オンラインとデスクトップ
01

02

03

目安分量で 独自基準値 エクセルで
入力OK!
設定OK! プリントOK!
07

08

04

グループ
登録OK!

09

ナビで簡単 独自食品群
献立作成!
設定OK!

フレイル
バランス

10

充足率で
確認OK!

05

06

安心の
人数計算も
バックアップ カンタン!
11

栄養
バランス表

12

単位計算
確認OK!

ver9.0
オンライン版
オンライン版
デスクトップ版

17,820円（税込）～
月額定価 1,650円
（税込）～
CD定価 30,250円
（税込）～
年額定価

for
Windows

8 /8.1/ 10
充実の
機能で
あなたを
サポート︕

業務に応じて
オプション
追加︕
1. 目安分量で入力 OK!
2. グループ登録 OK!
3. 安心のバックアップ
4. 人数計算も簡単︕
5. ナビシステムで簡単献立作成 !
6. エクセルでプリント OK!
7. 充足率で確認 OK!

8. 栄養バランス表で充足率確認！
9. 単位計算確認 OK!

10. サイクルメニュー簡単作成！

11. フレイルバランスで献立作成！
12. 栄養詳細を簡単確認！

13. 独自食品群•基準値設定可能！
14. 重量の係数計算で献立作成！

「栄養マイスター」は、お使いになる方のことを考慮し、便利で簡単・使いやすさを最大限に活かし
た栄養管理ソフトです。
献立データ作成はもちろんのこと、栄養管理や給食管理に欠かせない数多くの機能を搭載した優
れものです。
シンプルでリーズナブルな価格設定はもちろん、目的に合わせて様々な機能オプションが追加できる
簡単なシステムです。
また、用途に応じて選べる「オンライン版」「デスクトップ版」をご用意しております。
あなた自身が使いやすい『あなた仕様』の栄養管理ソフトに進化させてください。

栄養マイスターは、本体BASIC版に、
目的に応じオプションを追加して
いただくシステムです。

カンタン集計!!
12種類の統計書類が、ボタンひとつ
で作成可能!
月報や荷重平均成分表など、多彩
な書式が印刷できます。もちろん、エ
クセルでのファイル出力も可能です。

デスクトップ版

3,600円(税抜）
5,000円(税抜）

毎に、左図のように
タブが増えていきます。

※栄養マイスターをお使いいただくためには、本体のBASIC版が必要です。

03

04

献立を作成しながら

業者ごとに

原価計算!!

カンタン発注!!

コマを確認!!

一品、一食、一日ごとに献立を作成

発注する仕入れ業者ごとに、発注書を

献立を作成しながら、コマが変化。分

しながら、原価計算ができます。
過去の履歴も確認でき、シュミレーシ
ョンが簡単にできます。

《オプション定価》

オンライン版年額

○○○○

02

01
月報などをボタン一発で

オプションを追加する
○○○○

簡単に作成できます。発注する基本の
献立を簡単検索し、人数を入れるだ
けのシンプル設計。区分ごと・食数管

デスクトップ版

4,800円(税抜）
8,000円(税抜）

スのシミュレーションが確認できます。

《オプション定価》

《オプション定価》

10,800円(税抜）
17,500円(税抜）

オンライン版年額

オンライン版年額

デスクトップ版

デスクトップ版

06

05

類ごとのコメント表示で簡単にバラン

理もでき、過去の履歴も確認できます。

《オプション定価》

オンライン版年額

献立を作りながら

07

4,200円(税抜）
7,500円(税抜）

08

個人ごとに

厨房用に

献立•食品ごとに

一日献立を並べて

カンタン栄養指導と管理!!

調理実施指示書を作成!!

アレルギーを管理!!

一気に編集ができる!!

