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             はじめに 

 

 この度は、『選挙ｎ＠ｖｉ』をお求めいただきありがとうございます。 

『選挙ｎ＠ｖｉ』は、選挙後援会名簿を簡単に作成するソフトです。 

後援会名簿管理を簡単に作成するために少しでもお役に立てればと思い開発

いたしました。 

あらかじめこの説明書をよくお読みになり、末長くご使用くださいます 

ようお願い申し上げます。 
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       このソフトの特徴 

１．初心者に優しい簡単な操作で後援会名簿の作成ができます。 

パソコンの初心者でも、使い始めた時から、すぐに名簿作りができます。 

 

２．豊富な宛名書き機能を作成できます。 

はがき、往復はがき、長形３号封筒、長形４号封筒に、宛名書きができます。 

 

３．ラベルシールへの宛名印刷ができます。 

１０面(2 列 x5 行)、１２面(2 列 x6 行)、２４面(3 列 x8 行)、２７面(3 列 x9

行)など 

 

４．地図と名簿との連携機能。 

登録された個人データはグーグル地図(※１)と連携されるので、地図上での場

所の確認が容易にできます。 

 

５．データベースにＭＤＢを使用しています。 

MDB データベースは、マイクロソフト社のＥｘｃｅｌや 

Ａｃｃｅｓｓなどのデータベースソフトとも互換性があり、 

これらのソフトと親和性が高いデータベースです。 

データベースの中のデータ構造は完全に公開しています（保護 

のためのパスワードの設定はしていません）ので、Ａｃｃｅｓｓや 

ＶＢＡなどのツールを使って、データを直接読み書きできます。 

 

６．「試用版」で選挙ナビの機能が体験できます。 

「試用版」では、ほとんどの機能をご使用になれますが、登録できるデータの

件数には制限があります。 
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 １１１１        インストールと起動・終了インストールと起動・終了インストールと起動・終了インストールと起動・終了    
 
    

「「「「選挙ｎ＠ｖｉ選挙ｎ＠ｖｉ選挙ｎ＠ｖｉ選挙ｎ＠ｖｉ」の動作可能なハードウェア」の動作可能なハードウェア」の動作可能なハードウェア」の動作可能なハードウェア    

◆Microsoft Windows XP/Vista/7/8 が動作する CPU(32bit/64bit) 

◆Windows XP/Vista/7/8  = 512MB 以上推奨。 

◆ハードディスクはインストール時に約１５ＭＢ必要。 

  「マイクロソフトフレームワーク」に約２００ＭＢ必要。 

◆１０２４×７６８以上の解像度、２５６色以上 

◆プリンタは印刷時 A4 版以上が印刷可能なカラープリンター推奨 

    

「「「「選挙ｎ＠ｖｉ選挙ｎ＠ｖｉ選挙ｎ＠ｖｉ選挙ｎ＠ｖｉ」の動作可能なソフトウェア」の動作可能なソフトウェア」の動作可能なソフトウェア」の動作可能なソフトウェア    

◆選挙結果を Excel 表に出力する場合は、Excel 2003 以降が必要。 

◆.NET Framework Ver.2.0／3.0／3.5 のすべてが必要。 

 

「「「「選挙ｎ＠ｖｉ選挙ｎ＠ｖｉ選挙ｎ＠ｖｉ選挙ｎ＠ｖｉ」をインストールする」をインストールする」をインストールする」をインストールする 

「選挙ｎ＠ｖｉ」のＣＤ－ＲＯＭをＣＤ－ＲＯＭドライブに挿入します 

自動的にメニューが表示されますので、指示に従ってインストールします。 

手動でインストールする場合は、マイコンピュータから、「Ｓｅｔｕｐ．ｅｘｅ」をクリックします。 

「ダウンロード版」は受信したファイルを実行して、指示に従って、インストールします。  

『選挙ｎ＠ｖｉ』のｾｯﾄｱｯﾌﾟが完了したら「ＯＫ」をクリックします。 

続いて、.NET Framework Ver.2.0／3.0／3.5 のインストールが始まります。 

 

