


情報管理

豊富な帳票群

⼊⼒作業軽減

セキュリティー

情報活用

情報発信

「ICAMS」は建設業の会員様を管理する建設業界様向けに特化した会員管理システムです。

会員情報は建設業特有の管理項目（許可番号・共済団の契約番号、許可業種・許可業種のランク）を保持し、

これらをDM・eメール発⾏時の絞込み条件や集計・分析⽤の帳票として利⽤することができます。

◆特徴

建設業特有の管理項目を豊富に持ち、完⼯⾼など

年度毎に異なる情報も管理出来るので会員情報を

正確に管理・把握することができます。

1. 情報管理

許可業種、ランク、共済団加入有無など様々な条

件でDM、eメールを発⾏できます。

2.情報発信

会員情報の分析、現状把握するための帳票を豊富

に取り揃えています。

3.豊富な帳票群

出⼒帳票はExcel・PDFファイルへ保存可能です。

利⽤者次第で様々な情報を有効活⽤できる可能性

が広がります。

4.情報活用

Excelファイルを取り込むことが出来るので⼊⼒

作業を簡素化できます。

5.⼊⼒作業軽減

「 ICAMS」の各機能は利⽤者毎に使⽤可否を設

定できます。重要データの情報漏えいや改竄を防

ぎます。

6.セキュリティー



◆情報管理

必要な情報へ素早くアクセス

検索窓
登録済みデータの検索は名称以外に許可番号、

共済団契約番号などでも検索できます

建設業特有の管理項目を豊富に持ち会員情報を正確に管理

商号登録

実態調査票登録

一般的な会員管理の項目に加え、建設業特有の管理項目も登録できるのが「ICAMS」です。

登録済みのデータ検索項目も豊富に⽤意しているので必要な情報を素早く⾒つけ出せます。

また、所属会員で構成される役員・委員会の登録／就退任の閲覧や表彰者の登録／閲覧が可能です。

フィルタ機能 検索結果が多い時はフィルタ機能で絞込みが

できます



郵送費のコストダウン

豊富な条件設定で漏れること無く情報発信

◆情報発信

DM／eメール出⼒設定

DM／eメール

会員向け情報発信の手段としてDM／eメールの２種類あります。出⼒する際は建設業特有の項目を⽤いた様々

な条件設定が可能なので特定条件を満たす会員だけに情報発信することが容易にできます。

また、 DMは⽇本郵便指定のバーコード付きなので郵送コストの削減へ貢献します。

※バーコード割引に関する詳細は⽇本郵便のホームページにてご確認下さい

⽇本郵便指定のバーコード付きDMを発⾏します。

これによりバーコード割引をうけられますので郵送費のコスト

削減が可能です。

また、DMの代わりにeメールを使用すれば郵送費に加え印刷費も

抑えられるので大幅にコスト削減できます。

※DMのバーコードは⽇本郵便（茨城県ひたちなか郵便局）にて品質検査済みです

許可番号

市町村

許可業種／許可業種ランク

法定外労災保証

資本金／従業員数

出⼒条件設定項目（⼀部）

DM／ eメールを様々な条件で発⾏できるので本当に送る必要が

ある会員だけにDMを発⾏できます。



◆豊富な帳票群

◆情報活用

会員名簿

一覧表、

統計資料

帳票群

⼀覧表、統計資料などの帳票を豊富に揃えています

⼀覧表、統計資料など50種類以上におよぶ帳票を印刷できます。出⼒帳票は「DM／eメール出⼒設定」と同様

に様々な条件を設定して印刷できるので、会員情報の現状把握・分析⽤資料として活⽤できます。

一般帳票

統計資料(資本金)

統計資料(従業員数)

統計資料(完工高)

統計資料(その他)

帳票出⼒画⾯

会員名簿

出⼒帳票はExcel・PDFファイルへ保存できます。また、「データ出⼒」画⾯にて登録データをExcelファイル

へ保存することも可能です。保存ファイルをデータの再分析やHP更新⽤のファイルとして使うなど利⽤者次第で

有効活用できるシーンが広がります。

登録してあるデータは無駄なく有効活用

一覧表、

統計資料

帳票群

データ出⼒

HP更新⽤ファイルとして活⽤

データの再分析やグラフを付ける

など、利⽤者専⽤資料として活⽤



◆⼊⼒作業軽減

◆セキュリティー

⼊⼒にかかる⼿間を軽減

ICAMS

データベース

毎年変動する項目に対し、⼤量の会員情報を確認しながら⼊⼒する⼿間を軽減する為の機能です。

会員情報が保存されているExcelファイルを読込み、読込データを変換・調整して「ICAMS」のデータベースへ登

録します。

データ不備一覧

データ取込み

※登録できなかったデータの
一覧表になります

会員情報ファイル

※会員情報のファイルフォーマットは「(社)茨城県建設業協会」様の仕様に合わせています。
ファイルフォーマットが異なる際は別途カスタマイズが必要です。

担当者毎に全機能の使用可否を設定

ログインによるパスワードロック機能に加え、ログイン可能な担当者毎に対して全機能の使用可否を設定でき

ます。これにより重要データの情報漏えいや不⽤意なデータ改竄を防ぎます。

機能A

機能B

機能C

担当者A

全機能にフルアクセス可能

機能A

機能B

機能C

担当者B

機能A：フルアクセス可能
機能B：閲覧のみ
機能C：アクセス不可

✘

フルアクセス(編集・閲覧)可能 閲覧のみ可能 ✘ アクセス不可(画面表示しない)