肥満・糖尿病、高血圧症、高コレス

一日献立を横に並べて15日分まで

作成献立に対しアレルギー食品の有

一日献立の詳細を最大７日分横に

テロール血症、高中性脂肪血症など

食数の一括集計が可能。

無が確認でき、アレルギー食品の追

並べて、献立情報等の編集や横展

加も可能。

開での献立作成ができます。

の生活習慣病や健康な人の生活習
慣病予防に対応。
《オプション定価》

1

18,200円(税抜）
35,500円(税抜）

《オプション定価》

オンライン版年額

オンライン版年額

デスクトップ版

デスクトップ版

4,800円(税抜）
8,000円(税抜）

《オプション定価》

7,200円(税抜）
12,000円(税抜）

《オプション定価》

6,800円(税抜）
11,000円(税抜）

オンライン版年額

オンライン版年額

デスクトップ版

デスクトップ版

本体
成!

01

作
すぐ、

目安分量で
入力OK!

ップ!

ア
、
効率

02

!

、心
安

ほら

03

栄養
バランス表

大人数の献立作成に威力を
発揮! 人数計算もカンタン!!

チェックしながら献立作成。

作成データをいつでも保存!
安心のバックアップ機能!

食品を目安分量で入力することが
でき、作業効率が大幅にアップしま
す。

献立作成の中で、サラダのドレッシン
グなどの食材をひとまとめでグループ
登録できます。

バックアップシステムは『栄養マイスタ
ー』ならではの安心機能。復旧機
能も付いて、万
一の備えにも安
心です。

理!

06

05

人数計算も
カンタン!

オリジナルのドレッシングや

管
、
毎日

整!

調
すぐ、

安心の
バックアップ

ソースが簡単にグループ登録!!

※事前に、目安分量の
設定登録が必要です。

04

グループ
登録OK!

目安で献立作成ができます。

スプーン1杯、カップ1杯。

応!

対
即、

ク!
チェッ
、
日
毎

07

きた!

で
ほら、

08

2000人までの人
数計算と、総重量
から一人分の按分
計算がマイナス
2000人まで可能
です。

2000人
1人
ー2000人

!

、利
便

ほら

09

栄養バランス統計表を
ひと目でチェックできる栄養素のシュ
ミレーション確認は、
とても便利です。

認!

確
すぐ、

10

単位計算
確認OK!

充足率で
確認OK!

ナビシステムで
簡単献立作成!

エクセルで
プリントOK!

栄養詳細を
簡単に確認!

献立を作りながら単位の
計算結果をチェック。

時間毎栄養量と目標量を
入力し充足率を表示できます。

画面上での誘導なので
初心者の方でも安心献立作成。

アミノ酸•脂肪酸を含め全ての
栄養値が確認できます。

充足率も表示できるので、とても便
利です。
※事前にご自分で
設 定 していただく必
要があります。

エネルギーや基本栄養素のシュミレ
ーションにお役立
てください。

初めて献立を作るときに役立ちま
す。

エクセルファイル形式で出力。
出力後に、自由に編集して
印刷ができます。

1単位

?cal

!

、成
即作

11

利!

便
、
更に

12

応!

対
く、
細か

13

最新の栄養データを
確認できます。
糖質の表示もあり。

印刷で表示される
データをエクセル形
式で出力できま
す。

算!

計
、
簡単

14

策!
ル対
イ
レ
フ

kcalμg
mg

g

15

サイクル
メニュー
簡単作成!

一品献立を
カンタン
食品登録!

オリジナルの
統計処理!

献立重量の
係数計算!

フレイルバランス
で献立作成!

コピー機能で、過去の献立を
期間指定して一括で
登録することができます。

作成した一品献立を
ダイレクトに一食品として
簡単に登録できます。

食品群や栄養基準値
を独自に設定し
統計の確認ができます。

一品•一食•一日献立の
重量を０.1から０.9まで
右クリックで簡単計算。

フレイルで重視される項目に基準値
を設定し、作成献立に対しての
バランスが確認できます。

一年後一週後一日
後など簡単に複製で
きます。

201６
201７

１００g当りの按分
計算した状態で登
録されます。

印刷が必要な場合はオプ
ションの統計キットが必要
です。

食品の重量を一つずつ
手計算する必要がな
いので便利です。

× 0.1
↓
× 0.9

65歳以上の低栄養
対策に便利です。
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ワイド画面&簡単操作&スピーディー
献立のデータ作成から栄養管理・プリントまで ボタンひとつでOK︕
■「栄養マイスター 本体 BASIC版」基本画面機能と構成
一 品 献 立 作成画面

