいコトをカンタンに



アサクラソフトについて新しいコトを
カンタンに

About
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アサクラソフトはソフトウェア開発 ＆ 販売会社です。
日本全国のみなさまに「新しいコトをカンタンに」できる解決策をご提案しています。

ロゴに込めた

オーバーラップしたサークルは様々な技術やサービスが複合的に組み合わさっているイメージで、
その中から顧客にとって最適な組み合わせをサービス & 商品として提供できる企業であることを表現しています。
一つのジャンルのソフトウェアに絞るのではなく、建設業様、製造業様、運送業様、福祉業様、流通業様、
あらゆる業種のお客様にクラウドシステムをご提供できる会社であり続けたい。
そして、ジャンルを超えたシステム開発で相乗効果を生み出し、どこにもない価値を創造したい。
そんな思いを表現いたしました。

「思い」



Product
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主な製品について新しいコトを
カンタンに

使えるくらうど工事台帳 使えるくらうど建築見積
使えるくらうど

勤怠管理 for 建設業

簡単操作の建設業向け
業務支援システム

勤怠管理と工事ごとの労務費管理が
同時に行える勤怠管理システム

簡単どこでも日報入力＆幅広い情報管理機能に
加え、グループウェア機能も搭載した建設業向け
クラウドシステムです。
日報管理、工事台帳・原価管理、売上請求、
仕入先管理、労務管理など情報を一括管理して
日々の業務を力強くサポート！

日報入力だけで勤怠管理・工事ごとの労務費
管理を同時に行え勤怠管理にかかっていた作業
時間やコスト削減を可能にします。さらに日報
未提出一覧や残業見える化、有給取得管理機能
など働き方改革対策にも最適な機能でより正確な
勤怠管理をサポートします。

建設業向けクラウド型
見積書作成＆管理システム

クラウドシステムだからどこでも見積書が作成
可能！作成した見積書はスピーディに共有でき
過去の見積情報の参照も簡単！見積階層機能や
諸経費計算機能など建設業に特化した機能で
見積業務の効率化を実現します！



Product

03

主な製品について新しいコトを
カンタンに

使えるくらうど勤怠管理 使えるくらうど SFA3.0使えるくらうど
ワークフロー

様々な打刻方法に対応した
クラウド型勤怠管理システム

電子印鑑で決済できる
クラウド型申請・承認システム

スマホや IC カードを使って勤怠時間を打刻！ 
今までのようなタイムカード集計作業は必要
なし！時間外労働や有休取得などの管理も簡単
操作でスマートに行える働き方改革対策に
ぴったりなクラウド型の勤怠管理システムです。

どこでも電子印鑑で決済できる簡単スピーディな
クラウド型申請・承認システムです。
クラウドシステムだから出先でもスマホで簡単
申請・スピード決済 OK! テンプレートから申請書
を簡単に作成して、紙のように電子印鑑を押して
決済できます。

誰でも簡単な操作で行える
営業支援システム

日々更新される大切な情報を簡単な操作で入力、
そして一括管理。社内間で情報共有し、ビジネス
チャンスを逃しません！
日報・顧客入力フォームのカスタマイズも可能です。
豊富な機能で多様な業務をしっかりサポートします！



Product
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主な製品について新しいコトを
カンタンに

使えるくらうど生産管理 使えるくらうど登降園管理使えるくらうど配車管理

簡単・低価格の
オールインワン生産管理システム

配車状況をリアルタイムで
共有できる配車管理システム

生産管理に必要な機能を統合した、シンプルで
簡単に使える低価格 All-In-One クラウドシステム
です。どこからでもリアルタイムに生産情報に
アクセスして、顧客対応のレスポンスアップ＆
リードタイムの短縮に貢献します。

リアルタイムに更 新される配 車 状 況を確 認
しながら受注＆配車管理業務が行える運送業
向けクラウドシステムです。
蓄積した受注データや配車データを簡単に自動
集計して出力できる帳票出力機能も備え、業務の
効率化をサポートします。

IC カードを使って
らくらく登降園管理システム

IC カードをカードリーダーにかざすだけで登録
園児の認証ができ、あとはタブレット画面の登園・
降園ボタンをタッチするだけで、登降園時間を
正確に記録します。日常の連絡網や緊急時の
安 否 確 認 にも使 えるくらうどメール 機 能と
連携可能！



Product
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主な製品について新しいコトを
カンタンに

使えるくらうどメール 使えるホームページ使えるくらうど見積

一斉連絡網から安否確認もできる
メール配信システム

どこでも見積書が作成できる
見積書作成＆管理システム

誰でも簡単に業 務 連 絡 や緊 急時の安 否確 認
メールを一括配信できるクラウド型メール配信
システムです。もちろんグループ設定や絞込み
配信も簡単操作で可能！日常の便利と緊急時の
備えをこれ一本で確保できます！

