ReportSS.NETって？

セキュリティ対策

ReportSS.NETは、調査報告書の作成にかかる事務作業を簡易化し、作業効率を上げるWebサービスです。

厳格なセキュリティーポリシー上で運用されています。

Re p o r t S S . N E T

地盤情報データベースシステム

地盤保険会社

Boring Cloud

地盤改良会社

WEB GIS システム

24時間
365日監視

いままで手間だった 入力 も、解析 も、地盤情報の管理 も、
ReportSS.NET があれば、
すべて解決！
カンタン操作で

業務効率
120％アップ！

Report MAP

システムを支える、あんしん四か条

①

ReportSS.NET
ADVANCE

ハウスメーカー

No.1の実力

ReportSS.NET ADVANCE

調査会社様をシームレスに業務連携。いつでも同じ高品質な地盤調査報告書を迅速に作成することができます。

地盤評価会社

業界導入実績

住宅地盤調査報告書作成システム

地盤調査業務から基礎工選定、地盤改良工事に関わる業務をトータルサポートし、ハウスメーカ様と地盤保証会社様、地盤

地盤調査会社

応用地質株式会社が提供するすべてのWebサービスは、

②

高性能な
バックアップ

③

情報漏えい
対策

④

不正アクセス
遮断装置

官公庁大手民間でのクラウド運用。安心安全な10年の運用実績！
ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）国際規格ISO/IEC27001取得済
他社の追随を許さない、
トップレベルのセキュリティ。

現場野帳入力アプリ

３次元地盤情報可視化アプリ

地盤情報AR

Report PAD
ARナビゲーションアプリ

お客様に合ったプランをご提案します！下記までお気軽にお問い合わせください！

▼ Webでのお問い合わせはこちら

ReportSS.NET ADVANCE 製品サイト：

ht tps://w w w.repor t s s .net

業界導入実績

No.1

実力

の

Re p o r t S S . N E T

弊社は ISMS（ISO270001）および QMS（ISO9001）を取得済みです。情報セキュリティー管理、クラウドの安全性、機密性を確保し、システムの品質管理と運用管理を厳密に行っています。

▼ 電話でのお問い合わせはこちら

応用地質株式会社 情報システム事業部 ジオクラウド部 TEL：

03 -3868 -2586

応用地質株式会社 情報システム事業部 ジオクラウド部

〒101- 0021 東京都千代田区外神田三丁目14番10号 秋葉原HFビル5階
TEL：03 -3868 -2586 / FAX：03 -3868 -2675 / geosales@oyonet.oyo.co.jp

JQA-IM1238

JQA-2772

このパンフレットの内容は2018年10月2日現在の情報です。

業 界 導入 実 績 No.1！
Repor t SS.NETの進化 版

ReportSS.NET
ADVANCE
住宅地盤調査報告書作成システム

次 世 代へと進化！
！

ReportSS.NET
ADVANCE

住宅地盤調査分野で業界シェアNo.1！
「ReportSS.NET」
が大幅リニューアル

作業効率

UP !

顧客満足度

UP !

操作性能の向上

建築主、設計者、営業マンも見やすい地盤調査報告書が、簡単に作成できます。
ReportSS.NET ADVANCEは、従来のReportSS.NETに寄せられた「お客様の声」をもとに、より便利でより快適な機能を取り入れました。オプション機能も充実し、
ご利用者が機能を選択することが可能です。
また、地盤調査のみならず、現場調査データ・工事写真モバイル連携機能や、工事施工管理、スケジュール管理、請求業務管理などといった関連業務を支援するクラウドサービスもリリース予定です。