コピー登 録 検 索 画 面

過去の献立を翌日•翌週•翌月•翌年に複製できます。

単位計算結果画面

食 品 群別合計画面

一 食献立作成画面
献立作成時の単位計算を確認。
※結果画面は設定後の画面です。

献立検索画面
一品・一食・一日毎に食品
群別の合計を確認。独自
設定した食品群での合計
も確認できます。

一品一食一日毎の作成献立の検索ができます。
画像は一品献立検索画面

食品検索画面

一日献立作成画面

グループ検 索 画 面

日本食品標準成分表2015
（七訂）の食品及び追加
食品の検索ができます。

グループ化された作成データの検索ができます。

栄 養詳 細画面

設定画面／目安分量

大根1本1/3・50gなど、食品の目安分量を設定でき、単位毎に同じ食品の追加もできます。

設定画面／基準値設定

設定画面／食品管理

食品の追加や変更ができます。

設定画面／食品群設定

一品・一食・一日毎に全ての栄養素を
確認。

栄養バランス統計画面

独自の基準値を最大２０分離登録でき、献立作成時のバランスが確認できます。

設定画面／各種

食種設定、目安分量単位等の各種設定ができます。

設定画面／一括削除

独自の食品群を最大２０分離登録でき、献立作成時の食品群別合計が確認できます。

設定画面／ファイル入出力

献立データを一品・一食・一日毎にCSV形式でファイル入出力できます。

設定画面／フレイル基 準 値

一品・一食・一日毎に食事摂取基準量
に基づく統計を確認。独自設定した基準
値での統計も確認できます。

フレイルバランス統計画面

食種設定、目安分量単位等の各種設定ができます。

設定画面／単位設定

65歳以上のフレイル対策として独自設
定した基準値でのバランスが確認できます。

献立作成時の単位計算用に単位とカロリーの設定をすることができます。

献立データを一品・一食・一日毎にCSV形式でファイル入出力できます。

印刷画面

各印刷内容をプレビューで確認でき、エクセル形式でのファイル出力も可能です。

多彩な機能で業務のお役に立ちます。

BASIC版機能詳細

献立作成

■一品、一食、一日献立を簡単作成
一品、一食、一日ごとに献立を作成することができ、作成した一品を一食や一日に、一食を一日に組み立てることができます。 一
食献立画面・一日献立画面で一品を作成し登録することもできます。
■入力方式
ｇ単位での入力及び目安分量での入力ができます。食品を目安分量で入力することができ、作業効率が大幅に向上します。

■一品献立作成

■一食献立作成

■一日献立作成

食品を検索し選択後重量もしくは目安分量を入力するだ
けで献立を作成。リアルタイムで栄養詳細が確認できます。

作成した一品献立を取り込んで一食を組み立て。この画面で
も一品献立を食品から組み立て登録することもできます。

作成した一品や一食献立を取り込んで一日献立を組み
立て。この画面でも一品献立や一食献立を食品から組
み立て登録することもできます。

■献立作成をしながらリアルタイムで栄養詳細を確認

■栄養バランス

統計データ

作成献立のバランスを表示。栄
養素の変更によるレーダーチャー
トのシミュレーションが可能です。
日本人の食事摂取基準（2020
年版）対応。
また、食事摂取基準とは別に独自
の基準値を設定でき、分類を最大
２０個作成することができます。※
BASIC版では表示のみとなります。統
計印刷を行う場合は、オプションの「統
計キット」が必要です。

