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この度は当シェアウェアをダウンロ－ドしていただきありがとうご
ざいます。

■シェアウェアについて
本ソフトはシェアウェアとなっております。
試用期間(回数)内は無料にてご試用いただく事ができます。

■ご送金について
試用期間(回数)が過ぎますとデータの登録ができなくなります。継
続してご利用になられたい場合はヘルプをご参照の上ご送金してく
ださい。ご入金確認後パスワードをお届けいたします。なおパス
ワードにて認証後は継続してご利用になれますので、再インストー
ルは不要です

■最新版について
ミッドウェ－ソフトウェアデザインズのホ－ムペ－ジへアクセスし
て下さい　
ホ－ムペ－ジ：URL http://www.midway-software.net

問い合わせ先：E-mail office@midway-software.net

■起動しない場合について
インスト－ル後起動しない場合はご遠慮なくメ－ルにてお知らせ下
さい。また印刷スタイルのご要望等のメ－ルもどうぞお寄せ下さい。

■使用許諾契約
本ソフトウェアを入手されたお客様は、この使用許諾契約の各条項
に同意することにより、本ソフトウェアを使用できます。本ソフト
ウェアを使用した場合、お客様は本契約の各条項に同意したものと
みなされます。  

1.責任制限
ミッドウェ－ソフトウェアデザインズは、本ソフトウェアの使用ま
たは使用不能から生じるいかなる損害（利益やデータの損失、その
他の金銭的損失など）、直接的な損害、間接的な損害、その他類似
の損害につきましては,補償も含めこのソフトウェアの作者ミッド
ウェ－ソフトウェアデザインズは一切の責任を負いませんので、あ
らかじめご了承ください。

2.本ソフトウェアに関する権利
本契約はお客様に本ソフトウェアの使用権を許諾するものです。本
ソフトウェアの著作権を含む知的財産権、所有権、その他一切の権
限はミッドウェ－ソフトウェアデザインズが有するものであり、日
本国著作権法、その他の法令および国際条約により保護されていま
す。 

3.使用制限
本ソフトウェアのプログラムや著作権表示の一部または全部を、修
正、改変、リバース・エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆ア
センブルしたり、二次的著作物への利用を行なうことはできません。
また、本ソフトウェアの全部または一部を譲渡、賃貸、販売、頒布
することはできません。 
 



本ソフトはシェアウェアとなっております。試用期間(回数)内は無料にてご試用いただく事ができます。 
試用期間中の機能制限はありません。 
試用期間(回数)が過ぎますとデータの登録ができなくなります。継続してご利用になられたい場合はご送
金していただく必要があります。ご入金確認後パスワードをお届けいたします。なおパスワードにて認証
後は試用期間中のデータはそのまま継続してご利用になれますので、再インストールは不要です 

銀行振込＋送金連絡によるご送金方法 
 振込先 
  三井住友銀行　天満橋支店　店番 131　普通口座 1563463 
  ミツイスミトモギンコウ　テンマバシシテン 
  口座名義　株式会社ミッドウェーソフトウェアデザインズ 
  ※振込手数料は恐れ入りますがご負担願います。 
 送金上のご注意 
  確認取れ次第こちらから登録パスワードをメール致します。 
  送金後は当社ホームページの送金連絡フォームよりご連絡ください。 
  または、以下の内容をメールにご連絡頂いても結構です。 
  連絡して頂かないとパスワードをメールできませんので、必ず連絡をお願いいたします。 
 連絡内容 
  連絡先：パスワード送信先のメールアドレス 
  氏名：ユーザー登録名となります 
  ソフト名：ご希望のソフトウェア名 
  振込年月日：実際の日付、もしくは予定の日付をお知らせください 
  振込人名義：通帳にはカタカナで記帳されますので、お手数ですがお知らせください 
  連絡先メールアドレス：office@midway-software.net 

郵便振替によるご送金方法 
 振込先 
  口座番号 00970-8-118062 
  加入者名 ミッドウェーソフトウェアデザインズ 
  ※振込手数料はご負担願います。 
 送金上のご注意 
  郵便局にある払込用紙に以下の項目を記入してください。または当社ホームページの」   
  送金連絡フォームよりご連絡ください。  
 払込用紙への記入事項 
  パスワード送付先：パスワード送信先のメールアドレス 
  氏名：ユーザー登録名となります 
  ソフト名：ご希望のソフトウェア名 
  ※上記をメールにてご連絡頂いても結構です。 
  連絡先メール：office@midway-software.net