「「「「選挙ｎ＠ｖｉ選挙ｎ＠ｖｉ選挙ｎ＠ｖｉ選挙ｎ＠ｖｉ」を起動する」を起動する」を起動する」を起動する    

Ｗｉｎｄｏｗｓのタスクバーから、「スタート」「プログラム」「選挙ｎａｖｉ」「選挙ｎａｖｉ」の順にクリ

ックします。 

 

「「「「選挙ｎ＠ｖｉ選挙ｎ＠ｖｉ選挙ｎ＠ｖｉ選挙ｎ＠ｖｉ」を終了する」を終了する」を終了する」を終了する    
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 ２２２２    画面の説明画面の説明画面の説明画面の説明    
 
    

画面の各部の名称画面の各部の名称画面の各部の名称画面の各部の名称    
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 ３３３３    前準備前準備前準備前準備    

        
 
後援会後援会後援会後援会名簿作りを始める前に次の準備が必要です。名簿作りを始める前に次の準備が必要です。名簿作りを始める前に次の準備が必要です。名簿作りを始める前に次の準備が必要です。    

    

「「「「個人個人個人個人」についての情報を収集しておく」についての情報を収集しておく」についての情報を収集しておく」についての情報を収集しておく    

 個人の氏名、フリガナ、電話番号、住所などを整理しておきます。 

 できれば、家族情報や紹介者も収集しておきましょう。 

 

「「「「地区地区地区地区」に」に」に」に地区地区地区地区コードを付けるコードを付けるコードを付けるコードを付ける    

住所を大まかに分けて地区コードを作成します。 

地区コードは、１～９９の範囲で付けます。 
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 ４４４４    制作手順の概要（クイックレッスン）制作手順の概要（クイックレッスン）制作手順の概要（クイックレッスン）制作手順の概要（クイックレッスン）    
 
    

準備は整いましたか？準備は整いましたか？準備は整いましたか？準備は整いましたか？    

前章の準備が整ったら、始めましょう。この章を読むだけで、名簿作成の概略は理解して

いただけますが、もっと詳しく知りたい場合は、次章以降をご覧ください。 

 

 

「ファイル」を新規に作りましょう「ファイル」を新規に作りましょう「ファイル」を新規に作りましょう「ファイル」を新規に作りましょう    

起動画面の【新しいファイルを作成する】をクリックします。 

【次へ】をクリックします。名前をつけて保存の画面が表示されます。 

ファイル名に、「平成○年議員選挙.mdb」などと入力して【保存】をクリックします。mdb とい

う拡張子は必須です。 

【フォルダ参照】をクリックするとコンピュータ全体のフォルダが参照できるようになります。 

 「開く」クリックすると、選択されたフォルダ内を参照できるようになります。 

 

◇◇◇◇「地区「地区「地区「地区」を登録しましょう」を登録しましょう」を登録しましょう」を登録しましょう 

 メニュー【データ】の【地区登録】をクリックします。 

 地区コードと地区名を入力します。 

 データの追加をするには、空白の行に入力します。（途中の行に挿入はできません） 

 データの削除をするには削除したい行の左端（灰色の部分）をクリックして、削除

(Delete)キーを押します。  

 コードに何も入っていなければ、削除されます。 

 データの変更をするには、マウスで変更したいセルをクリックして入力します。  

 最後に【戻る】をクリックします。 

 

◇◇◇◇「個人」を登録しましょう「個人」を登録しましょう「個人」を登録しましょう「個人」を登録しましょう 

 個人を登録する方法は、「CSV テキスト」「Excel」「基本タブから登録」ができますが、 

 ここでは、一覧表の中から登録します。 

 項目を入力します。入力が終わったら【変更】をクリックします。 

 氏名、カナ、郵便番号、住所 1、電話番号、は必須項目です。 
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５５５５    初期画面の操作初期画面の操作初期画面の操作初期画面の操作    
  
    

この章は、初期画面の設定について説明します。この章は、初期画面の設定について説明します。この章は、初期画面の設定について説明します。この章は、初期画面の設定について説明します。    

    

ファイルを開くにはファイルを開くにはファイルを開くにはファイルを開くには    

「新しいファイルを作成する」を選択すると、新規ファイルが作成されます。「既存のファイ

ルを開く」を選択すると、ファイル名の一覧表の中から、作成済みのファイルを選択するこ

とができます。 

ファイルを選択し、「次へ」をクリックすると選挙画面に内容が表示されます。 

 