■フレイルバランス

献立を作りながら一品・一食・一日ごとに栄養詳細をリアルタイムで確認すること
ができ、PFC比、穀類エネルギー比、動たんぱく比、SMP比、ｎ-6/ｎ-3比やア
ミノ酸、脂肪酸、炭水化物成分も確認できます。
●日本食品標準成分表2020（八訂）、日本食品標準成分表2020年版
（八訂）アミノ酸成分表編、日本食品標準成分表2020年版（八訂）脂肪
酸成分表編、日本食品標準成分表2020年版（八訂）炭水化物成分表編
日本食品標準成分表2020（八訂） 準拠。

■食品群別合計
独自に設定した血清アルブミンやバリンなどフレイルで重視される項目に独自の基準値を設定
し、作成献立に対してのバランスが確認できます。

■単位設定計算
食品を分類ごとに仕分
けし単位とエネルギーを
設定することで、献立
作成時に単位の計算と
充足率の表示が可能
です。
食品群の分割を独自に設定でき、分類を最大２０個作成することができます。
また、選択した分類で食品群別合計に反映させることができます。※BASIC版では
表示のみとなります。統計印刷を行う場合は、オプションの「統計キット」が必要です。
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■基本栄養量

献立の中の食品に対する栄養素
を表示します。

検索

■一食献立検索

■食品検索

日付範囲、献立名、キーワード
（一品献立）、各種分類で検
索することができます。

日本食品標準成分表（八訂）
のデータを検索することができま
す。
食品番号、食品群、ひらがなで
検索ができます。 食品成分表
に無い食品は「食品管理」で追
加登録することができます。

■一日献立検索

■グループ検索
献立作成時に登録された調
味料やドレッシング等のグルー
プを検索することができます。

■一品献立検索
■食品追加

■人数指定

■写真登録

作成補助
2,000人までの人数計算と、総重量から一人分の按分が
マイナス2,000人まで可能です。

■食種登録

献立の種類の区分用に、
食種を登録して使用でき
ます。

食品成分表に収載されていない食品を、食品群ごと
に追加することができます。
■係数計算

■充足率表示

一品•一食•一
日献立の重量
を係数計算で
一括処理する
ことができます。

デジタルカメラ等で撮った献立の写真を簡単に取
り込み、表示・印刷することができます。

■時間帯名称変更

一日献立画面
の時間帯名称
を変更でき印
刷にも反映で
きます。

目標値の入力で、献立を作成しながら
充足率が％で自動計算され、目標栄
養素のシミュレーションができます。

■一括コピー

■一品食品登録

期間や食種で絞り込んだデータを任意の日
付で一括複製登録することができサイクルメ
ニューの作成が簡単です。

入力

■目安分量で楽々献立作成

■下処理•レシピ情報登録
一品献立作成時に、下
処理とレシピ情報を別画
面で登録でき、レシピ材
料印刷と料理カードに反
映させることができます。

一品献立画面からダ
イレクトに作成献立を
一食品データとして登
録することができます。

■調味料等をグループ登録

※合成画面です。

基本的な目安分量のデータが収載されていますので、「醤油・小さじ・一杯」のよ
うに選択入力することにより、献立作成画面で分量を入れずに作成することが
でき献立作成がスピーディです。もちろん、データの追加変更もできます

データ

■エクセルファイル出力
印刷のデータは見たままがエクセル形式で出力ができま
すので、出力後自由な加工が可能です。

■廃棄率計算

一品献立の中で使っているドレッシングや調味料などを、まとめてグ
ループとして登録することができます。

■バックアップ・復旧機能で万が一のパソコントラブルに対応
ボタンを押すだけで簡単に大事な作成データをバックアップすることができ
ます。 また、復旧ボタンでデータ復活が可能です。

献立作成時に廃棄率の有
無で栄養計算ができます。

■ファイル入出力
CSV形式で献立を出力することができ
ます。また、ファイル出力したデータの取り
込みも可能です。
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エクセルでプリントOK!

