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コグニビジョン

事故車修理費見積りシステム

会員相互の自己研鑽でカーオーナーに愛される工場づくりを目指す「コグニ会」
当社の製品をご利用いただいている工場で組織されたユー
ザー会です。自動車ユーザーへより良いサービスを提供する
ために、さまざまな活動・研修・講演を行っています。

詳しくは当社ホームページをご確認ください。
http://www.cognivision.jp/

検索

◦「コグニセブン」の操作や見積り技法などの研修
◦工場経営セミナー
◦作業技法セミナー
◦損害保険会社・共済組合や、車体整備業界の動向について

のセミナー
◦お客さま対応についてのセミナー

研修会・セミナー例

◦Windows®は、米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における登録商標です。
◦動作環境に記載されているオペレーティングシステムの種類などは、オペレーティングシステムのサポート終了、当社商品のバージョンアップ等の理由により、
　予告なく変更される場合があります。
◦自作パソコンおよびショップオリジナルパソコンで当社システムを利用される場合は、動作保証対象外となります。
◦仕様などは予告なしに変更することがあります。
◦USBポートとインターネット接続環境は、ライセンス認証用にどちらかが必要になります。

推奨環境

オペレーティングシステム（OS）

Windows 10　 32bit版、64bit版 [日本語対応]
Windows 8.1　32bit版、64bit版 [日本語対応]
Windows 7　　32bit版、64bit版 [日本語対応]
※管理者権限での使用が前提となります。

CPU 1GHz以上のプロセッサ

メモリ 2GB以上のシステムメモリ

ドライブ装置 DVDドライブ

システム容量

インストールに必要な空き容量 ： 90MB以上（コグニセブン）
　　　　　　　　　　　　　　35MB以上（アセスプロⅡ）
ライセンス認証システム ： 40MB以上

（全車種データをハードディスクにコピーする場合には4GB以上）

会員工場統一看板 会員バッジ

▋「コグニセブン」と「アセスプロⅡ」は異なるシステムです。 それぞれご契約が必要です。



顧客・車輌管理
売掛金（請求・入金）管理

見積書

車体整備業界のスタンダード

概
　
要

見積データ

※土日・祝日・当社指定休業日を除く

サポートビジネスパートナー
自動車諸元データベース
純正部品データベース

株式会社
自研センター

全国技術
アジャスター協会 自動車メーカー 損害保険会社・

共済組合

コグニセブンには、連動できる自動車整備業ソフトが多数あります。
コグニセブンと連動できるソフト間でデータを連携させることで、顧客・車輌管理や売上管理などを容易に行う
ことができます。用途やご希望に応じてお好みの連動ソフト（機能）をお選びください。

多くの事業パートナーに支えられて、当社は商品や各種データをみなさまにお届けしています。
この強固な事業基盤が当社の大きな強みであり、信頼と安心の裏付けとなっています。 

コグニセブンを導入いただいた後は販売店やサポートデスクによるアフターサービスを受けることができます。
また、ご契約者さまにはコグニセブンの利用に役立つ各種情報も提供いたします。

※連動ソフトのご利用には別途ご契約
が必要です。当社販売店までお問い
合わせください。

販売店
ボデーショップ

（車体整備工場）
連動ソフト
開発会社

データ連携
見積データを
書き出したり

顧客情報データを
読み込んだりできる！

指数 技術情報 アセスプロⅡ（各種データ） 部品情報 支援・協力

▋連動ソフトを活用したトータル管理

▋強固な事業基盤

▋充実＆安心のサポート体制

コグニセブン

アセスプロⅡ

顧客・車輌データ

コグニサポート

フィールドインストラクター

コグニネット会員サイト

季刊cognivision

操作方法が分からないときや万が一のトラブルが発生したとき、
スタッフが電話でお客さまのサポートを行います。

コグニセブンに慣れてきた頃に、当社のフィールドインストラクター
がご契約者さまを訪問し、さらにコグニセブンを使いこなして
いただくためのアドバイス等を行います。

動画を使った見積り
作成手順の説明や
機能紹介など、お客
さまに役立つ情報を
提供いたします。

四半期ごとに、旬な情報やコグニセブンの便利機能などを掲載
した冊子をお届けいたします。

自動車整備業・顧客管理ソフト

印刷
合計請求書

車検・整備提案書

車検・整備提案書合計請求書

多くの車種の見積書が簡単に作成できる！

※2018年10月現在収録車種数

輸入車

国産車

トラック 二輪車



損害保険会社「作業確認」ボタンを押すことで、選択している部品に関連する作業の未入力の部品が、
指数テーブルの条件に基づいて表示されます。

用途に応じて必要な帳票をご利用ください。

車種ごとに、高張力鋼板使用部位やボデー構造図、寸法図などの車両や技術情報を豊富に収録していますので、
見積りはもちろん修理作業にも役立てることができます。車種別編の指数テーブルやマニュアルなども収録しています。