フォルダ参照フォルダ参照フォルダ参照フォルダ参照 

参照先のフォルダ名を設定することができます。 

一度設定すれば、次回以降も有効になります。 
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６６６６    メニューの操作メニューの操作メニューの操作メニューの操作    
  
    

この章は、メニューバーの操作について説明します。この章は、メニューバーの操作について説明します。この章は、メニューバーの操作について説明します。この章は、メニューバーの操作について説明します。     
 

    

    

ファイルファイルファイルファイル    

【新規作成】新しいファイルを作成します。クリックすると保存画面が出てきますので、ファ

イル名を付けて保存して作業を始めます。 

【開く】呼び出したいファイルを選択します。 

【上書き保存】作業中のファイルを保存します。 

【名前を付けて保存】作業中のファイルを保存します。 

【印刷】各種分析表を印刷するウインドウが表示されます。 

 

データデータデータデータ 

【地区登録】【インポート】【エクスポート】【エクセル作成】 

 

設定設定設定設定 【オプション】 

 

ヘルプヘルプヘルプヘルプ    

 【ヘルプ】【ユーザー登録】【バージョン情報】 

 

終了終了終了終了 本ソフトを終了します。 
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 ７７７７        ツールバーツールバーツールバーツールバーの操作の操作の操作の操作    
 

 

    

 

【新規作成】新しいファイルを作成します【新規作成】新しいファイルを作成します【新規作成】新しいファイルを作成します【新規作成】新しいファイルを作成します    

    クリックすると保存画面が表示されますので、ファイル名を付けて保存して作業を始め

ます。 

 

【開く】呼び出したいファイルを選択します【開く】呼び出したいファイルを選択します【開く】呼び出したいファイルを選択します【開く】呼び出したいファイルを選択します 

 

【保存】作業中のファイルを上書き保存します【保存】作業中のファイルを上書き保存します【保存】作業中のファイルを上書き保存します【保存】作業中のファイルを上書き保存します    

 

【印刷】各種分析表を印刷するウインドウが表示されます【印刷】各種分析表を印刷するウインドウが表示されます【印刷】各種分析表を印刷するウインドウが表示されます【印刷】各種分析表を印刷するウインドウが表示されます    

 

【【【【地図地図地図地図】画像加工ソフト】画像加工ソフト】画像加工ソフト】画像加工ソフト 

表の行を選択してこのアイコンをクリックすれば、google地図に現在地

がマークされます。 

（google地図は google社の登録商標です） 

 

【【【【電話帳電話帳電話帳電話帳】】】】    

「つくつく住所」ソフトが起動します。（オプション画面で登録の設定が必要です）    
※注 別売の「つくつく住所」を購入してインストールする必要があります。 

体験版もあります。「つくつく住所」は日本ソフト販売株式会社の製品です。
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 ８８８８        オプションオプションオプションオプション    

 
  
 

表示表示表示表示    

列幅自動表示 

一覧表の中の列の幅を自動的に設定します。 

チェックしたままにすると、起動が遅くなります。一度列幅を設定した

後、チェックをはずしておきましょう。 

 

つくつく住所つくつく住所つくつく住所つくつく住所 

つくつく住所の EXE ファイルのパスを指定すると、「住所」アイコンをクリックすれば、つくつ

く住所が起動します。 

つくつく住所は日本ソフト販売株式会社から購入できます。（付録参照） 
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 ９９９９        地区地区地区地区名名名名の登録の登録の登録の登録    
   
地区名の登録は、画面からの登録と、テキストファイルからの登録ができます 

    

画面から登録する方法画面から登録する方法画面から登録する方法画面から登録する方法    

メニューの【地区登録】をクリックします。 

地区コード（６桁以内）と地区名（５０字以内）を入力します。 

データの削除をするには削除したい行の左端（灰色の部分）をクリックして、削除ボタンを

押します。  

追加するには、最下行に入力します（途中の行に挿入はできません） 

変更をするには、マウスで変更したいセルをクリックします。  

 

