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［ 不 動 産 表 示 登 記 ］

土地家屋調査士
事務支援システムカタログ

土地家屋調査士事務支援システム【トレンドレジック】

データ一元管理

デジタルデータが増大するなか、保存する
だけではなく、一括した一元管理を支援。

事務作業効率化、ミス・手戻り低減

入力情報を簡単にデータベースとして
有効活用し、業務のミス防止・効率化を支援。

「土地家屋調査士」業務全般の効率化と省力化を、
ワンパッケージでサポート。

（※1）ネットワーク環境は、TCP/IPプロトコルが動作する環境（100BASE-TX推奨）が必要です。
●Windows10のデスクトップ環境における「タブレットモード：ON」での動作は保証外です。
●64bit版上で動作させる場合、64bitネイティブアプリケーションとしてではなく、32bitアプリケーションとして動作
しますのでご注意ください。（WOW64対応）
●32bit版でセキュアブートが有効なPCにおいては、当社アプリケーションを動作させることができませんのでご注意ください。
●動作確認テストは、動作環境で行っております。
●Windows10以外のアップグレードしたOSでの動作は保証外です。
●仮想マシン上での動作は保証外です。
●左記動作環境は、2016年10月時点のものです。動作環境は予告なく変更する場合があります。商品により、動作環境
が異なる場合があります。
●必要HDD容量は、データの大きさにより異なります。
●CPUは、intel社製に限ります。
●プログラムのインストール時にDVD-ROMドライブまたはネットワーク環境などのDVD-ROMを認識できる環境が必要です。
●プログラムのインストール先としてNASのご利用はできません。またデータを直接NASに保存することは推奨できません。

土地家屋調査士事務支援システム【トレンドレジック】

※詳しい動作環境は裏面をご覧ください。

※
Windows10
対応

福井コンピュータグループでは、知的財産権の保護を目的とし、ACCS（一般社団法人
コンピュータソフトウェア著作権協会）による著作権保護・違法コピー撲滅のための活動に
参加し、ソフトウェアの著作権問題に積極的に取り組んでおります。
詳しくは福井コンピュータホームページ（http://const.fukuicompu.co.jp）またはACCS
ホームページ（http://www2.accsjp.or.jp/）をご覧ください。

データベース
管理ソフト

対応OS

サーバOS（※1）

クライアントOS

Windows Server 2012 R2 / 2012（64bit）
Windows Server 2008 R2 SP1（64bit）
Windows Server 2008 SP2 以降（32/64bit）

Windows10 （32/64bit）
Windows 8.1 （32/64bit）
Windows 7 SP1 （32/64bit）
Windows Vista SP2 以降（32bit）

SQL-Server Express （TREND REGICに同梱）
SQL-Server 2016
SQL-Server 2014 SP2
SQL-Server 2012 SP3
SQL-Server 2008 R2 SP3
SQL-Server 2008 SP4

必要解像度

その他

必要HDD容量

必要メモリ
CPU 推奨 Core i5 （最低 Core 2 Duo 以上）

32bitOS：推奨 3.0GB（最低2.0GB以上）
64bitOS：推奨 4.0GB（最低2.0GB以上）

推奨 1280 x 1024 （最低 1024 x 768 以上）

Internet Explorer 9.0 以上必須
Microsoft Office：（書類作成機能）
・Microsoft Office（Excel・Word） 2016 （32bit）
・Microsoft Office（Excel・Word） 2013（ 32bit） SP1以降
・Microsoft Office（Excel・Word） 2010（ 32bit） SP1以降
・Microsoft Office（Excel・Word） 2007 SP2以降

2.0GB 以上

（2016年10月最新版動作環境）

※TREND REGIC は、福井コンピュータ株式会社の登録商標です。 ※その他記載されている社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

