
株式会社レゴリス

本社
〒170-0013　東京都豊島区東池袋 1-12-5 東京信用金庫本店ビル 7階
TEL：03-6709-2832

西日本営業部
〒530-0043　大阪府大阪市北区天満 2-1-31 KC-DoDo ビル 6階
TEL：06-6881-5833

※本キャンペーンはご利用開始から 30 日間無料でご利用いただけるキャンペーンです。
※キャンペーンは予告なく終了する場合がありますことご了承ください。
※無料体験期間中は ID数に制限はありません。
※無料期間中に作成されたデータはご契約後ご利用いただけない場合があります。

ご利用事例や操作方法のご説明か
ら、業務内容に合わせたご利用方
法をご提案いたします。導入前の
ご不安や疑問などがあればお伝え
下さい。

まずは現場でご利用ください。
現場調査・業者への指示・定期点
検・作業車管理・搬入管理・安全
管理・品質パトロールなど、様々
なシーンでご利用いただけます。

社内情報システム部様へのプレゼ
ン・ご説明や、社内ルールとの摺
合せ、役員様向けの導入効果のプ
レゼンなど必要に応じてご対応し
ます。

各支社・支店単位や現場毎など、
試験導入のご利用から効果を実感
いただき、全国の拠点でのご利用
に展開ください。各拠点への説明
会も行います。

ご説明にお伺いします お試し・社内評価 導入社内プレゼン さらなる業務効率化へ

東京都知事 許可 般 -25 第 120536 号
ISO/IEC 27001 登録番号 IA150138

弊社は情報セキュリティ管理規格であ
る ISMS の認証を取得しております。

03-6709-2835
営業時間　9:00 ～ 18:00 ( 月曜～金曜 )
メールでのお問い合わせ　sup@regolith-inc.jp

SpiderPlus サポートセンター

検索

開発・販売元

図面管理・情報共有システム

システム導入が初めての会社様でも
安心してご導入いただけます

大規模導入をご検討いただける会社様へは、
各支社・支店様への説明会も開催させていただきます。

スマートフォンやタブレットがはじめての方でもしっかりと使いこなしていただけます。
詳しくはスパイダープラスのホームページをご覧ください。

全国各地で導入サポートセミナー・勉強会実施中

スパイダープラス

図面管理・情報共有システム
スパイダープラス

安心のサポート体制

建設現場を知ってるからできた
オールインワンアプリケーション

おかげさまで

総合建設会社、設備・電気会社を中心に全国の建設現場でご利用が広がっています

図面や資料を紙で管理している
写真の整理、帳票作成にかなり時間がかかる
デジカメ・図面・資料など現場への携行物が多い

建設業
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http://www.regolith-inc.jp

無料体験キャンペーン実施中 !

スパイダープラス

Apple、Apple ロゴ、および iPhone ・iPad は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

詳しく説明を
聞きたい

まずは
お試し
ください

の働き方改革を推進します！

マニュアル
動画も充実！

facebook.com/Regolith.inc@Regolith_PR

国交省電子納品対応



SpiderPlus（スパイダープラス）は、クラウドサーバーに保存した
大量の図面や写真を iPad 端末で携行可能にする、図面管理 /情報
共有ができるアプリケーションです。
このアプリケーションを使うことで、建設現場の業務効率化と社内
外のコミュニケーションを円滑にすることができます。

SpiderPlus の始まりは、開発元である株式会社レゴリスが 10 年以上行って
きた「エンジニアリング事業」（保温・断熱工事）で出た、「何で建設業の
IT 化はこんなに進んでないんだ？」というふとした疑問からでした。

現在は、建築施工現場への理解が深いと
お客様にお喜びいただいており、社内に
SpiderPlus の開発体制を整えているの
で、柔軟なカスタマイズ対応が可能で、
かつ開発に関する中間マージンが発生し
ないため、開発コストを低減させること
ができます。また、建設業に従事してい
た経験から、お客様への導入サポートを
大切にしています。

SpiderPlus 標準機能にオプション機能を追加することによって、より効率的に業務を行うことが可能になります。
※追加オプション機能については別途お問い合わせください。

