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インストールガイド
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IRTB0505

シリアルナンバーは大切に保管してください。
（シリアルナンバーは再発行できません。）

シリアルナンバーは、ユーザー登録や
最新版アップデートの際に必要となります。

株式会社アイアールティー
https://irtnet.jp



インストール方法

パソコンに「はじめての工事写真作成 5」の CD-ROMをセットします。
自動で画面が表示されますので、画面の案内にしたがってインストール
をおこなってください。

パソコンに「はじめての工事写真作成5」のCD-ROMをセットします

■　インストール時のハードディスクは1GB以上の空き容量
　　(インストール時 )が必要です。
　　※.NET Framework 3.5 / .NET Framework (4.6.2 以上のバージョン )
  　　  をインストールする際の空き容量を含みます。

　　※上記以外にデータ保存の為の空き容量や自動バックアップの
　　　空き容量が必要となります。

■　管理者権限について
　　インストールは管理者として実行してください。

■　アプリケーションソフトの停止
　　インストールする前にウィルス対策ソフトなどの常駐ソフトや
　　他のアプリケーションを停止してください。
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CD-ROMをセットした時に
この画面が表示されたら…

インストールが自動で始まらない時は…
 [PC]→CD/DVD ドライブ→
[setup.exe] の順にダブルクリックします。

[setup.exe の実行 ] をクリックして
ください。

ご注意

1

ダブルクリック



「はじめての工事写真作成5」のインストールを開始します
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左のような画面が表示されましたら、      
「次へ」をクリックしてください。

次へ

使用許諾契約の内容を確認してください3

使用許諾契約書の内容を確認し、
「使用許諾契約の条項に同意します」
をクリックして選択した後、「次へ」
をクリックしてください。

次へ

インストール先のフォルダーを確認してください4

インストール先を変更する場合は           
「変更」をクリックして、インストー
ル先を選択してから、「次へ」をク
リックしてください。
通常はインストール先を変更しなく
ても問題はありません。

次へ

インストール先インストール先
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ユーザーアカウント制御が表示され
た場合は、 「はい」をクリックしてく
ださい。

設定の内容を確認してください5

現在の設定が表示されます。
内容を確認後、 「インストール」を
クリックしてください。
インストールが始まります。

インストール

「はじめての工事写真作成5」のインストールが完了です6

インストールが正常に終了すると
左のような画面が表示されます。
「完了」をクリックしてください。

完了

インストール方法

はい
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NET Framework 3.5 SP1

ソフトを起動時に下記の画面が表示されましたら、案内に従って
.NET Framework 3.5 SP1 のインストールをおこなってください。

※すでにインストールされている場合は、下記画面は表示されません。

画面の表示内容を確認し、「この機能
をダウンロードしてインストールす
る」をクリックしてください。

インストールが正常に終了すると
左のような画面が表示されます。
「閉じる」をクリックしてください。

デスクトップ
ショートカットアイコン

.NET Framework 3.5 / .NET Framework (4.6.2 以上のバージョン )
が正常に動作している環境が必要です。

ダブルクリックして
ソフトを起動します→

閉じる
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インストールが始まります。

インストール方法

Microsoft (R) .NET Framework4.6.2 以降のバージョンを
インストールしてください

「Windows の 機能の有効化または無効化」※を表示し、「□ .NET 
Framework4.8」（下図例）にチェックが入っていない場合は、チェックを
を入れるとWindows Update よりインストールされます。

※「Windows の機能の有効化または無効化」の表示方法
　＜Windows 10＞
　スタートボタン横の検索欄に「Windows の機能」と入力して Enter キー
　を押します→「Windows の機能の有効化または無効化」を表示
　＜Windows 8.1＞
　「コントロールパネル」→「 プログラム」→「プログラムの機能」→　　
　「Windows の機能の有効化または無効化」を表示 

□ をクリックして
チェックを入れます
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インストールが完了しましたら、
「閉じる」をクリックします。