◆その他

常に最新版で安定稼働 カスタマイズ

オプション機能

●システム起動時に「ICAMS本体」・「郵便番号辞書」の

最新版有無を検索し、⾒つかった際はインターネット

経由でダウンロードします。

●ご利⽤環境に合わせたオリジナル機能を追加すること

もできます。

カスタマイズのご要望が発生しても柔軟に対応します

のでご用命下さい。

●会費管理システム

「ICAMS」の会員管理システムと連動する「会費管理システム」です。

会費管理は会費請求書発⾏から⼊⾦管理までの基本機能に加え、会費⾦額変更する際の試算機能があります。

この試算機能を⽤いれば、変更前・変更後の会費⾦額が確認出来るので会費⾦額決定の判断材料としてお役に⽴ちます。

また、連動するので会員情報は⼀元管理になり、重複⼊⼒・重複管理のような無駄を無くします。

年会費変更試算

等級毎の年会費、或いは施⼯⾼に対する換算率を設定して試算します。

試算結果は画⾯確認だけでなく、印刷も可能なので会費改定時の検討資料としてご利⽤できます。

会費登録 請求書

電⼦印鑑付きの請求書なので発⾏後、

直ぐに送ることができます



●カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。 ●カタログの写真や⾊は印刷により若⼲異なる場合が有ります。

お問い合わせ及びサポート

本製品のご利⽤の際には、取扱説明書をよく読んだ上でご利⽤ください。

株式会社コンピューター総合研究所
〒312-0045

茨城県ひたちなか市勝田中央4-7 セントラルビル４F

TEL 029-275-3792 FAX 029-274-0748

http://www.tokyo-cal.co.jp

会員管理システム ICAMS Ver.1

●システム動作要件

OS Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP以上 (Windows 7 以降を推奨)

ハードディスク 200MB以上の空き容量

メモリ 1GB以上 (２GB以上を推奨)

モニタ 1024×768 以上の解像度をサポートするモニタ

データベース Microsoft® SQL Server 2008 R2 Standard

その他 ①Microsoft® .NET Framework 4

インストールされていない場合の必要空き容量

32bit版 約850MB以上、64bit版 約２GB以上

②Microsoft® Excel (2007以降)

③Adobe® Reader® (Adobe Reader 9以降推奨)

●機能一覧（※帳票機能は省略）

info-cal@e-mail.tokyo-cal.co.jp

※システム動作要件に記載されているOSの種類やメモリ容量、ハードディスク容量などは、OSのサポート終了や弊社製品の改良などの
理由により、予告なく変更される場合があります。

No 機能名 No 機能名 No 機能名

1 共通機能 3 出⼒機能 5-5 担当者登録

1-1 ログイン 3-1 一般帳票印刷 5-6 組織統廃合処理

1-2 メインメニュー 3-2 DM/E-Mail出⼒設定 5-7 市町村合併処理

1-3 マスタ管理メニュー 3-3 統計資料(資本⾦) 5-8 システム設定

1-4 管理者⽤メニュー 3-4 統計資料(従業員) 5-9 年度更新

1-5 検索画⾯ 3-5 統計資料(完工高) 5-10 データ⼊出⼒

1-6 検索設定画⾯ 3-6 統計資料(その他) 5-11 データ取込み

1-7 職員選択画面 3-7 会員名簿作成 5-12 データ出⼒

1-8 メール送信画面 4 マスタ管理機能

1-9 メール署名設定画面 4-1 マスタ管理メニュー

1-10 メール定型文選択画面 4-2 商号分類マスタ

1-11 メール定型文設定画面 4-3 表彰名マスタ

2 情報管理機能 4-4 委員会名マスタ

2-1 商号登録 4-5 資格名マスタ

2-2 実態調査票登録 5 管理者⽤機能

2-3 協会役員登録 5-1 管理者⽤メニュー

2-4 表彰者登録 5-2 システム管理

2-5 委員会登録 5-3 担当者登録

2-6 就退任／表彰履歴 5-4 管理者⽤メニュー

No 機能名

1 会員台帳

2 実態調査票

3 役員一覧表

4 表彰者一覧表

5 協会役員履歴

6 会員一覧表

7 法定外労災補償 共済団加入一覧表

8 雇用保険 加入一覧表

9 新規加入会員一覧表

10 脱会会員一覧表

11 協会傘下会員数に関する調査票

12 資本⾦集計表

13 市町村別会員数

14 資本⾦集計表

15 許可業種別会員数

16 共済区分集計表

17 会員名簿

18 DM

-- ※他多数 全５０種以上！

画面一覧 帳票一覧

社団法人 茨城県建設業協会

お問い合わせ

〒310-0062

茨城県⽔⼾市⼤町3-1-22

TEL 029-221-5126 FAX 029-225-1158

http://www.ibaken.or.jp/

ibaken@ibaken.or.jp


