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ARCHITREND Do!Photo 

画面回

り 

メニューの構成を変更しました。従来の「警

告設定」を「設定」に変更 
1 設定 

「社内設定」「協力会社設定」の「担当者登

録」において、ケータイの登録を行ってか

ら、撮影アプリの利用、モバイルサイトの

利用を選択するインターフェースに改良 

4 

進捗管

理 

写真を登録すると同時に、開始報告、完了

報告を行う機能を追加 
1 設定 

「社内設定」「協力会社設定」で権限の種類

をキャラクターで表現するように改良 
5 

進捗管

理 
物件一覧で「現在の工程」の項目を追加 2 設定 

「社内設定」「協力会社設定」の「一括登録」

で複数の拠点、複数の協力会社を一枚の

EXCEL シートから 1度に登録できるように

改良 

5 

進捗管

理 

複数物件の進捗を管理できるように機能を

追加。開始報告、完了報告、アラートなど

の報告も確認できるように改良 

2 設定 

「社内設定」「協力会社設定」で PC ログイン

メール、撮影アプリログインメール、モバ

イルサイトログインメールを複数人まとめ

て送信できるように改良 

5 

進捗管

理 

工事開始報告書、工事完了報告書の書類の

出力 
3 設定 

社内担当者、協力会社担当者に一斉に任意

のメールを送信する機能を追加 
5 

進捗管

理 

スケジュールの自動計算時に、休日を考慮

して自動計算するように改良 
3 設定 

物件設定において「写真登録による開始報

告・完了報告」の設定を追加 
5 

帳票 

帳票のタイプが 3 種類に増えました。1 ペ

ージに写真 2 枚のタイプ、1 ページに写真

30 枚のタイプを追加 

3 設定 
写真の登録時に制限以上の大きさの画像の

場合は、リサイズできるように機能を追加
6 

帳票 
帳票出力時の写真の並び、工程による改ペ

ージ設定を追加 
4 

施主サ

イト 

工務店様のホームページに、施主サイトの

ログインページを記載する機能を追加 
6 

帳票 

帳票に出力する写真を選択する際に絞りこ

み条件が増えました、同時に、絞り込みを

行っても選択を保持するように改良 

4 
写真登

録 

RICOHのG600のデジカメを使った撮影登録

の機能追加 
6 

設定 
「工種情報設定」で各設定の状況をアイコン

で表示するように改良 
4 

ユーザ

ー情報

「ユーザー情報」でご利用容量を表示するよ

うに改良 
6 

メニューの変更 

従来の「警告情報」メニューは、「管理」メニューに変更しました。この「管理」メニューには、複数の現場をまとめて管理

する機能、アクセス履歴、メール送信ログ一覧などの管理者が使うと想定される機能を集めています。 

開始・完了報告機能 

写真の登録と同時に完了報告

を行う機能を追加しました。

これにより、工事の進捗管理、

がリアルタイムに行うことが

できます。 

右の図で説明すると、地盤改

良でいくつかの写真を撮影し

ます。その撮影部位の中であ

る撮影部位に写真が入れば、

地盤改良工事を完了したとみ

なす設定をあらかじめ行って

おきます。その撮影部位に写

真が入ると、現場監督、事務

担当者、あるいは、次の工事

の協力会社などにメールで報

告されます。 
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 ■開始・完了報告の設定 

どの撮影部位に写真が入ると、完了報告を行うかを設

定します。その工程の作業の中で、最初の部位の写真

を開始報告として設定したり、最後の作業の撮影部位

を完了報告に設定したりして利用します。 

また、同時に誰に報告するかを設定します。 

 

※アラートの設定も同時に行えます。 

アラートとは工事予定日を過ぎている場合や工事予

定日が近づいている場合などに、設定に応じて、自動

的にメールで通知してくれる機能です。 

 

■開始・完了報告の実施 

□写真登録からの報告 

撮影アプリから、モバイルサイト（SoftBank の場合）

から、PC からなど、写真が登録して、報告を行いま

す。 

□モバイルサイトからの報告 

モバイルサイトでは、写真送信とは別に完了報告のみ

行えます。 

※日付の自動入力 

また、開始報告では、その工程の開始実施日に送信された日付が自動入力されます。 

完了報告では、その工程の完了報告日に送信された日付が入力されます。 

 

※物件設定 

完了報告を行うには、上記の「開始・完了報告の設定」のほかに各物件設定で次の設定が必要です。 

物件設定の「写真登録による工程実施日の入力」を「する」 

物件設定の「写真登録による開始報告・完了報告」を「する」 

複数物件の進捗管理 

工事の進捗を管理できます。 

黄色の工程：作業中の工程 

赤色の工程：作業完了した工程 

 