BASIC版印刷。エクセル出力後に、自由に編集・印刷ができます。
献立一覧印刷（A4用紙）
指定した期間と食種の一日献立の朝食・昼食・夕食・間食ごとの一品献立の詳細情報
を印刷できます。

◆栄養項目変更︓

設定画面で以下の印
刷物の表示栄養項目
の変更ができます。
・献立一覧印刷
・献立栄養印刷

献立栄養印刷（A4用紙）
一品献立名と基本栄養素、および栄養成分量の合計を印刷できます。

◆栄養項目削除︓

設定画面で以下の印
刷物の表示栄養項目
の削除ができます。
・栄養一覧印刷
・栄養詳細印刷

レシピ材料印刷（A4用紙）
指定した人数の一品ごとのレシピと材料を印刷
できます。

献立表印刷（A4用紙）
一日献立の朝食・昼食・夕食・間食ごとの食品内容とその使
用量を印刷できます。
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週間献立印刷（A3用紙）
一品、一食、一日ごとにカレンダー形式の献立表が印刷できます。

買物リスト印刷（A4用紙）

栄養詳細印刷（A3用紙）

選択した食品の重量を含めたリスト一覧を印刷できます。

献立と食品ごとの栄養成分量とその合計を印刷できます。

栄養一覧印刷（A3用紙）
指定した期間・食料の一日献立について、朝食・昼食・夕食・間食ごとの各種比率、及び合計と平均が印刷できます。

検食簿印刷（A4用紙）
対象献立情報を表示した書式が印刷できます。

料理カード印刷（A4用紙）
献立、下処理、レシピ情報が印刷できます。

単位印刷（A4用紙）
設定した単位の計算結果を献立ごとに印刷できます。
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シンプルなのに機能多彩!
使う方の立場になってシステムを作りました。
■「栄養マイスター 本体 BASIC版」機能一覧
一品献立作成

献立
作成

一食献立作成

充足率表示
一品・一食・一日ごとに献立を作成することができ、
作成した一品を一食や一日に、一食を一日に組み
立てることができます。

人数指定

一日献立作成

入力

統計
データ

廃棄率計算

g（グラム）入力

ｇ単位での入力が基本となります。

目安分量登録

食品を目安分量で入力することができ、作業効率が
大幅に向上します。
※事前に目安分量の設定登録が必要です。

グル ープ登録

一品献立の中で使っているドレッシングや調味料など
を、まとめてグループとして登録することができます。

栄養詳細表示

日本食品標準成分表（八訂）のすべての成分値
を、随時確認できます。 各成分値は、食品・一品・
一食・一日のそれぞれで集計できます。

栄養バランス
表示

作成中の献立の栄養バランス統計が確認できます。
栄養素のシミュレーション確認に便利です。
※日本人の食事摂取基準（2020年版）対応。
また、新規で基準値を複数登録できオプションの統
計キットがあれば統計処理も行えます。

一品献立の
食品登録

作成中の献立のフレイルバランス統計が確認できま
す。65歳以上の低栄養対策として活用できます。

レシピ下処理

フ レ イルバランス
表示

食種登録
写真登録

作成
補助

サイクルメニュー
ナビシステム

係数計算

時間帯変更
食品群別
合計表示

一品、一食、一日ごとに食品群別の合計を確認す
ることができます。新規で食品群の追加設定ができ、
オプションの統計キットがあれば統計処理も行えます。

単位計算
結果表示

作成中の献立を単位計算し、充足率を確認するこ
とができます。
※事前に単位設定が必要です。

重 量変化後の
成 分値表示

重量変化率が設定された食品の調理後の重量変
化率に伴う栄養値を確認することができます。

一食献立検索

バック ア ップ
復旧

グル ープ検索

献立一覧印刷

印刷

ドレッシングや調味料などのグループ登録されたデータ
を検索することができます。

買物メモ印刷
※

Windows

●必要アプリケーション………………

Internet Explorer 8以上

種を登録して使用できます。
スマホやデジタルカメラ等で撮った献立の写真を簡単
に取り込み、表示・印刷することができます。
絞り込み選択した過去のデータを一括コピーして登
録することができます。
画面上での誘導で、初めての方でも簡単に献立が
作成できます。
一品献立登録画面で作成した一品献立を追加食
品としてダイレクトに登録ができます。
一品•一食•一日献立の重量を0.1などの係数で一
括計算することができます。
一品献立画面でレシピと下処理情報を入力でき印
刷にも反映できます。
一日献立画面の時間帯名称を自由な名前に変更
でき印刷にも反映できます。

