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1. 概要 

1-1. 製品の紹介 

本ソフトウェアは日々のボーリング作業結果を日報で整理するプログラムです。 

本ソフトウェアの主な機能を以下に示します。 

 

 日報の作成・印刷 

 作業状況を示した柱状図の作成 

 現場作業の実施と写真撮影のチェック管理1 

 エクセル日報や柱状図 XMLファイルとの相互変換 

 メールの作成 

 

図. ボーリング管理プログラムの作業イメージ 

 

1-2. 注意事項 

製品の利用に当たって、あらかじめ印刷により PDF を作成する機能を Windows にインストール

する必要があります。 

詳細については、「2-3. PDF 化のために準備するもの」をご覧ください。 

 
1 読み書きには条件がございます。全ての形式に対応しているわけではございません。 

PDFファイル※印刷

日報出力 柱状図出力

メール

添付

送信

作業報告

※PDFファイルは印刷機能を使って出力します。

本ソフトウェア

日報エクセルファイル 柱状図XMLファイル

XML

取り込み 書き出し

現場作業と写真のチェック
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2. 製品の導入と解除 

本ソフトウェアを使用するには、お客様のコンピューター(以降コンピューターと表記します)にイ

ンストールする必要がございます。インストールは以下の手順で行います。 

製品のインストールがよく分からない、難しいとお感じであれば、有料の導入支援サービスもいた

しますのでご利用ください(経費を実費でいただきます)。 

本ソフトウェアは原則として 1 ライセンスで 1 つのコンピューターに導入が可能です。別のコンピ

ューターで本ソフトウェアをお使いされる場合は、追加でライセンスを購入されるか、利用中のコン

ピューターからライセンスを解除して、改めて別のコンピューターに導入する必要がございます。詳

細は「2-8. 製品登録の解除」をご覧ください。 

 

 

図. 製品の試用と本登録手続きの概要 

 

  

製品のインストール

製品登録

登録手続きメール

(ないし郵送)

アクティベーション

コードの通知

アクティベーション

製品登録完了

試用開始

弊社ホームページで

試用手続き

試用コードの通知

最大30日間

試用いただけます
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2-1. 動作環境 

本ソフトウェアを使用するには、以下の環境が必要です。 

 

表. 動作環境 

 最低環境 推奨環境 

オペレーティング 

システム(OS) 

Microsoft Windows10 Home※1 

Microsoft Windows10 Pro※1 

Microsoft Windows8.1  

Microsoft Windows8.1 Pro 

(各 32ビット版、64ビット版) 

Microsoft Windows10 Home 

Microsoft Windows10 Pro 

上記最新バージョン 

(各 32ビット版、64ビット版) 

プロセッサー(CPU) 1GHz以上の Intel Pentiumプロセ

ッサーないし互換プロセッサー 

Intel Core i3以上のプロセッサー

ないし互換プロセッサー 

メモリー(RAM) 2GB以上 4GB以上 

ハードディスク等の

空き領域 

1GB以上 

画面解像度 1024×768 ドット以上 1920×1080以上 

その他 マウス・キーボード等の入力装置 

PDF作成ソフトウェア(PDF ファイルの作成に必要です。Windows10で

あれば標準機能の Print To PDFで可能です。その他フリーソフトウェ

アを含めて印刷により PDF ファイルを出力できるソフトウェアで対応可

能です) 

※1: 1809 より前のバージョンは動作の保証をいたしません 

Microsoft および Windows はアメリカ合衆国 Microsoft Corporation の登録商標または商標です 

Intel および Pentium、Core i3 は Intel Corporation の登録商標または商標です 

 

2-2. 製品のダウンロード 

本ソフトウェアの最新版を、以下の弊社ホームページよりダウンロードしてください。 

https://kyoso-software.co.jp/kssitereport/  

 

  

https://kyoso-software.co.jp/kssitereport/
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2-3. PDF 化のために準備するもの 

あらかじめ印刷により PDF を作成する機能を、お使いの Windows パソコンにインストールする 

必要があります。 

 

(1)Windows10をお使いの場合 

お客様が Windows10をお使いであれば、標準で PDF プリンターとして「Microsoft Print 

to PDF」がインストールされていますので、そのまま出力できます。 

 