コグニセブンで作成した「見積書」と取り込んだ事故車の「画像」をボタンひとつで、画像伝送サービス「コグニフォトベース」に
連携することができます。多くの損害保険会社や共済組合でコグニフォトベースとコグニセブンが利用されていますので、協定
の話し合いもスムーズ。修理作業の早期着工と早期納車に繋がります。

カウルトップベンチ
レータルーバ

フロントバンパカバー･
フロントバンパリイン

ホースメント

ヘッドランプラジエータグリル

◦見積書
◦損傷部位帳票
　（部品図+画像+明細）
◦画像
◦取替部品
◦ワークシート
◦作業指示書
◦塗装明細

◦見積集計機能

タブレット端末でも
ご利用できます！

※OSはWindowsに限ります。
　詳細は推奨環境をご確認ください。

フェンダのみを選択して「作業確認」ボタンを押すと、以下の作業が
必要と表示されます。

Check! Check! Check!

コ
グ
ニ
セ
ブ
ン

ワークシート画面の部品図をクリックするだけで、部品を選択でき、工賃が自動計算されます。
作業一覧などから工賃を別途選択する必要がないため、工賃の選択ミスや計上漏れなども防げるほか、業務の効率化
にも繋がります。

▋抜群の操作性！ 「ワークシート画面」  

▋入力漏れを防止

事故車修理費見積りシステム

「コグニフォトベース」と連携

Ver.UPVer.UP

取替

簡単な操作と分かりやすい画面表示、豊富で正確なデータ、信頼のおける
指数データなどによって、簡単に正確な事故車修理費見積書を作成すること
ができます。（年12回のデータ更新で常に最新データをご利用いただけます）

「フォトベース」
ボタンを
クリック

▋豊富な帳票バリエーション！  

▋修理作業に必要な車両情報が充実  

連 携
送 信

※本機能をご利用いただくためには、コグニフォトベースを導入している損害保険会社・共済組合への登録申請（無料）が必要です。

工
賃
自
動
計
算

これは便利！

コグニセブン
で確認！コグニセブンに取り込み

見積書

事故車の画像

作成した見積書のうち、実際に入庫した車輌の
金額を集計する帳票や顧客一覧表を印刷する
ことができるようになります。

丸例

部品をクリック



 見積り作成手順

図番をクリック

一部の車種に指数や工数が収録されています。指数や工数がない車種については、類似車種の指数や工数を参考値として
コピーして見積りを作成できます。また、既存の工数を修正したり、オリジナル工数を作成することもできます。

車種の選択
メーカー・モデル・年式などオリジナルの車種検索
機能で車種を特定いたします。類別区分・型式番号
から検索も可能です。

ワークシート画面で部品（工賃）を選択
部位ごとに分かれている部品図から該当する部品
を選択します。工賃は自動計算されます。

明細の確認
ここまでに入力した内容を確認します。必要に応じて
追加、訂正などを行います。

見積情報を入力
見積書に必要な各種情報や顧客・元請、車両情報
などを入力します。

塗装工賃の算出
塗装条件を入力すると、選択している部品（外板
パネル）の塗装費用が計算されます。

費用を入力・総合計を確認
他に必要な費用や値引額や調整額などを入力して
金額を確定します。

見積書完成

ア
セ
ス
プ
ロ
Ⅱ 

／ 

見
積
り
作
成
手
順

輸入車・トラック・二輪車の事故車修理費簡易見積りシステム

▋便利な工数カスタマイズ機能

全国技術アジャスター協会とコグニビジョン株式会社が共同開発した
業界随一の事故車修理費簡易見積りシステムです。コグニセブンと併用
することで、入庫する多くの車種に対して見積書を作成することができます。

▋使い勝手が良い「電子ワークシート」
コグニセブンに近い画面構成と操作性のため、電子ワークシート画面で部品を選択して、工賃を選ぶことで、輸入車やトラック
などの見積書を簡単に作成することができます。

※バージョンアップ（2015年度実施）以前の車種は部品名称一覧から部品を選択します。
※全国技術アジャスター協会が作成した車種に限ってデータを収録しています。
※メルセデス・ベンツ車に関しては2009年以降、新型車・マイナーチェンジ車のデータは作成していません。

注  意

収録工数

部品図と部品価格を収録 豊富な帳票バリエーション

工数のコピーと修正
輸入車
◦株式会社自研センター

トラック
◦株式会社自研センター
◦全国大型自動車整備工場経営協議会

※すべての車種に工数が収録されているものではありません。

作業確認を
行って

漏れをチェック

印刷
アセスプロⅡは一部機能や操作が異なります。

◦見積書
◦画像
◦取替部品
◦作業指示書
◦塗装明細

さらに工数の修正やオリジナル工数の登録も可能！

工数●●時間 工数●●時間

工数のある類似車種 工数のない車種

Copy !