Wi-Fi、Bluetooth 接続等により、各種測定
機器のデータを SpiderPlus に取り込むこ
とで、業務効率化を図ります。

建設業の働き方改革に

図面管理・情報共有システム
スパイダープラス

建設業で培ってきた
ノウハウ・目線で 開発

スパイダープラス

標準機能 図面管理機能 標準機能 標準機能電子黒板機能 帳票出力機能

オプション機能オプション機能 配筋検査機能杭施工記録機能
杭施工の確認項目がより明確に

業者別に指摘事項の一覧をエクセル出力できます

配筋検査の抜け・漏れを防ぎます

お客様のご要望から生まれた様々なオプション機能

配筋検査入力画面杭施工記録入力画面 杭施工設計情報

杭アイコン設定

杭施工記録写真帳出力

指摘写真一覧出力業者別指摘事項一覧出力仕上げ検査入力画面

配筋検査写真帳出力

オプション機能 仕上検査機能

照度測定結果入力画面 照度測定帳票出力

カスタマイズ カスタマイズ照度測定機能

チェック対象リスト チェック項目入力 チェックリスト出力

建設現場を知ってるからできた　オールインワンアプリケーション建設現場を知ってるからできた　オールインワンアプリケーション

総合建設会社、設備・電気会社を中心に全国の建設現場でご利用が広がっています

iPad一つで身軽に現場へ！ 帰社後の業務がラクに！

多彩なオプション機能

毎日業務で使う必要な機能を手のひらに

SpiderPlus 標準機能

分電盤チェックリスト

カンタン
帳票出力

iPadに
現場図面

現場をもっとラクに！

現場調査 / 業者への指示 / 定期点検 / 作業車管理 / 搬入管理 / 安全管理 / 品質パトロール etc..

iPadで
工事写真

簡単エクセル出力

カスタマイズ機能の開発について

.xlsx

簡単エクセル出力.xlsx 各種測定機器連携

簡単エクセル出力.xlsx簡単エクセル出力.xlsx

簡単エクセル出力.xlsx

SpiderPlus の機能カスタマイズは、どれもお客様のご要望やお客様との共同開発で生まれたものばかりです。
御社内にある課題等がございましたら、ぜひご相談ください。IT 事業部 エンジニアリング

事業部

国交省電子納品対応



電子納品・電子黒板改ざん検知対応機能
リリース!

改ざん検知対応電子黒板機能

電子黒板機能で従来のように、現場に黒板を携行し、撮影補
助として黒板を手で持って複数人での写真撮影をする必要
はありません。

電子黒板は撮影画面内で自由に配置・サイズ変更ができるた
めどんな工事現場・環境でもご利用いただけます。 また、電
子黒板の改ざん検知機能に対応しています。

電子納品対応

撮影する写真に対して、改ざん検知機能対応、電子納品
対応設定(国土交通省 2017 年1月30日ガイドラインに準
拠)が可能です。
電子納品ファイル出力では、電子納品に必要な PHOTO 
フォルダーとDTDファイル、XML ファイルを生成します。

「改ざん検知機能を備えた電子小黒板」として認定、 公共工事の電子納品に本格対応

一般財団法人日本建設情報総合センター「デジタル工事写真の高度化に関する協議会」にて定めた、デジタル工事
写真の信憑性チェック仕様に準じて、デジタル工事写真の撮影時に信憑性確保のための情報を埋め込み、また読み
取りするソフトウェアモジュール群を搭載したソフトウェア検定に合格、下記の日本建設情報総合センターサイト内
「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェアの一覧　※信憑性確認（改ざん検知機能）あり」にて掲載
されています。

2017.07

New Function
2017.07.03

写真撮影画面(iPad)

電子納品現場種別設定(PC) 電子納品現場種別設定(PC)

News & Release
新機能リリースのご案内

電子納品現場種別設定(PC) 電子納品出力ファイル



『Tfas(設備電気向けCAD)図面登録』が
SpiderPlusでできるようになりました

2017.06

New Function
2017.06.12

オプション機能『杭施工記録システム』を
株式会社鴻池組と共同開発

New Function
2017.05.31

News & Release
新機能リリースのご案内

総合設備会社向けCADソフトウェア、株式会社ダイテック社
のCADWe’ll Tfas図面データの登録が可能になることにより、
総合設備会社でのSpiderPlusのご利用がより一層便利になり
ます。

現在、図面として登録可能なデータファイルは下記の通りで
す。 PDF／JPEG／AutoCAD／Jw_cad

SpiderPlus(スパイダープラス)には『配筋検査』や『仕上検査』
のオプション機能もあり、今回このオプション機能に新しく加
わったのが株式会社鴻池組様と共同開発をした『杭施工記録
システム』です。

杭施工記録に関しては、2015年の杭工事記録流用の問題以
降、機能開発を進めて参りました。多くの施工記録を漏れなく
確実に、また効率よく管理できるシステムへの現場ニーズは
高く、今回の開発はこれに応えたものです。

『杭施工記録システム』の主な特徴

・　既製杭、場所打ちコンクリート杭のいずれにも適応が可能。
・　工程に沿った確認項目をチェック、記録写真が撮影でき、記録漏れを防ぎます。
・　杭伏図に各杭のアイコンを色分け、施工状況や全体進捗を把握できます。
・　登録した杭設計データやボーリングデータ等をiPad上で確認でき、現場での効率化や品質改善効果が見込まれます。
・　今まで作成に時間を要していた一連の杭施工記録を、簡単にExcelファイルに出力できます。


