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ARCHITREND Do!Photo 2014 の新機能 

携帯電話

対応一覧 
検索・表示を見直しました。 1 TOP 

表示条件に「表示しない」を追加して、

初期表示が速くなるようにしました。 
2

物件一覧 検索結果数を表示するようにしました。 3 物件情報
物件の新規作成時の敬称を付加文字とし

て、事前登録できるようになりました。
3

帳票 
帳票出力に関する初期設定項目を追加し

ました。 
4 物件書類

メール配信先を選択するとき、社員・協

力会社・業種・マイリストから同時に設

定できるようになりました。 

5

ユーザー

情報 

物件数、累計、完工数で表示するように

しました。 
7

アプリケ

ーション

設定 

5 項目を追加しました。 7

ビルダー

サイト 

新しい写真の表示可能枚数を増やせるよ

うにしました。また、表示速度も向上し

ました。 

8
施主サイ

ト 

撮影者・撮影日時の表示を切り替えられ

るようにしました。 
9

現況 

ツール 
現況調査ツール機能を廃止しました。 10    
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表示条件を変更しました。（キャリア内の「iOS」、「Android」は無くし、通信会社名だけに訂正） 

 

結果一覧の表示内容も変更しました。 
全体的に、項目名や表記内容を易しくしました。 

（例） 
・「機種名」：俗称（カタカナ表記）も含 

・「NEW」：発売日 5 ヶ月（日数）以内 

・［発売日］：新規追加 

・［撮影アプリ］：○、×、－（未検証） 

・［検証］：済、－（未検証） 

※発売後２年経過、またはその他の事情により、動作確認済み機種はサポート対象外になる場合がございます。あらか

じめご了承下さい。 

を追記しました。 

携帯電話対応一覧 

検索・表示条件を見直しました。特に、Android、iOS の検索条件をなくし、キャリア別検索を容易にできるよ

うにしました。また、未対応機種のみの検索も可能にしました。 
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［設定］－［アプリケーション設定］ 

上記機能の初期設定用項目が追加されました。 

 

 

 

［写真の登録状況（TOP 画面）］ 

・「表示しない」：写真（カメラアイコン含）を起動時に表示しません。起動速度を速めたいときに有効。 

上部→「表示しない」、下部→「受信日順に表示」にセットされます。 

・「受信日」：写真表示を受信日（PC サイトへの写真登録日時）で表示します。 

上部→「受信日で表示」、下部→「受信日順に表示」にセットされます。 

・「撮影日」：写真表示を撮影日（PC サイトへの写真登録日時）で表示します。 

なお、撮影日が取得されていない写真には受信日を適用します。 

上部→「撮影日で表示」、下部→「撮影日順に表示」にセットされます。 

TOP 画面の写真表示 

表示条件に「表示しない」を追加して、初期表示が速くなるように修正しました。また、写真一覧の表示可能な

枚数を調整できるようにしました。（［アプリケーション設定］に設定項目があります） 

「表示しない」 
写真の登録状況を表示しないた
め、TOP 画面の開かれる速度が向
上します。 

 

１ヶ月分の表示から、表示枚数を
指定することができるようになり
ました。 

 

表示枚数を変更できます。 

［設定］－［アプリケーション設定］ 

上記機能の初期設定用項目が追加されました。 

 

 

［写真の登録状況（TOP 画面）］（初期：60、制限最大数：1000） 

TOP 画面に表示される写真枚数を設定します。 

（また、ビルダーモバイルサイトの［新しい写真の閲覧］にも影響します。P7 参照） 
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物件一覧 

物件の検索数を表示する修正をおこないました。［ユーザー情報］とともに物件管理に利用します。 

検索数 

 

 

 

担当者毎、未完工物件、

全物件などの数が分か

り、［ユーザー情報］の

物件数を確認しやすく

なりました。 

物件の新規作成（物件情報） 

［（敬称）］文字を［アプリケーション設定］で初期登録できるようにしました。（付加文字に表記変更） 

施主名と付加文字を分けて登録したり、取り込み時の場合は付加文字を無くすこともできます。 

 

 

 

 

施主太郎 様邸エクステリア工事 ＋ 

施主太郎様邸 新築工事  ＋ 

［アプリケーション設定］ 
上記の初期設定用項目が追加されました。（10 文字制限あり） 
 
 
 
ビルダーモバイルサイトの新規作成時も同様に連動します。 
 

 

表記の変更
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［アプリケーション設定］ 
上記の初期設定用項目が追加されました。 
 

 