(2)Windows 8.1 をお使いの場合 

別途 PDF化するソフトウェアをインストールする必要があります。 

製品をいくつかご案内します。製品のインストールおよび使用方法は各製品の提供元にご

確認ください。 

 

1)有料の製品の例 

 「Acrobat® DC」 アドビ システムズ株式会社 

(無料の Acrobat® Reader DC では PDF 化できません。ご注意ください) 

 「JUST PDF 3」、「JUST PDF 4」 株式会社ジャストシステム 

 「いきなり PDF Ver.6」 ソースネクスト株式会社 

 

2)無料の製品の例 

 「Cube PDF」 株式会社キューブ・ソフト 

 「Primo PDF」 Nitro PDF Pty Ltd. 
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2-4. 製品のインストール 

お客様のコンピューターに保存されたインストールプログラムを実行します。インストールプログ

ラムは、「KsSiteReport-setup_1.0-2020-08-09.exe」などとなっています。 

 

2-4-1. 製品のインストール 

インストールプログラムに従って、本ソフトウェアをお客様のコンピューターにインストールしま

す。 

 

(1)使用許諾契約 

本ソフトウェアを使用するには、ソフトウェア使用許諾に同意する必要があります。 

許諾条件を確認し、同意された場合には、「同意する」をクリックし、「次へ」をクリックしてくだ

さい。 

同意されない場合には、使用できませんので「キャンセル」をクリックしてインストールを終了

してください。 

 

図.使用許諾の確認画面 

 

(2)インストールするフォルダーの指定 

お客様が本ソフトウェアをインストールするフォルダーを指定してください。 

通常はそのままにしておくことをおすすめします。 

良ければ「次へ」をクリックしてください。 

 
図.インストール先の指定画面 
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(3)スタートメニューへのプログラムショートカットの設定 

スタートメニューに本ソフトウェアのショートカットを登録する場所の名前を設定します。 

通常はそのままにしておくことをおすすめします。 

良ければ「次へ」をクリックしてください。 

 

 
図.プログラムショートカット名の指定画面 

 

(4)デスクトップアイコンの設定 

デスクトップにアイコンを置く場合にはチェックをしてください。 

良ければ「次へ」をクリックしてください。 

 

 
図.デスクトップアイコンの設定画面 
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(5)インストール内容の確認 

インストールの内容が示されます。 

良ければ「インストール」をクリックしてください。 

 

 
図.インストール内容の確認画面 

 

インストールが完了すると下の画面が表示されます。 

 

 

図.インストール完了画面 
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2-5. 製品の試用をする 

本製品の機能を最大 30日間お試しいただけます。 

試用をするには、弊社ホームページから試用手続きを行い、製品登録手続きで試用の開始を

行ってください。 

 

(1)プログラムの起動 

本ソフトウェアでインストールされた任意のプログラムを起動してください。 

製品情報が表示されます。 

「試用開始」ボタンをクリックしてください。 

 
図. 製品情報画面 

 

(2)試用コードの入力 

メールでお知らせした 6桁の試用コードを入力して「OK」ボタンをクリックしてください。 

 

図. 試用コード入力画面 

 

これで試用が開始されます。残りの試用期間は製品情報画面で確認できます。 

 

図. 残り試用期間の確認 
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2-6. 製品登録手続き 

ご注文時にお知らせした、製品コードを用いて登録手続きをいたします。 

 

 

図. 製品登録手続きの流れ 

 

(1)プログラムの起動 

本ソフトウェアでインストールされた任意のプログラムを起動してください。 

製品情報が表示されます。 

試用期間中は、メニューの「ヘルプ(H)」→「バージョン(V)」をクリックすると製品情報画面が

表示されます。 

左下の「製品の登録・変更」ボタンをクリックしてください。 

 

 

図. 製品情報画面 

プログラムの起動

試用期間あるいは

別の登録済み?