１．作業日報集計プログラム 
　　ご送金方法について

作業日報集計プログラム　価格97,200円(税込) 
・クライアント機のライセンスも含んでおります。クライアントの台数制限はありません。 
・ライセンスの期限は、ご購入時、動作環境に記載している対応OS内となり、対応OS内で 
　当社が公開するバージョンアップ版については正規ライセンスをお持ちの場合無償となります。 
・ご購入時以降に新OSへのバージョンアップが必要となった場合、初回ライセンス時を超えない 
　範囲でバージョンアップ料をお願いする場合があります。
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Windows版

対応OS Windows Windows10 Windows8.1 Windows8

CPU 1GHz 以上。※該当OSが快適に動作する環境以上

メモリー(RAM) 32ビットの場合1GHz 以上、64ビットの場合2GHz 以上

ハードディスク 200MB以上(インストール直後)、以後データ数に応じて必要

ディスプレイ WXGA (1366x768)以上

インストールフォルダー インストール時に指定したフォルダー

使用データベースエンジン SQLite3

データベースフォルダー Windowsの作業フォルダー内となります。 

ネットワークグループで使
う場合

1.サーバー機の設定 
サーバー機側のworksXe5.db3がある場所を共有にするか、 
サーバーとなるPCの共有フォルダーにworksXe5.db3を移動します。 
※初期フォルダーは下記となります。 
C:\ProgramData\midway\works_xe5\worksXe5.db3 
 
2.クライアント側の設定 
ソフトの環境設定にて、使用するデータベースの場所を指定します。 

２．作業日報集計プログラム 
　　動作環境



 

 

 

 

３．作業日報集計プログラム 
　　基本的な使い方

主な機能1　日々入力された作業日報から集計します。 
 (1)「作業日報」「週間報告書」「月間報告書」  
 (2)「進捗状況一覧」「仕事別作業明細」  
 (3)「仕事別作業日報集計-月別」「仕事別作業日報集計-担当者」 
 (4)「勤怠時間集計表」「担当者別作業日報集計」  
 (5)外部ソフトとの連携は、当ソフトからCSV形式のファイルで出力します。 

日々の作業日報を入力するだけで、仕事別、作業別、担当者別の集計が可能 
・日々の作業日報をデータベースに登録し、仕事別、作業別、担当者別に集計するソフトです。 

・作業に加え、日々の材料費、外注費、経費を記録、各仕事の進捗状況を材料費、作業費、外 

　注費、経費ごとに予算と実績を対比させて管理する事も可能です。 

主な機能2　管理者モードと担当者別モードがあります。 
 (1)管理者モードでは各担当者の作業日報の閲覧、作業単価の設定、パスワード管理の 
 他、受注金額や作業単価の非表示にするなどの設定が可能です。設定は環境設定にて行 
 えます。 
 (2)管理者パスワードは、メニューの管理者メニューから設定できます。 
 (3)管理者パスワードが設定されると、ソフト起動時にログインして使用する担当者選択 
 　ダイアログとなります。さらにパスワードを設定している場合は、パスワードの認証 
 　ダイアログとなります。 
 (4)環境設定で、使用する担当者を設定しておくと(3)のダイアログ選択を省略する事が 
 　できます。 



 

仕事データ 
 仕事別に集計を行う場合、作業に関連する仕事を選択します。 
 仕事は事前に登録しておいてください。 

作業種別、作業内容、作業単価 
 よく使用する作業内容を登録しておき、選択する事ができます。 
 また、得意先別に作業内容を登録しておく事もできます。 

時間計算のルール 
 環境設定で設定した勤怠時間ルールに基づいて、実時間、残業時間が計算されます。 
 ※時間ではなく、所要時間で運用する場合は環境設定にて切り替えてください。 
 
作業単価について 
 作業内容別、あるいは作業員別で作業単価を登録する事ができます。 
 ※作業単価を無効にしたい場合は、右側にチェックを入れます。 
 
材料費・外注費・経費 
 よく使用する材料費・外注費・経費を登録しておき、選択する事ができます。 
 また、得意先別に材料費・外注費・経費を登録しておく事もできます。 
 同一内容でも得意先によって単価が異なる場合等に利用します。 
 
残業等の割り増し、実時間の変更 
 管理者のみ変更する事ができます。 

４．作業日報集計プログラム 
　　日報入力

５．作業日報集計プログラム 



 