帳票作成時の設定 

帳票作成時の各要望を対応しました。 

［タイトル］ 
［アプリケーション設定］で初期文字を
登録可能になりました。 

［コメント］ 
「なし」を追加しました。 

［帳票出力形式］ 
「A4・4 枚」タイプを２種類追加しました。 

［作成日］ 
オンの場合、帳票の作成日項目の日付を自由
に設定することができます。 
・文字入力も可：2013 年 9 月 
オフの場合、常に本日で作成されます。（従来）［撮影日時・撮影者］ 

撮影日時と撮影者の両方を出力するか
しないかの設定が可能になりました。

［A4 帳票］ 
２タイプを追加しました。 
 
・【Excel】写真 4 枚（4×1）／1 頁 
 （PDF タイプあり） 
 
・【Excel】写真 4 枚（2×2）／1 頁 
 （PDF タイプなし） 

※撮影者、撮影年月日は常に空白で 

出力します。（編集前提） 
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  送信先の複数選択 

連絡メールの送信先を設定する画面を変更しました。 

［アラート・報告］（工種設定・基本設定、参照解除も同）、［物件書類］（変更連絡）に影響します。 

 

設定可能な候補者。 
協力会社は、関連のある会社だけが
表示されます。 

配信先設定。 
PC、モバイル毎に設定が可能。 

 

社内と協力会社から
個別に選択可能です。 
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［設定］－［アラート・報告］では、設定した内容をマイリストとして保管・再利用することができます。 

マイリスト 
送信先の設定内容を名前を付け、個人のお気に入りとして
保管することができます。 

 

表記の変更

［アラート・報告］の［基本設定］ 
基本設定の登録内容も変更しました。 

 

※［物件担当者］［基本設定］が、 

基本送信先になりました。 
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  ユーザー情報 

物件数の表示（物件数、完工数、作成数累計）を要望に対応しました。 

［物件数］ 
現保管されている物件数（物件一覧の全物件検索数と同じ） 

［完工数］ 
「完工とみなす」工程（以降）に、実施終了日が入力されている物件数 
［累計］ 
物件を作成した数（削除した物件も含まれます） 

P3 参照 

アプリケーション設定 

2014 で追加された項目です。 

P4 参照 

P2 参照 

P2、P7 参照 

P8 参照 

他に、 
［写真サイズ（幅×高さ）の制限］ 

リサイズ値を増やしました。 
 
※2013/10/23 以降に登録した写真が対象。 
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ビルダーサイト（モバイル版） 

ビルダーモバイルサイトの［新しい写真を閲覧］時、受信枚数が多い場合、表示速度が遅く、表示されない場合

もありました。表示枚数を［アプケーション設定］で変更することができるようにしたため、表示速度が遅い場

合、枚数を減らすことで調整することができます。 

また、20 枚を超える場合、ページボタンで切り替えられるようにしました。 

表記の追加・訂正

20 枚を超えると、ページ切替ボタンが表示されます。 
表示される枚数は、［アプリケーション設定］の［新しい写真一覧の表示数（TOP 画面、モバイルサイト）］
が連動します。（最大 999 枚まで表示可能） 
※区分表示される日付は、１日分の登録枚数と設定枚数値により異なります。御社の平均登録枚数から予想
して設定をお願いします。 
 
 
 

１日に複数の物件
からアップされた
場合、同日内で物
件ごとにまとまり
ます 
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  施主サイト 

施主サイトの受信日時、撮影日時・撮影者の表示有無など、要望に対応しました。 

［アプリケーション設定］にある項目を「しない」にすると、施主関連サイト（PC サイト、モバイルサイト）

の撮影者・撮影日時の表示を消します。受信日時は 2013/10/23 以降に登録した写真は表示されません。 

（なお、ビルダーサイトは従来通りの表示です） 

【施主サイト（PC 版）】 

写真上に「受信日時」は表示しないよう
にしました。 
※2013/10/23 以降に登録した写真のみ
が対象です。 

「受信日時」は表示しない
ようにしました。 

「撮影者」「撮影日時」の
表示は、［アプリケ－ショ
ン設定］により表示有無
を切り替えます。 

カメラアイコンは設定に
より表示しないようにな
りました。 

【施主サイト（モバイル版）】 

タイトルまたは撮影部位名
が表示されます。 

（無い場合は工程名） 
 
また、「受信日時」は表示し
ないようにしました。 

タイトルまたは撮影部位名
が表示されます。 

（無い場合は工程名） 「受信日時」は表示しない
ようにしました。 

実施開始日を表示するよう
にしました。 

（［物件設定］から連動） 

アプリケーション設定より
表示有無が連動します。 
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 現況調査ツール 

現況調査ツール機能を廃止しました。Android 端末も同様です。 

下図の［アプリケーション設定］にあった［現調ツールを使用］、メール配信関連が無くなります。 

通信があった場合、エラーを返します。 