テキストファイルから登録する方法テキストファイルから登録する方法テキストファイルから登録する方法テキストファイルから登録する方法 

メニューから【インポート】をクリックします。 

テキストファイルはメモ帳やテキストエディタで作ります。 

項目間の区切りには、カンマ（，）を入れます。 

文字をダブルコーテーション（””）で囲む必要はありません。 

ファイル名の拡張子は、ＣＳＶ又はｃｓｖとします。 

 

ご注意ご注意ご注意ご注意    

インポートで登録する場合、当システムは各項目の妥当性のチェックはおこないません。 

他のマスタとの整合性がとれないような変更をした場合はシステムが不安定になることが

ありますのでご注意ください。 

従って、あらかじめチェックをして登録することをお勧めします。 
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 1111００００        インポートとエインポートとエインポートとエインポートとエクスポートクスポートクスポートクスポート    

 

    

個人データの個人データの個人データの個人データの登録には、画面からの登録の他に、テキストファイル登録には、画面からの登録の他に、テキストファイル登録には、画面からの登録の他に、テキストファイル登録には、画面からの登録の他に、テキストファイル

やエクセル表から登録することができますやエクセル表から登録することができますやエクセル表から登録することができますやエクセル表から登録することができます    

メニューから【インポート】をクリックします。 

テキストファイルはメモ帳やテキストエディタで作ります。 

項目間の区切りには、カンマ（，）を入れます。 

文字をダブルコーテーション（””）で囲む必要はありません。 

ファイル名は自由ですが、拡張子は、ＣＳＶ又はｃｓｖにします。 

 

ファイルのレコード形式を次に示します。ファイルのレコード形式を次に示します。ファイルのレコード形式を次に示します。ファイルのレコード形式を次に示します。 

"番号","氏名","フリガナ","地区","郵便番号","住所 1","住所 2","電話番号","携

帯番号","家族1","家族2","家族3","家族4","家族5","家族数","紹介者1","紹介

者2","紹介者3","グループ1","グループ2","グループ3","メール","趣味","備考

","マーク 1","マーク 2","マーク 3","マーク 4","マーク 5","登録日","変更日" 

1,"アイウエオ","","1","220-8401","横浜市西区みなとみらい３ー３ー３横浜ビル

","","045-681-0000","","","","","","",0,"","","","","","","","","","True",

"False","False","False","False","20170111","20170111" （例） 

 

 

エクスポート機能を使用してテキストやエクセルに出力できます。エクスポート機能を使用してテキストやエクセルに出力できます。エクスポート機能を使用してテキストやエクセルに出力できます。エクスポート機能を使用してテキストやエクセルに出力できます。 

 個人情報や地区の情報を他のファイルに複写したい場合に便利です。 

 「個人データ」をエクスポートするとエクセルなどの表計算ソフトで読み込んで加工する

ことができます。 

 「見出し付き」を選択すると、先頭行に「見出し」を出力します。 
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1111１１１１        はがき封筒のはがき封筒のはがき封筒のはがき封筒の印刷印刷印刷印刷    
      
    

印刷印刷印刷印刷するにはメニューの【印刷】をクリックします。するにはメニューの【印刷】をクリックします。するにはメニューの【印刷】をクリックします。するにはメニューの【印刷】をクリックします。    

◇◇◇◇はがき・封筒に印刷するにはメニューの【印刷】をクリックします。はがき・封筒に印刷するにはメニューの【印刷】をクリックします。はがき・封筒に印刷するにはメニューの【印刷】をクリックします。はがき・封筒に印刷するにはメニューの【印刷】をクリックします。 

 「用紙の種類」の中から用紙を選択します。 

 ・はがき 

 ・長形３号封筒 

 ・長形４号封筒 

 ・往復はがき 

 

◇◇◇◇印刷位置の変更について印刷位置の変更について印刷位置の変更について印刷位置の変更について    

 ・「はがき」「長形３号封筒」「長形４号封筒」「往復はがき」を選択すると、左の窓に見本

が表示されます。 

 ・赤い枠の中央をマウスでドラッグすると、赤い枠が移動します。 

 ・赤い枠の外側の線をマウスでドラッグすると、枠が拡大・縮小します。これで文字の大

きさを調整します。 

    