仕事別に日報データから、作業時間、経費、材料等の集計を行います。 
 仕事データはあらかじめ、メニューの仕事データから作成しておいてください。 
  
表示する仕事データの検索 
 左側のステータスで、作業中の仕事、完了した仕事のみの表示の選択ができます。 
 また得意先別に、仕事を表示させる事ができます。 
 仕事を受注日で絞り込む場合は、上部の期間を設定してから検索します。 
 操作は各項目を選択した後、上部の「検索実行」ボタンを押してください。 
 
各仕事の明細をみるには 
 表示されている仕事の行をダブルクリックします。 
 
仕事データでの「依頼先名称」等の見出を変更する事ができます。 
 環境設定の仕事関係タブで設定できます。 
 
外部ソフトで仕事別進捗状況データを編集するには 
 上部のCSV主力でファイルに出力します。エクセル等で読み込む場合は、エクセル側でCSV  
 形式のファイルを読み込むを選択してください。通常は出力したファイルをダブルクリッ  
 クするとエクセル側で自動的に認識します。その際、区切り文字の指定を要求されますが 
 カンマ区切りを選択してください。  
 
仕事データから積算書を作成する事ができます。 
 メニューの御見積書から「積算転記」を実行します。 
  

５．作業日報集計プログラム 
　　仕事別進捗状況一覧



 

担当者別に日報データを集計します。 
 画面上部の「担当者指定」ボタンを押して、担当者を選択します。全員の日報を合計  
 で集計する場合は、「全員検索」ボタンを押します。  
 
対象となる日報の期間を設定する 
 画面上部の検索期間で、対象となる日報の日付の範囲を設定します。  
 仕事番号を入力すると、指定期間内のその仕事に関する日報データのみを集計します  
 
集計結果の表示方法を選択する。 
 表示方法は、「作業内容」「日付」「仕事名称」「明細表示」「作業種別」から選  
 択できます。印刷する場合は、表示している内容と同じ形式のスタイルを選択して  
 ください。作業明細と材料明細は同時に印刷できません。  

外部ソフトで担当者別集計データを編集するには 
 上部のCSV主力でファイルに出力します。エクセル等で読み込む場合は、エクセル側 
 でCSV形式のファイルを読み込むを選択してください。通常は出力したファイルをダ  
 ブルクリックするとエクセル側で自動的に認識します。その際、区切り文字の指定  
 を要求されますがカンマ区切りを選択してください。  
 なお、作業明細と材料は同時に出力できません。  

６．作業日報集計プログラム 
　　担当者別集計



７．作業日報集計プログラム 
　　環境設定・勤怠時間設定

日報入力時の、残業、深夜残業等の勤怠時間のルールを登録できます。 
 ここで設定した、勤怠時間のルールに基づいて、日報で入力された作業時間が計算さ  
 れます。日報で入力された作業時間が休息時間帯を含んでいる場合は、作業時間から  
 休息時間を差し引いて実時間となります。  
 
途中で勤怠ルールを変更した場合 
 日報登録時に設定されていた勤怠ルールが採用されています。途中で変更しても、そ  
 れまでのデータが変更される事はありません。ただし、日報を再度更新すると、その  
 時点で設定されている勤怠ルールが適用されます。  



７．作業日報集計プログラム 
　　環境設定ライセンス用パスワードの入力

環境設定画面を表示するには 
環境設定のみ、上部にアイコンはありません。メニューのヘルプ内から、「環境設定」
を選択してください。 

 
正規ライセンス用のパスワードを登録するには 
 「正規ユーザー登録パスワード」欄にパスワードを入力します。  

設定の反映 
 各欄入力後は必ず、右下の「登録」ボタンを押してください。 



 

 

 

８．作業日報集計プログラム 
　　管理者モードと利用者モード

管理者パスワードを設定すると管理者モードとなります。 
 メニューの管理者ニューから「管理者パスワードの設定」を実行してください。 
 
管理者パスワードを設定すると、ソフト起動時にユーザー選択ダイアログとなります。 
 「正規ユーザー登録パスワード」欄にパスワードを入力します。 

管理者モードでは全機能が利用できます。 

利用者モードでは日報入力等一部の利用できます。 
 「作業日報入力」「週間報告書」「月間報告書」「担当者別集計」 
 ※利用者モード時、受注金額・作業単価の表示を制限する事ができます。→「環境設定」 