クラウドシステムだからどこでも見積書が作成
でき、作成した見積は管理職と営業間で素早く
共有できます。過去の見積情報の参照も簡単に
行え、見積書の作成、承認、管理にかかる時間と
コストの効率化につなげていただけます。

高度な編集も簡単操作で行える
HP 作成・更新システム

画像のスライドショーや動画の表示、ツイッター
やフェイスブック、スマートフォンとの連動など、
高度なコンテンツ編集機能を組み合わせ、効果的
で高機能なウェブサイトを簡単にお客さまで
作成＆更新できます！



Office

Okayama

06

拠点一覧

岡山本社Fukuoka

福岡営業所

Nagoya

名古屋営業所

Tokyo

東京営業所

Sapporo

札幌営業所

Osaka

大阪営業所

〒060-0052
北海道札幌市中央区南２条東２丁目１６番地
堀尾ビル３階大通東センターオフィス３８号室
TEL：011-252-9245

Sendai

仙台営業所

〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央 2 丁目 2-10
仙都会館 5 階　510
TEL：022-208-9540

〒160-0022
東京都新宿区新宿 2-5-12
FORECAST 新宿 AVENUE6 階
TEL：03-6866-8830　FAX：0868-27-7302

〒708-0814
岡山県津山市東一宮 51-1
TEL：0868-27ｰ7266　FAX：0868-27-7302

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅 4-24-16
広小路ｶﾞー ﾃ ﾝ゙ｱﾍ ﾆ゙ｭｰ3・4F
TEL：052-856-9606　FAX：0868-27-7302

〒550-0014
大阪府大阪市西区北堀江 2-4-11
サンライズビル 9F-18
TEL：06-6541-0275

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東 1-1-33
はかた近代ビル 3 階
TEL：092-710-7792　FAX：0868-27-7302

Hiroshima

広島営業所

730-0022
広島県広島市中区銀山町 3－1
ひろしまハイビル 21 16 階
TEL：082-535-5310　FAX：0868-27-7302

Okinawa

沖縄
サテライトオフィス

900-0012
沖縄県那覇市泊 2 丁目 1-18
T＆C 泊ビル 4F
TEL：098-917-0185

新しいコトを
カンタンに

Kita Kanto

北関東営業所

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-266-3
シンワ KI ビル　リージャス大宮ウエストセンター
TEL：048-658-8720
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会社沿革新しいコトを
カンタンに

昭和６３年

平成   ３年

明治３３年創業の浅倉紙業株式会社（現 株式会社アサクラドゥ）の
システム部門のアサクラシステムから
建設オリジナルソフト「アサクラ建築見積システム」を発売

建設オリジナルソフト
「アサクラ建築見積システム」１，０００本達成

平成   ５年

平成   ６年

平成   ８年

建設オリジナルソフト
「アサクラ建設財務管理システム」「アサクラ建設原価管理システム」を発売

東京営業所を開設

Windows 版対応「使えるシリーズ建設版」を発売

平成   ８年

平成 12 年

浅倉紙業株式会社より独立して「アサクラソフト株式会社」を設立

現新社屋に移転

平成１４年 大阪営業所開設

平成１７年

平成１８年

建設オリジナルソフト出荷本数１０，０００本達成

コベック株式会社とのコラボで、店頭向け製品「建設原価ビルダー」を発売、
ヨドバシカメラ、上新電機等の店頭に並ぶ

大阪営業所を梅田の現事務所に移転

東京営業所を六本木に移転、広島営業所を開設

「使えるくらうど DB」を開発して発売を開始

東京営業所を新宿に移転

札幌営業所を開設、大阪営業所を西区北堀江に移転

福岡営業所を開設

沖縄サテライトオフィスを開設

仙台営業所を開設

 ISO27001 （情報セキュリティマネジメントシステム）認証取得

名古屋営業所、北関東営業所を開設

平成２０年

平成２５年

平成２６年

平成２７年

平成２８年

平成３０年

令和   元年

令和   2 年

令和   3 年

令和   3 年

平成２０年 ＣＭＳ型ソフト
「使えるホームページ」を開発して発売を開始
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会社概要新しいコトを
カンタンに

会社名 アサクラソフト株式会社

設立 平成 8 年 8 月 8 日

代表者 代表取締役 浅倉 鉄平（Teppei Asakura）

資本金 3,800 万円 

本社所在地 〒708-0814 岡山県津山市東一宮 51-1　　TEL：0868-27ｰ7266 / FAX：0868-27-7302

事業内容 CMS 開発・販売、クラウド型データベースシステム開発・販売、建設業向けソフトウェア開発・販売

営業所 札幌営業所、仙台営業所、北関東営業所、東京営業所
名古屋営業所、大阪営業所、広島営業所、福岡営業所

取引銀行 広島銀行津山支店、中国銀行津山支店

WEB SITE http://www.asakurasoft.co.jp