◇◇◇◇印刷データの選択について印刷データの選択について印刷データの選択について印刷データの選択について    

 ・印刷範囲を「すべて」「現データ」「番号の範囲」「マーク１～５」「地区」を指定します。 

 ・「印刷」ボタンをクリックするとプリンタの設定画面が表示されますので、用紙に合わせ

て設定して「印刷」します。 

 

◇◇◇◇「プリ「プリ「プリ「プリンタの設定」についてンタの設定」についてンタの設定」についてンタの設定」について 

 「印刷サイズ」の中から用紙を選択します。 

 「印刷向き」の中から用紙の向き（縦、横）を選択します。 

 用紙の給紙ホッパーを選択します。 

※プリンタによっては、上記のプリンタに正しく印刷されない場合があります。 

 この場合、コントロールパネルの「通常使うプリンタ」の設定が優先されていますので、

「プロパティ」の設定で、「用紙サイズ」や「用紙の向き」を選択してください。 

    

◇◇◇◇【印刷】をクリックして、印刷を実行します【印刷】をクリックして、印刷を実行します【印刷】をクリックして、印刷を実行します【印刷】をクリックして、印刷を実行します    
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印刷プレビュー印刷プレビュー印刷プレビュー印刷プレビュー    

 

◇◇◇◇印刷位置の調整について印刷位置の調整について印刷位置の調整について印刷位置の調整について    

 ・印刷位置は「ページ設定」タブの中で指定できます。 

 ・郵便番号の場合「OCRB」フォントが標準で設定されますが、これを変更するには「フォ

ント」をクリックします。 

 ・郵便番号の文字間の幅を調整するには「文字間」をクリックします。 

 ・印刷される文字全体の左余白、上余白を指定して、印刷位置を調整することもできま

す。 

 

◇◇◇◇宛名の氏名宛名の氏名宛名の氏名宛名の氏名 2222 欄について欄について欄について欄について    

 ・「家族 1印字」をチェックすると、「家族 1」を印字します。 

    ・・・・「家族 1 印字、家族 2 は御一同を印字」をチェックすると、「家族 2」が入力さ

れていれば、「御一同様」を印字します。 

 「家族 2」が入力されていなければ、「家族 1」を印字します。 
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1111２２２２        一覧表などの一覧表などの一覧表などの一覧表などの印刷印刷印刷印刷    
      
    

一覧表の印刷一覧表の印刷一覧表の印刷一覧表の印刷    

 

 「用紙の種類」の中から用紙を選択します。 

 ・名簿一覧 

 ・チェックリスト 

 ・地区別集計表 

 ・ラベルシール 

 

◇◇◇◇印刷データの選択について印刷データの選択について印刷データの選択について印刷データの選択について    

 

 ・印刷範囲を「すべて」「現データ」「番号の範囲」「マーク１～５」「地区」を指定します。 

 ・「プレビュー」ボタンをクリックするとプレビュー画面が表示されます。 

 ・「ラベルシール」の場合、ラベルの種類を「ページ設定」タブの「ラベルシール種類」を選

択できます。 

  １０面(2 列 x5 行)、１２面(2 列 x6 行)、２４面(3 列 x8 行)、２７面(3 列 x9 行) 

  ラベルの規格は、メーカーにより違う場合があります。左余白、上余白を設定してラベ

ルに合わせて印刷することができます。 

 

◇◇◇◇「プリンタの設定」について「プリンタの設定」について「プリンタの設定」について「プリンタの設定」について 

 

 「印刷サイズ」の中から用紙を選択します。 

 「印刷向き」の中から用紙の向き（縦、横）を選択します。 

 用紙の給紙ホッパーを選択します。 

 

※プリンタによっては、上記のプリンタに正しく印刷されない場合があります。 

 この場合、コントロールパネルの「通常使うプリンタ」の設定が優先されていますので、

「プロパティ」の設定で、「用紙サイズ」や「用紙の向き」を選択してください。 
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 付付付付 1111        つくつく住所についてつくつく住所についてつくつく住所についてつくつく住所について    
     
    

◇◇◇◇つくつく住所とはつくつく住所とはつくつく住所とはつくつく住所とは 

 当ソフトは、画面からデータを入力したり、テキストファイルからデータをインポートしたり

できますが、 

 「つくつく住所」ソフトを使用すれば、入力の手間が大幅に軽減されます。 

 電話番号を入力すれば、個人の住所や氏名を検索して、選挙ナビの一覧表の中に自

動入力できます。 

 