本社／福井県坂井市丸岡町磯部福庄5-6

0570-550-291●製品に関するお問い合わせは
【カスタマサポートセンター】
上記ナビダイヤルは福井県坂井市に着信し、着信地までの通話料はお客様のご負担となります。また、通話料金につきましてはマイラインの登録に
関わらず、NTTコミュニケーションズからの請求となります。携帯電話からのご利用の場合は20秒ごとに10円の通話料がお客様のご負担となります。

http://const.fukuicompu.co.jp

検  索TREND REGIC

札幌・盛岡・仙台・水戸・宇都宮・高崎・新潟・長野・埼玉・千葉・東京・横浜・静岡・名古屋・岐阜・
福井・京都・大阪・神戸・岡山・高松・松山・広島・山口・福岡・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄
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調査士業務を知り尽くした新次元アプリケーション。
「TREND REGIC（トレンドレジック）」は、不動産表示登記業務に必要な各種書類の作成（登記申請書・
委任状・不動産調査報告書等）、事件管理・顧客管理・立会の管理に至るまで、調査士業務の飛躍的な
効率化と省力化をワンパッケージでサポートする「土地家屋調査士」専用のアプリケーションです。

各種データを一元管理。
調査士業務全般をワンパッケージでサポート!

土地家屋調査士事務支援システム【トレンドレジック】

「土地家屋調査士」の不動産表示登記業務に必要となる機能を搭載! ※1 オプションプログラム「不動産調査報告書作成」が必要な機能です。　※2 オプションプログラム「報酬額他事務支援」が必要な機能です。

事件簿から年計表に自動集計
■事件簿作成
■年計表作成
■報酬額等事務書類作成
　（報酬額計算書/見積書/請求書/領収書）

楽々
集計

報酬額・年計・事件簿※2

分筆の事件数は…
金額がこれで…
あっ集計間違えた…

1年間の
集計作業が大変・・・

登記申請書を簡単に作成
■登記申請書作成
■不動産調査報告書作成※1

■登記関連書類作成
■オンライン物件検索
■既存文書ファイル活用
■BLUETREND XAとのデータ連携

簡単
入力

あっ、
また間違えた!

キーボードも
苦手!

データ入力や
書き直しの手間が大変・・・

各種書類作成

事件ごとにデータを一元管理
■受託・事件管理
■依頼人管理
■登記情報取込
■不動産管理
■写真管理※1

簡単
検索

保管場所や資料を
さがすのが大変・・・

受託・事件管理

日報から管理書類を作成、予定管理も簡単
■日報管理
■作業報告書作成
■作業管理リスト作成
■予定管理（事務所全体）

一括
管理

間に合うかな？
立ち会い
いつだっけ？

分筆事件お願い
しようと思うけど
予定大丈夫？

事件ごとの予定が
把握しきれない・・・

スケジュール管理

レジッ
クで、

即解決
!
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受託・事件管理 【データ一元管理・簡単検索】 各種書類作成 【簡単入力・データ連動】

スケジュール管理 【一覧表示・一括管理】 不動産調査報告書

「土地家屋調査士」の不動産表示登記業務に必要となる機能を搭載!

不動産調査報告書作成〈オプション〉

スタッフの仕事の状況が一目でわかる

作成された受託データは、入力した情報から自動で分類。作成した年別ごとや
申請地所在の地区別、ご依頼人により分類されるので、見つけやすい情報から受託
データを特定できます。もちろん検索機能も搭載。

１受託データの中で、依頼にかかわる事件をひとまとまりで管理可能。また、事件ご
とに書類や図面、写真などのファイルを保管できます。

取り込まれたファイルの意味合いに応じて、ファイルをタブ分け分類できます。
登記申請情報、参考書類、写真などを分けて整理できます。

受託データ 事件データ事件データ

事件情報等

事件データ 事件データ
土地分筆 建物表題

所在：○○市△△町2丁目
所有者：福井太郎 など

□書類ファイル
□図面ファイル
□写真　など

受託データ

事件データ 事件データ

カンタン
だね！

申請地や隣接地・利害関係人など各不動産の登記情報、現況や所有者情報を管理で
きます。登記情報提供サービス（取得PDF）から取込めば手間なし。BLUETREND 
XAで計算された地積・床面積や地番・建物情報と連携することが可能です。

受託データのなかで複数事件を管理
多種多様な書式をご用意。委任状や工事完了引渡証明書、立会確認依頼案内など、
業務中に必要となる登記関連書類の作成が可能です。

登記業務関連書類も
地目や構造など登記で使われる語句や、住所、数字の選択項目を準備。タイピング
しなくてもマウスで選択・ファイル読込するだけで簡単に入力できます。