：アラートのある表示 

：開始報告がされている表示 

：完了報告がされている表示 

 

現在の工程 

現在進行中の工程を表示する列を追加しま

した。工事日程の開始実施日が入っている

工程のうち予定実施日が一番後の工程を表

示します。 
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帳票のタイプが新たに下記の 2種類追加し

ました。 

・1ページに写真 2枚のタイプ 

・1ページに写真 30 枚のタイプ 

帳票タイプの追加 

報告書の出力 

開始報告、完了報告の書類が出力できるよ

うに改良しました。 

どの工事をいつ、どの協力会社が施工した

かの記録を残すことができます。 

休日設定 

工事日程の自動計算時に休日を考慮して計算を行えるようになりました。休日をとばして、工数を計算して各工程の開始予

定日、終了予定日を計算します。 



 

4 

 

帳票出力設定の拡張 

■ 出力する写真の並びを次の 2種類から

選べるようになりました。 

・「工程/部位/撮影日時（昇順）」 

・「撮影日時（昇順）」 

■ 写真出力で工程が変わると、改ページし

て出力する設定を追加しました。 

帳票出力写真の選択の改良 

工種情報の設定状況の表示 

出力する写真を選択する際に、施主に公開

している、していないの絞り込みの条件を

追加しました。 

また、絞り込みを変更した際に、選択して

いる画像を保持するように改良しました。 

工程、撮影部位にある各種設定の設定状況が工種工程一覧で確認できるように、アイコンで表示するように拡張しました。

これにより、工程一括登録後の作業で撮影指示書の画像データが入力されているかいないかの確認がしやすくなりまし

た。 

ケータイ登録の変更 

従来、撮影アプリ用のケータイ、モバイル

サイト用のケータイと別々で入力を行って

いましたが、ケータイを登録して、どの用

途で利用するかチェックボックスで設定す

る入力に変更しました。 
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担当者権限の表示 

一括登録の拡張 

ログインメール一括送信 

任意メールの一斉送信 

社内担当者の一括登録、協力会社担当者の

一括登録の際に、複数の拠点、複数の協力

会社を一度に登録できるようになりまし

た。 

また、登録されている社内担当者情報、協

力会社担当者情報を Excel に出力できるよ

うに拡張されました。 

社内担当者の権限、協力会社担当者の権限

をキャラクターで表示するようにしまし

た。 

送信先を複数選択しておき、「PC サイトロ

グインメール」「撮影アプリダウンロード

メール」「モバイルサイトログインメール」

のいづれかをまとめて送信できます。一括

登録後のメール送信にご利用ください。 

Do!Photo に登録されている担当者に対し

て、メールを送信することができます。 

例えば、「安全大会のお知らせ」など複数の

方に一斉にメール送信する際にご利用くだ

さい。 

社内担当者 4種類。 

ビルダー管理者は一人のみ。 

選択できる権限が別途 3 つあり

ます。 協力会社担当者は、権限 2 種類

から選択できます。 

一括登録用の Excel テンプレー

ト。複数の拠点が 1 枚のシート

で入力できるように改良されて

います。 

物件設定の追加 

物件設定に、「写真登録による開始報告・完了報告」

を「する」、「しない」の設定が追加されました。開始

報告、完了報告でメールを受信する場合は、下記の 2

つの設定を「する」に設定してください。 

・「写真登録による工程実施日の入力」 

・「写真登録による開始報告・完了報告」 
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HP に施主ログインページ掲載 

RICOH G600 デジカメ連携 

ご利用容量の表示 

施主サイトのログイン画面をビルダー様のホームページ

に作成することができる機能が追加されました。 

これにより、ホームページのアクセスアップにつなげる

ことができます。 

RICOH のデジカメ G600 で撮影部位を指定し

ながら撮影する機能を追加しました。デジ

カメを使った DoPhoto の運用にご利用くだ

さい。 

「ARCHITREND Do!Photo 連携ツール for リコ

ーG600」をダウンロードしてご利用くださ

い。 

ご登録されたデータ（写真、書類）のサイ

ズの累計を表示するように改良いたしまし

た。容量による料金体系をご用意しており

ますので利用容量の確認にご利用くださ

い。 

写真の自動リサイズ 

写真の登録時に、一定以上の大きさ（高さ×横）の画像フ

ァイルを設定したサイズにリサイズする機能を追加しま

した。ファイル容量利用の節約、写真サイズの統一などに

ご利用ください。 

【重要】リサイズ設定後に登録した写真のみリサイズされ

ます。写真登録の運用開始前に、リサイズが必要か良くご

検討ください。リサイズをお勧めしますが、オリジナルフ

ァイルは、残らないことをご理解ください。 