上のヘルプ→バージョン

をクリック

製品の登録状況画面

製品登録画面

1.製品登録手続き 2.アクティベーション 製品登録解除

はい

いいえ
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(2)製品登録手続き 

お客様の登録を行います。「製品登録手続き」をクリックしてください。 

 

 

図. 製品登録手続き開始画面 

 

(3)利用者情報の入力 

お名前、会社名(会社名は任意です)、お知らせした製品コードを入力してください。 

入力後、「次へ」をクリックしてください。 

 

図. 利用者情報の登録 

 

(4)登録メールの作成 

製品の登録のために必要な情報が示されます。 

この内容をメールで弊社製品登録専用アドレス(regist@kyoso-software.co.jp)へお送

りください(「送信メールの作成」をクリックするとメールソフトウェアが立ち上がります)。 

メールをご利用なさらない場合には、恐れ入りますが内容をコピーして印刷した上、弊社へ

お送りください。その場合には手続きにいささかのお時間をいただきます。 

 

郵送先 〒569-1123 大阪府高槻市芥川町 2丁目 14番 20号 共創ソフトウェア株式会社 

 

図. 製品登録情報の確認画面 

mailto:regist@kyoso-software.co.jp
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2-7. アクティベーション 

メールの内容を確認した上で、弊社より折り返しアクティベーションコードを通知いたします。 

何もご指定なければ、お送りいただいたメールアドレスへ返信いたします。 

 

図. アクティベーションの流れ 

 

(1)プログラムの起動 

本ソフトウェアでインストールされた任意のプログラムを起動してください。 

製品の登録状況が表示されます。 

試用期間中は、メニューの「ヘルプ(H)」→「バージョン(V)」をクリックすると登録状況画面が

表示されます。 

左下の「製品の登録・変更」ボタンをクリックしてください。 

 

図. 製品情報画面 

プログラムの起動

試用期間あるいは

別の登録済み?

上のヘルプ→バージョン

をクリック

製品の登録状況画面

製品登録画面

1.製品登録手続き 2.アクティベーション 製品登録解除

はい

いいえ
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(2)アクティベーション手続き 

お客様の登録を行います。「アクティベーションコードの設定」をクリックしてください。 

 

図. 製品登録手続き開始画面 

 

(3)アクティベーション 

アクティベーションを行います。お知らせしたアクティベーションコードを入力してください。 

コード中に改行がないようご注意願います。 

間違いないか確認の上、「コードの設定」をクリックしてください。正しければ登録完了のメッ

セージが表示されます。 

 

図. アクティベーション入力画面 

2-8. 製品登録の解除 

何らかの理由で、お客様がコンピューターで本ソフトウェアの利用を解除なさる場合には、製品

登録の解除を行った後、アンインストールをお願いします。 

なお、単純なアンインストールはもとより、解除により利用を停止したとしても、弊社はソフトウェ

ア代金の返金には応じかねます。 

解除した登録コードを現在のコンピューターないし、別のコンピューターで再利用したい場合に

は弊社へご相談ください。弊社は状況を確認の上、登録コードの再利用について別途許諾を判

断いたします。 

いかなる理由でも、解除手続きを正しく行わなければ、本ソフトウェアの利用許諾は登録したコン

ピューターのみに適用されます。 
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(1)プログラムの起動 

本ソフトウェアでインストールされた任意のプログラムを起動してください。 

メニューの「ヘルプ(H)」→「バージョン(V)」をクリックすると製品情報画面が表示されます。 

左下の「製品の登録・変更」ボタンをクリックしてください。 

 

図. 製品情報画面 

 

(2)製品登録解除手続き 

登録解除を行います。「製品登録の解除」をクリックしてください。 

 

 

図. 製品登録手続き開始画面 

(3)解除の確認 

解除の意思を、おたずねします。 

解除する場合にはチェックをして、「次へ」をクリックしてください。 
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図. 登録解除の意思確認画面 

 

(4)解除メールの作成 

製品の登録解除のために必要な情報が示されます。 

この内容をメールで弊社製品登録専用アドレス(regist@kyoso-software.co.jp)へお送

りください(送信メールの作成をクリックするとメールソフトウェアが立ち上がります)。 

メールをご利用なさらない場合には、恐れ入りますが内容をコピーして印刷した上、弊社へ

お送りください。その場合には手続きにいささかのお時間をいただきます。 

 

郵送先 〒569-1123 大阪府高槻市芥川町 2丁目 14番 20号 共創ソフトウェア株式会社 

 

 

図. 製品登録解除情報の確認画面 

 

(5)製品解除手続き完了の通知 

解除コードを確認し、弊社より解除手続き完了の通知をいたします。 

これで解除手続きは完了です。 

 

mailto:regist@kyoso-software.co.jp