マウス選択や「検索サービス」のファイル取込

従来WORD、EXCELで作成・使用してきた文書書式をTREND REGICに登録して、
入力情報の自動連動が可能。入力の手間を軽減することができます。

既存文書に入力情報が連動
たくさんの書類を作成する場合でも、所在や申請人など同じ情報を入力する必要は
ありません。一度入力したデータが連動し、一度きりの入力で済むためミス防止・
省力化につながります。

情報入力は一度だけ

写真調整・編集機能

調査図や画像情報を簡単配置

わかりやすく手間かけず 写真管理機能

受託データの自動分類・検索

不動産情報を一元管理

受託データごとに予定項目や日報の入力ができます。予定項目の一覧表示/印刷も
でき、日報から作業報告書を作成することもできます。

予定や日報を管理 予定全体を一括閲覧

ファイル管理もタブ分けで分類

登記情報提供サービス（PDF）活用

組み合わせて
2階層分類もOK

タブ分けで一目瞭然

受託・事件の
一覧印刷もOK

隣接地＆立会情報
も管理

物件所在や所有者の
取込みが可能

入力情報連動書類に

事務所全体の予定を一覧で確認
できます。受託データ毎や担当者
別にわかりやすく表示、また1日・
週間・月間・3ヶ月など表示対象期
間も選ぶことができ作業予定を
簡単に把握できます。

事務所全体のスケジュールを把握し
スマートに作業を進行！

資料確認できたら、来週ごろから
彼らには成果まとめに入ってもらおう。

私は外業だな。

今週で資料確認を詰めよう。
終わったら成果にとりかかろう。

データ管理はもちろん、依頼人管理など
ビジネスツールとしても活用!

予定一括登録を利用
して作業計画も

期日までの残日数や
色分け表示も

情報を引用して事務作業を効率的に！
ウン、
ナットク!

登録

登記申請書簡単作成

隣接地や立会の
情報から作成など 選ぶだけ

「オンライン登記情報
検索サービス」利用

区分建物での一括編集機能で
同じ内容の編集が一度に反映

手間のかかる不動産調査報告書作成作業を時短・省力化！ さらに見やすく、分かりやすい画像資料が短時間で！

●様式に入力するイメージで。
●リスト選択や良く使う文言の登録利用。
●EXCELやPDFで作成。
●入力済情報から連動。

事件毎に参考写真と調査図で区分け管理できます。
写真表示も確認しやすく、選択した写真を一覧印刷
することもできます。

編集では元写真自体に直接書き込まないので、修正・
変更が気軽に行え、分かりやすい説明写真を簡単に
作成することができます。

写真を不動産調査報告書の画像情報に自動配置したり、
図面を調査図として連動させることができます。

ドラッグ&ドロップで
簡単取込

編集後の写真ファイル
出力も簡単

自動配置で
簡単作成

※画面はイメージです。実際の画面とは一部異なる場合があります。

93条不動産調査報告書  2016年改定版対応！



「土地家屋調査士」の不動産表示登記業務に必要となる機能を搭載!
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見積・請求・領収書 報酬額他事務支援 〈オプション〉

不動産調査報告書作成〈オプション〉

報酬額他事務支援 〈オプション〉事件簿・年計表

報酬額計算を基に、見積書～請求書～領収書を一貫して作成することができます。
報酬額は事件簿や年計表に反映されます。

事件データ毎に報酬額計算書が作成できます。
総額の目安や項目ごとの加減率で見積金額の調整計算も簡単に行えます。

報酬額計算書作成 見積書、請求書、領収書作成

不動産情報取得＆図面取込報酬額計算から領収書まで一貫した管理が可能に。
「TREND REGIC」内の情報を「BLUETREND XA」に流す…「BLUETREND XA」の測量・調査結果を「TREND REGIC」に渡す！ 成果作成が素早くスタートできます。
また、「TREND REGIC」に「BLUETREND XA」内の図面が取り込めます。