実行

.NET Framework 3.5 SP1、 Microsoft ®  .NET Framework4.6.2 以降の

バージョンをインストールが完了しましたら、ソフトが正常に動作します。

起動方法は、7ページをご覧ください。



7

ソフトの起動方法

「はじめての工事写真作成5」をインストールすると、デスクトップ上に
「はじめての工事写真作成5」と付属ソフトのデスクトップショートカッ
トアイコンが作成されます。
ダブルクリックすると、ソフトが起動します。

「はじめての工事写真作成 5」の
アイコンをダブルクリック
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オンラインマニュアルの閲覧方法

「はじめての工事写真作成 5」と付属ソフトの詳しい操作方法は、オンライ
ンマニュアルをご覧ください。
※オンラインマニュアルの閲覧には、インターネット環境が必要です。

https://irtnet.jp/manual/hajimete_koji5/

メイン画面の「情報」メニュ→「オンラインマニュアル」から、
上記URL のオンラインマニュアルページが開きます。
　

「はじめての工事写真作成 5」オンラインマニュアル URL

「はじめての工事写真作成 5」 オンラインマニュアル

「メイン画面」

「情報」→「オンラインマニュアル」
を選択します。
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「はじめての工事写真作成5」の概要

「はじめての工事写真作成 5」は、デジカメ等で撮影した工事の工程、進捗を
まとめた写真帳、電子納品データを作成するソフトです。

電子納品モードでは、納品要領と基準を選択して電子納品に対応したデータ
を作成することができます。

付属ソフト「工事現場写真整理 Lite」は、デジカメやメモリカード内の工事写真
を選びながら、かんたんにパソコンへ取り込み・保存できます。

「工事写真モード」では、写真帳のレイアウトが決まっているため、
はじめての方でもかんたんな操作で配置することができます。
写真に文字を入力したり、写真のトリミング、図形などで描画ができ、
豆図やテキストで写真の補足をすることができます。

9
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操作方法

操作例として、工事写真モードで写真帳を作成する時の写真の読み込み方法
をご案内します。
工事写真モードでは、写真帳に取り込んだ写真に文字を入れて編集したり、
写真の回転や豆図の挿入などができます。
作成した写真帳は、印刷、PDF ファイルに出力できます。
写真帳は１ファイル 300 ページまで作成できます。

モードを選択します（例：工事写真モードで写真帳を作成）1

写真帳に配置する写真を読み込みます2

10

ダブルクリックで
ソフトを起動

「はじめての工事写真作成 5」を起動す
ると、編集モードメニュー画面が表示
されます。

①  「工事写真モードでかんたんに写真
 帳を作成する」を選択します。
② 「実行」をクリックします。

「イメージ表示」をクリック

「参照」をクリック

①

②

①

②

「イメージ表示」タブをクリックし
ます。
 「参照」をクリックして、写真を保
管しているフォルダーを選択して
ください。
対応ファイル形式は、
JPEG/BMP/PNG/GIF/TIFF です。

①

②

メイン画面が表示されます。
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操作方法

写真を配置します3

工事の情報を登録

「現場情報」タブの画面で、工事現場
の情報を登録します。
登録した内容は表紙に印字されます。

現場情報

撮影した工事写真

ドラッ
グ

 & ドロ
ップ

工事内容を入力

11

「イメージ表示」内に写真が読み込まれましたら、写真を左側の写真帳に
ドラッグして配置します。　
また、「イメージ表示」内の写真を選択してイメージ　　　   のボタンを
クリックする操作方法で、左側の写真帳に配置することもできます。

　

1 2 3
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写真を編集する場合 （工事写真モードのみ）4