 「つくつく住所 Ver.15」（2013.07 現在)は下記ホームページ（日本ソフト販売株式会社）か

ら購入できます。お試し版もあります。 

http://www.nipponsoft.co.jp/products/tuku15/    

 

つくつく住所の起動つくつく住所の起動つくつく住所の起動つくつく住所の起動    

つくつく住所を起動するには、スタートメニューの「すべてのプログラム」から起動すること

もできますが、 

 当ソフトのオプション画面に、「つくつく住所」のプログラム名を設定しておけば、「電話

帳」のアイコンをクリックすることにより、起動してくれます。 

 

つくつく住所の一覧表へのデータ入力つくつく住所の一覧表へのデータ入力つくつく住所の一覧表へのデータ入力つくつく住所の一覧表へのデータ入力    

 「選挙ナビ」と「つくつく住所」の２本を起動します。 

 「選挙ナビ」は「一覧表」を表示しておきます。 

 

出力設定出力設定出力設定出力設定    

 次に、「つくつく住所」の画面の中の「設定の編集」ボタンをクリックして、「出力設定」画

面を表示します。 

 設定の名称：適当な名前をつける。「選挙ナビ」など。 

 「アプリケーションを指定」をマークして、「選択」ボタンをクリックして、アプリケーション指

定画面の中の「選挙Ｎ＠vi」をクリックします。 

 

付録付録付録付録    
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出力項目出力項目出力項目出力項目    

 下の図のように設定してください。 
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 付付付付 2222        本ソフト本ソフト本ソフト本ソフトソフトのソフトのソフトのソフトのフォルダ構成フォルダ構成フォルダ構成フォルダ構成    
   
◇◇◇◇ファイルの存在するパス名（フォルダ名）ファイルの存在するパス名（フォルダ名）ファイルの存在するパス名（フォルダ名）ファイルの存在するパス名（フォルダ名） 

 ファイル（拡張子ＭＤＢ）と画像の存在するフォルダは初期画面で設定します。 

 通常、C:\選挙 n@vi\ を使用します。 

 

◇◇◇◇プログラムフォルダプログラムフォルダプログラムフォルダプログラムフォルダ 

標準では次の場所にインストールされます。 

C:\Program Files\Senkyonv\ 

 

◇◇◇◇デデデデータファイルのフォルダータファイルのフォルダータファイルのフォルダータファイルのフォルダ 

データファイルとは拡張子が「ＭＤＢ」のファイルです。 

初期画面で設定変更ができます。標準では次の場所に設定されます。(※1) 

C:\選挙 n@vi\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付録付録付録付録    
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ご注意ご注意ご注意ご注意    

 

 

『『『『選挙選挙選挙選挙ｎ＠ｖｉ』ユーザーズマニュアルｎ＠ｖｉ』ユーザーズマニュアルｎ＠ｖｉ』ユーザーズマニュアルｎ＠ｖｉ』ユーザーズマニュアル    

               for Windows 7/8(32bit/64bit) 

 

   平成 １９年 １月１５日 初版発行             

   平成 ２５年 ７月２５日 第２版発行             

   発 行 人 久兼敏和 

   発行編集 株式会社ヒサカネシステム 

        〒738-0026 

        広島県廿日市市上平良１０３４番地 

        ＴＥＬ   (0829)30-7120 

        ＦＡＸ   (0829)30-7121 

        ホームページ http://www.hisakane.co.jp/ 

        Ｅメール softsupport@hisakane.co.jp 

 

SNKUM0011 

１．当ソフトウエア及びマニュアルの無断複写・転載は個人ユーザーのバックアップ作成を

除き一切禁止します。 

２．当ソフトウエアのサポート（使用方法のお問い合わせ、バージョンアップ等のご案内）は

ユーザー登録者のみに行います。 

３．当ソフトウエア及びマニュアルは改良のため予告なしに仕様変更する場合があります。 

４．当ソフトウエアの使用により、万一お客様に損害が生じたとしても弊社はその損害につ

いて責任を負いません。 

 