ボタン一発でメモリドライブやCDへ大事な作成データ
をバックアップ。 万が一に安心です。
パソコントラブルの時、バックアップしておいたデータを
再現することができます。

週間献立表印刷

Microsoft .NET Framework4.0以上
上記ソフトウェアが動作するパーソナルコンピュータ

●メ モリ ー ………………………………

４GＢ以上を推奨

●ハードディスク空き容量……………

２GＢ以上を推奨

栄養詳細印刷
単位印刷

献立表印刷
※

栄養一覧印刷
検食簿印刷

料理カード

A４サイズが基本となりますが、※はA3サイズでの印刷です。
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●コンピュータ本体……………………

※

■栄養項目の表示変更︓献立栄養印刷・献立一覧印刷
■不要な栄養項目の削除︓栄養詳細印刷・栄養一覧印刷

■「栄養マイスター」動作環境
●基 本 ソフト ウェ ア ……………………

一品•一食•一日献立の種類を区分するために、食

レ シ ピ材 料 印 刷 献 立 栄 養 印 刷

日本食品標準成分表2020年版（八訂）脂肪酸成分表編

一日献立検索

廃棄率の有り無しを計算することができます。

印刷で表示されるデータをエクセル形式で出力する
ことができます。
出力後に、自由に編集して印刷ができます。

日本食品標準成分表2020年版（八訂）アミノ酸成分表編

一品、一食、一日ごとに作成された献立を、名前、
日付等で検索することができます。

分がマイナス2000人までが可能です。

エクセル
フ ァ イル 出 力

データ
管理

日本食品標準成分表2020年版（八訂）炭水化物成分表編

一品献立検索

2000人までの人数計算と総重量から一人分の按

作成献立データのやり取りができます。
栄養マイスター同士でのデータの共有として使用する
ことができます。

日本食品標準成分表2020年版（八訂）

検索

せることができます。

フ ァ イル 入 出 力

以下成分表収載食品全てを検索で確認できます。

食品検索

時間毎栄養量を目標量を入力し、充足率を表示さ

●ＣＤ−ＲＯＭ……………………………
上記ソフトウェアに対応したＣＤ−ＲＯＭ
●プリンター……………………………

上記ソフトウェアで使用可能なプリンターおよびプリンタードライバ

●ディスプレーの解像度…………………

1２８０ ×１０２４ピクセル以上（1９２0×１０８0推奨）

●ディスプレーの文字……………………

小１００%(既定)

Microsoft、Windows、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

機能について

ご購入について
デスクトップ版とオンライン版の
違いを教えてください。

デスクトップ版は作成データがパソコンに、オンライン版
はクラウドに保存されます。オンライン版はデータ共有
が可能です。※詳細は別紙「栄養マイスター比較」資
料ををご覧ください。

デスクトップ版とオンライン版の
契約内容の違いを教えてくだ
さい。

デスクトップ版は売り切り商品ですがバージョンアップは
都度費用が発生します。オンライン版は年額・月額で
のご契約となりバージョンアップは無料です。

支払い方法の種類を教えて
下さい。

代引き・銀行振込（前払い）・クレジット一回払いの
3種類になります。

注文方法を教えて下さい。

電話・ホームページ・FAXで受け付けております。

インターネットの環境がなくても
認証できますか︖

認証作業にはインターネット接続の環境を基本とさせて
いただいておりますが、もし無い場合はFAXでのやりとり
で認証作業をさせていただくことが可能です。
オンライン版はネット接続が必須です。