入力

過去データや地盤情報をMAPで一括管理

No.1の実力

ジオカルテ、YBM、GP3等の実測値
（生データ）
を

報告書のPDFプレビューも超高速化。

能。調査地周辺の地図を自動で切り出し、地盤調査報告書にカンタン挿入！

再入力する手間を省き、手入力による誤入力が防止できます。

す。地盤工学会JIS A1221様式でのSWS試験結果図

地形図、航空写真、旧版地形図、ハザードマップに、過去データを重ねて表示が可

快適で直感的な操作を実現し、業務のスピードが格段

● 連携対象システム：Report MAP

に向上！

Re p o r t S S . N E T

杭計算ExcelシートへSWSデータを簡単コピー。もちろん、逆も可能。

入力

データ整理入力

地盤解析

地盤調査業務の流れに沿った入力画面をご用意。
マウス操作を極力減らし、キーボード入力による画面操作を実現しました。

入力

地盤調査データを現地で入力・写真撮影

直接インポート後、25cm単位のデータに成型しま
も表示可能！

▶ Report MAP

この度「ReportSS.NET ADVANCE」
として大幅バージョンアップ！お客様の良きパートナーとして業務を徹底サポートします！

▲ 業務の流れ

基礎工選定

各種解析機能も豊富に取りそろえています。

解析

地盤解析機能

報告書作成

お客様に合った報告書の様式を
簡単カスタマイズ！

地盤調査報告書

出力

出力

入力に関する機能

解析

報告書出力などの機能

改良工事施工

工法判定フロー作成機能

液状化判定や沈下計算など
解析に役立つ機能

拡張

各種システムとの連携
今後拡張予定の機能など

建築確認申請

出力

建築確認申請の関連書類

タブレット端末を使い、データ入力や写真の撮影、確認項目のチェックなどを

簡易液状化判定や沈下量計算(mv法)、支持力計算などの解析業務を効

シンプルな報告書やカラフルな報告書など、複数のデザインパ

国土交通省の告示（平成13年7

住宅性能評価書の作成が可能です。

ん、写真の撮り忘れ防止に。また、調査機器（ジオカルテIII）
との連携も可能！

的に行う改良工事支援機能も拡張予定。別途カスタマイズによるオリジ

行うことが可能です。また他社との差別化として、別途カスタマ

地盤補強の必要性有無の判定

基礎・地盤説明書も拡張予定です。

現地で作業。
データはリアルタイムでシステムに反映されます。抜け漏れ・改ざ

率良く行うことができます。また、各種認定工法の支持力計算などを自動
ナルExcel計算書を出力することも可能です。

● 連携対象システム：Report PAD ※別途カスタマイズにより他調査機器との連携も可能です。

拡張

ターンをご用意しています。ページの並び替えもシステム上から

月2日 第1113号）
で定められた

イズにより完全オリジナルの報告書を作成することも可能です！

システム
連携

すでに運用されている基幹システムと連携し、案件の共有

や進捗管理などをシームレスに行うことが可能です。
※別途カスタマイズが必要です。

配置図
作成

配置図をWeb上から作成

配置図を背景画像とし、画像の上をマウスでトレース。
写真撮影方向等をドラッグ&ドロップで配置も！

面倒な配置図作成をWeb上で作成できる機能をリリース
予定です。

ファイル一括
アップロード

複数ファイルの一括アップロード
現場写真などデジカメで撮影した複数のファイルを一括でア

ップロードし、地盤調査報告書へ自動配置されます。別途カス
タマイズによりExifファイル情報の表示から正確な撮影情報
を反映することも可能です。

速報FA X

地盤調査結果をワンクリックFAX
地盤調査結果の速報FAXをWebから実行可能。

さらに速報以外にも受注書FAXや任意のPDFも送信可能。
ペーパーレスな情報伝達を可能にしました。
● 連携対象システム：速報FAX

工事見積り

工事見積り、施工報告書作成

地盤調査結果のデータを引用し、工法別の単価マスターから素

早く工事見積を作成できます。また、工事結果をまとめるための
施工工事報告書作成システムをリリース予定です。
● 連携対象システム：Report GB

出力

第二号及び第三号建築物における

フロー図を作成できます。

より便利に、より効率的に。魅力的な拡張機能で、ReportSS.NET ADVANCEは今後も進化し続けます！
基幹システムとの連携

入力

Excelのような直感的な入力画面で、データ入力を大幅に軽減。

機能を追加し、推定累計200万物件以上の報告書がReportSS.NET で作成されてきました。長年進化し続けてきたReportSS.NETが、

地盤調査

25cmまるめ機能

基礎工法種別表示、N値分布図など、過去データをMAP上で「見える化」。

ReportSS.NETは、住宅産業向けに、Web上で簡単に住宅地盤調査報告書を作成できるクラウドシステムです。1999年に誕生以来、数々の

調査依頼
受付

入力

SWSデータをExcelにコピー＆ペースト

操作画面の表示エリアが大幅に拡大。さらに複数の
物件も、複数の画面で同時作業が可能に！

業界導入実績

入力

AR連携

地盤情報を3次元に可視化！

ReportMAPから切り出された地図を3D鳥瞰図で表現。
また、ReportSS.NET ADVANCEのデータから住宅地盤
モデルを3Dで可視化します。※要相談
● 連携対象システム：地盤情報AR