画像プレビュー画面で写真の
編集をおこないます。

① 描画の [ON] の〇をクリック
 して [ON] に設定します。

② ON にすると、写真の編集が
 可能になり、写真のトリミン
 グや、線、図形、文字の描画が
 できます。

③ 編集が終わりましたら、
 「閉じる」をクリックします。　

写真ページの「回転」ボタンを
クリックすると、クリック毎に
90 度回転します。

「テキスト・図」ボタンから、
写真タイトル・写真説明の入力
や豆図の設定ができます。
　

拡大・描画

「回転」「テキスト・図」

ツールボタンで
画像を編集

「閉じる」をクリック

描画を［ＯＮ］に設定①

②

③

12

写真ページに取り込んだ写真を編集する場合は、「拡大・描画」ボタンを
クリック（または写真をダブルクリック）して、画像プレビュー画面を表示
します。
　

写真の編集や印刷・保存等の操作方法、電子納品モードの操作方法は
オンラインマニュアル（閲覧方法は8ページ）をご覧ください。
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よくあるご質問

保存ファイルを開いたら写真が開かない

前回保存時に、「画像データを含めずに保存」で保存した場合、取り込まれた
元の画像がパソコン上に存在しないと、画像を読み込むことができません。

前回と同じ場所に画像データを戻してから、ソフトを起動しなおしていた
だくか、再度、工事写真データを作成し、「画像データを含めて保存」してく
ださい。

よくあるご質問 https://irtnet.jp/faq/

Q

A

写真帳の作成できるページ数は？

1 つのファイルで 300 ページまで作成可能です。

Q

A

読込に対応している写真のファイル形式は？

工事写真モードと電子納品モードで読込できる形式が異なります。
各モードでの対応は下記の通りです。
工事写真モード ( 読込 )：JPEG / BMP / PNG / GIF / TIF　保存：PDF
電子納品モード ( 読込 )：JPEG　保存：XML

Q

A

ファイルが開くまで時間がかかる

本ソフトに取り込める写真のサイズに制限はございませんが、大きいサイ
ズの写真を大量に取り込むと保存・読込の際、パソコンの動作等に遅延が
みられる場合があります。

「複製を出力して保存する」で保存していただくか、
「1つのファイルに取り込む写真の枚数を減らす」
「予め写真のサイズを縮小して取り込む」などをお試しください。

Q

A

電子納品で作った写真帳を工事写真モードに移したい
写真の順番を並び替えしたい

電子納品で作成した写真帳を工事写真モードに移すことや
電子納品の写真帳で写真の順番を並び替えることができません。

Q

A

13



お問い合わせ窓口

814

E-mail  info@irtnet.jp

メールでのお問い合わせ

ホームページのご案内

10分間電話サポート（予約制）サービス

10分間電話予約サポート（予約制）をご利用になるには、事前にユーザー登録が
必要となります。下記ページからユーザー登録をおこなってください。

※ユーザー登録の際は、シリアル番号の入力が必須となります。
　シリアル番号は、本書の表示に貼付しています。

※サポートサービスは、予告無く変更、または終了する場合があります。
　最新のサポート情報は、弊社ホームページ（上記）をご覧ください。

● IRTホームページ

URL  https://irtnet.jp/
ホームページでは、ソフトウェアの最新情報、アップデート情報をお知らせしてお
ります。
ご購入された製品の最新版を公開している場合は、ソフトウェアをダウンロード
してお使いいただけます。

● IRTホームページ サポートページ
10分間電話予約サポート（予約制）の詳しい内容は下記の弊社サポートページを
ご覧ください。

URL  https://irtnet.jp/support.htm

● IRTホームページ ユーザー登録ページ

URL  https://irtnet.jp/user/
　 

サポート対応時間 : 10：00～17：30　(土・日、祭日を除く)

本ソフトに関するご質問・ご不明な点などございましたら、メールでユーザーサ
ポートまでご連絡ください。
また、オンラインマニュアルや弊社ホームページ（製品情報・よくあるお問い合わ
せのページなど）で詳しい情報をご案内しておりますので、そちらもあわせてご
覧ください。
お問い合わせの際は、パソコン環境・操作の具体例などをできるだけ詳しくご記
入ください。
お客様のメールサーバーのドメイン拒否設定により、弊社からのメールが受信さ
れない場合がありますので、その際は設定をご確認ください。
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