FAXで注文したのですが、何
の連絡もありません。何故です
か︖

申し訳ございません。お客様と弊社のFAX機器の規格
の違いで、まれに送信エラーになる場合があります。対
応は素早くさせていただいておりますが、もし３日たって
も弊社よりの連絡が無い場合は、お手数ですがご一報
（０９６−３８１−１０３５）いただきますようお
願い申し上げます。

複数のパソコンで使用したいの
ですができますか︖

2台のパソコンを登録して切り替えて使用することはでき
ますが、同時に複数台での使用はできません。台数分
のソフトを購入していただく必要がございます。

オプションを後で購入した場
合、どういう手順で使用できま
すか︖

追加でオプションをご購入いただいた場合、インストール
無しで再認証をしていただくことにより、画面にオプション
のタブ（ボタン）が追加されます。

複数台でのデータ共有は可能
ですか︖

オンライン版で可能です。その場合、複数台分の年間ラ
イセンス購入が必要です。

目安分量とは何ですか︖

通常の献立作成はグラム単位での分量登録で行うの
が普通ですが、栄養マイスターでは、入力作業を軽減
することを目的に目安分量での入力ができる機能と基
本データを収載しております。
例えば、大根一本１/３が５０ｇというデータを事前に
登録しておくと献立作成時にそのデータで献立作成をす
ることができます。

エクセルファイル出力とは何で
すか︖

印刷機能では表示されたものを印刷することができます
が、そのデータをエクセルファイル出力することにより、お持
ちのエクセルで出力されたデータをお客様が自由に加工
することができます。

単位設定とは何ですか︖

収載されている食品に単位分類とカロリーを設定するこ
とで、献立作成時に単位を確認しながら献立作成が可
能になります。糖尿病の食事管理等にに役立てていた
だけます。

日本食品成分表収載とありま
すが、新たな食品の登録はで
きますか︖

栄養素がわかっていれば、設定の食品管理画面で登
録することができます。

バックアップはできますか︖

作成された大事な献立データを「バックアップ」ボタン」の
クリックだけで簡単に保存することができます。
オンライン版はクラウドに保存されますのでお客様の作業
は不要です。

システム等について
使用するために他に必要なソ
フトはありますか︖

マイ クロ ソフ ト社製の エクセ ル が 必要 で す 。 他 社
類似製品で は お 使い い た だ け ませ ん の で ご注 意
くだ さい 。

パソコン変更の手続きを教え
てください︖

ネット接続パソコンで登録されている場合は、デスクトッ
プにある「栄養マイスターパソコン変更」からお客様のタ
イミングでいつでも行えます。オフラインで登録されている
場合は、古いパソコンでHPを開いていただいたうえで
「パソコン変更」手続きが必要です。

BASIC版でできることを教えて
ください。

BASIC版は、献立作成と栄養価計算がメインの機能
です。その他については、追加機能としてオプションを購
入していただく必要がございます。

サポートはどうなっていますか︖

使用説明書とホームページの使い方ページをご覧いた
だいたうえで、おわかりにならないところをご購入後1年
間、お電話またはメールででサポートさせていただきます。
オンライン版は無料です。

無料体験版について
体験版をダウンロードできませ
ん。

体験版の容量は506MBですので、高速のインターネッ
ト回線が必要になります。ダウンロードの目安時間は光
回線で約5分です。

無料体験版はいつまで使えま
すか︖

試用開始後2週間まで使用できます。

無料体験版をインストールした
後、どのようにして使えば良い
のでしょうか︖

デスクトップ上にアイコンが出ていますのでダブルクリックし
「体験版を試用する」ボタンを押してください。
オンライン版は右クリック→管理者として実行で画面を
開き、メールアドレスを入力し「体験版を試用する」をクリ
ックし一旦登録を行った後に再度「体験版を試用する」
で起動してください。

バージョンアップは有料ですか︖

食品成分表及び食事摂取基準の改訂時または機能
アップ時にバージョンアップとなり有料になります。有料の
場合でも数千円程度でのご案内となります。
オンライン版は無料です。