報酬額基準のパターン登録で
使い分け可能

受託内の事件を
合算して作成も

事件簿から集計して年計報告書が作成できます。区分ごとに取扱事件の件数や金
額が集計されます。

年ごとの事件簿が作成できます。保管されている事件データから、申請人や登記の
目的と報酬額の情報を引用して作成されます。

事件データから事件簿へ 事件簿から年計報告書へ

年間取扱事件をリストアップ＆自動集計。

事件データから
情報を引用

自動集計で
手間いらず

地番名、所在、地目（公簿・現況）、公簿面積、所有者、不動産番号、家屋番号、
建物名称、建物の種類・構造等

地番名、所在、地目（公簿・現況）、
面積（公簿、現況）、所有者、
不動産番号、各階平面図情報
（家屋番号、建物の種類・構造、
床面積、建物名称等）

地番・建物情報、図面作成などのBLUETREND XA作業をスムーズに開始！

情報活用＆一体管理

現場名や所有者など
現場情報や地番管理情報
各階平面図作業データへ

杭種情報、点種情報など情　報

BLUETREND XA内の
物件情報

地積測量図や各階平面図図　面

TREND REGIC内の物件情報

EMFファイル等調査図

土地家屋調査士事務支援システム【トレンドレジック】 測量計算CADシステム【ブルートレンドエグザ】

調査・測量結果となるBLUETREND XAの情報と連携

写真管理

写真

写真管理

写真 調査素ズ調査図

不動産調査報告書

調査図
連動配置

【BLUETREND XA】と【TREND REGIC】のデータ連携

測量・調査作業との連携で作業省力化＆効率化！

測量計算CADシステム 土地家屋調査士事務支援システム

地番が接しているか自動判断し
隣接地を自動でセット！   

効率的に
データ連携

画像情報

従来のハードプロテクトは使用せずにインターネットを通して
ライセンスを認識・管理。プロテクト紛失・破損・接続の不便さや
プロテクト管理の負担が軽減されます。

ネット認証ライセンス プロダクトID入力1

ライセンス割り当て3

ライセンス認証2

ネット認証ライセンスサーバ
（福井コンピュータ）

ネット認証ライセンス インターネットを通してライセンスを認識・管理。 サポート案内 保守サポートサービス「FCM安心パック」 

プログラム保守 サポート保守 基本サービス

ご利用製品の最新版プログラムをダウンロードでご提供する
サービスです。ご利用のパソコン環境を常に最新プログラムで保ち、
法改正などにもいち早くご対応いただけます。

ネット認証ライセンスのプロダクトID再発行を無償で行います。
最新版プログラムのご提供 ライセンスID再発行保証

フリーダイヤルにて、操作に関するお問い合わせをしていただけます。

お客様の画面をカスタマサポートセンター
内で表示し、的確なサポートを行います。

フリーダイヤル電話サポート (36回/年※1)

リモートサポート

最新版プログラム

お客様の会社へ弊社スタッフが訪問し、操作説明を行います。
※操作指導1回に付き1枚受講券を発行いたします。受講券は
発行日の翌月から12ヶ月間有効です。有効期間中に受講いた
だかない場合は無効とさせていただきます。

操作指導 （別途ご契約が必要な有償のサービスです。）
自動アップデートサービスを行っております。アップデートプログラム
が自動でダウンロードされますので、常に最新の環境が利用できます。

自動アップデート

※保守契約が必要な有償のサポートサービスです。

詳細はこちらをご確認ください。 
http://const.fukuicompu.co.jp/customer/fcm.html

営業拠点

全国30拠点

●北海道から沖縄まで全国30か所の営業拠点と47都道府県専任の
担当者を配置し、常にお客様の近くできめ細かいサポートを行っています。

※ライセンスのご提供は“ネット認証ライセンス”となります。

ネット認証ライセンスの便利なメリット

会社

PC間のライセンス活用
「解除」「認証」を行うことで、１つのライセンスを別PCでも使用できるので、プロテクトの持ち運びや郵送が不要に。
ライセンスの受け渡しがスムーズに行なえます。

出張先・現場事務所など 自宅

認証解除

認証 解除

※画面はイメージです。実際の画面とは一部異なる場合があります。

外出先での利用が可能

最長１ヶ月間 ネット接続不要最長１ヶ月間 ネット接続不要

認証期間内（最長１ヶ月）はインターネット接続が不要なので、
出張先や打ち合わせ時など、ネット環境がない外出先でも
ご利用いただけます。

※1：電話サポート約款に基づく上限となります。詳細は弊社オフィシャルサイト(http://hd.fukuicompu.co.jp/policy/)をご確認ください。
※サポートサービス内容につきましては、弊社オフィシャルサイト(http://const.fukuicompu.co.jp/customer/fcm.html)をご確認ください。