無料体験版には機能の制限
がありますか︖

印刷機能・ファイル入出力・バックアップ・復旧機能が使
用できません。
体験版では全てのオプションが試用できます。

プロキシサーバー経由で使用で
きますか︖

使用できますが、事前に設定が必要となる場合があり
ます。その場合ご連絡をいただきますと設定情報をお送
りします。

体験版で作成した献立データ
を購入の際に使用することはで
きますか︖

体験版をアンインストールせずに認証していただければ、そ
のまま製品版としてお使いいただけます。

デスクトップ版からオンライン版
へデータ移行はできますか︖

可能ですが、オンライン版への契約移行が必要です。

体験版でオプションを使えます
か︖

体験版を起動する時にオプションの選択画面が表示され
ますので、お好きなオプションにチェックを付けるとその分だ
けお使いいただけます。

グループ共有での体験はできま
すか︖

ご連絡いただいたうえでの個別対応になります。

オンライン版お得な割引パック
いつでも、どなたでもお得！

本数割引
年額ご契約

3ライセンス～

グループ共有割引

学校様のオンライン授業を応援します！

スクールパック

▲

BASIC版本体 年間定価 17,820円（税込）
オプション
◆注意事項︓

10％OFF～

特別価格

8,910円（税込）

50%OFF

ご注文にあたっては、必ず以下の項目をご確認ください。

■学校の授業でお使いいただくことが条件となります。

次年度以降

本数
割引
あり

更に

50%OFF

価格は令和3年4月1日時点での消費込みの価格です。

■ライセンス契約となります。■オプションだけの購入はできません。

デスクトップ版お得な割引パック
いつでも、どなたでもお得！

代引きパック

スクールパック

定価

30,250円（税込）

その他オプション

本数
割引
あり

特別価格

価格は令和3年4月1日時点での消費税込みの価格です。

■ライセンス契約となります。■オプションだけの購入はできません。

学生様を応援します！

BASIC版本体＋食事バランスガイドキット

特別価格

18,150円（税込）
40%OFF

その他オプション
◆注意事項︓

16,500円（税込）
50%OFF

ご注文にあたっては、必ず以下の項目をご確認ください。

■学校の授業でお使いいただくことが条件となります。

学割パック

29,150円（税込）

価格は令和3年4月1日時点での消費税込みの価格です。

学校様の授業を応援します！

BASIC版本体＋食事バランスガイドキット

◆注意事項︓

特別価格

▲

BASIC版本体

価格は令和3年4月1日時点での消費税込みの価格です。

ご注文にあたっては、必ず以下の項目をご確認ください。

■学生様ご本人でのご使用に限ります。 ■譲渡及び貸与をされた場合、その後のサポート及びサービスを受けることができません。
■弊社からの領収証など帳票の発行はできません。 ※但し、代引き54,000円(税込)以上は郵便局からの領収証が発行されますが、ご本人様名での発行になります。
■オプションだけの購入はできません。 ■ご本人様のみのサポートとなります。 ■ホームページでのご注文に限ります。

個人割パック

個人の栄養士様を応援します！

BASIC版本体

特別価格

20%OFF

その他オプション
◆注意事項︓

24,200円（税込）

価格は令和3年4月1日時点での消費税込みの価格です。

ご注文にあたっては、必ず以下の項目をご確認ください。

■ご本人様でのご使用に限ります。 ■譲渡及び貸与をされた場合、その後のサポート及びサービスを受けることができません。
■弊社からの領収証など帳票の発行はできません。 ※但し、代引き55,000円(税込)以上は郵便局からの領収証が発行されますが、ご本人様名での発行になります。
■オプションだけの購入はできません。 ■ご本人様のみのサポートとなります。 ■ホームページでのご注文に限ります。

保育園パック

保育園様を応援します！

BASIC版本体＋統計キット＋アレルギーキット

特別価格

44,000円（税込）

価格は令和3年4月1日時点での消費税込みの価格です。

企画開発販売元

〒862-0924 熊本市中央区帯山9丁目3-10 2F
e-mail

ai@ai-site.com

HP

http://www.ai-site.com

www.ai-site.com/eiyoukeisan

