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Quintess Repoは電子レポートシステムです。

1. アンケートなどのデータを、簡単な操作で分析。

2. 分析画面をページとした電子レポートファイルに加工。レポートを読みながら自由に再分析可能。

3. 電子レポートとすることで、保管、検索、配布が可能。強力な認証機能により限定配布も容易に。

4. データ品質をチェックする機能を充実。

Repo分析画面

株式会社クインテス
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レポート印刷
Excel表(数表、FA)
PowerPoint

データ品質チェック
データ加工

解析ソフト

電子レポート化

レポートファイルにまとめて保管
自在な条件検索

機密情報項目は暗号化により
ガード

読者が自由に分析できる電子レポート
読者個人を特定した閲覧許可も可能
(読者向けシステムは無償提供)
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Quintess Repoはリサーチ情報価値を高めます。

業務効率化と迅速化

Repoは、リサーチ結果から分析・レポーティ
ングまでの作業プロセスを簡単な操作で行
うことができます。
分析結果は、印刷するだけでなく、Excelや
PowerPointファイルに書き出せます。
また、ネットリサーチシステムと連動させるこ
ともできます。

データ品質向上

いかに高度な分析をしても、元になるデータ
が不正確であれば情報価値はありません。
Repoのデータチェック機能とデータ編集・加
工機能を利用することで、様々な角度から、
データをクリーニングし、データ品質を高め
られます。

情報資産の蓄積と活用

Repoは、データとレポートをひとつの電子
ファイルにまとめることにより、雑多な資料
が多い調査結果の管理を容易にします。
また、調査内容まで踏み込んだ検索機能に
より、類似調査の結果やデータを簡単に探
せ、ファイルの連結分析も可能です。
但し、暗号化とユーザー認証機能により、個
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ともできます。
効率化&迅速化により、スタッフは調査企画
や分析に時間をかけることができます。

レポート公開・販売

調査やその分析結果を広く公開し、自社PR
をしたり販売することができます。
但し、電子ファイルでは、データや結果のみ
無断流用される危険性もありますが、Repo
では暗号化と強力なユーザー認証機能によ
り、作成者の著作権や機密を守りつつ、広く
公開することが可能です。

ユーザーサーピスUP

Repoで作成した電子レポートをリサーチ
ユーザーに提供することができます。
リサーチユーザーは、目次化されたレポート
を読むだけでなく、自ら自由に分析を加える
ことができ、ターゲットイメージの絞り込みや
別の角度からの分析などに、役立てること
ができます。
また、ボタン操作の分析画面を用意すること
で、リサーチ情報を社内に広めるマーケティ
ング情報端末とすることもできます。

但し、暗号化とユーザー認証機能により、個
人情報などの機密情報の流出を防止します。

Repo
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①体系的分析をサポートするクリック分析画面

1. 分析は、ボタンかツリーのクリックで可能です。

2. 全体傾向把握から、次第に詳細に掘り下げて分析できます。
① 分析目的項目の指定……………単純集計が出る(下図は、表組みSAの単純集計グラフ)
② 分析軸項目の指定……………二重、三重クロス。(あらかじめ、分析軸と想定する項目をボタン配置)
③ 必要に応じて、データの絞り込み……………選択条件を組み込んだボタンを配置。AND/OR選択を瞬時に実施

④ 「分析詳細」指定で、件数カウント集計(標準)以外に、数量合計集計の指定や、非該当などの処理方法、%表記形態、数表の自動網掛けなどを指定

⑤ 「グラフデザイン」でグラフ形状、ページデザイン、配色指定などが可能

3. 出来上がった画面を保存していくことで、レポートが出来上がります。 タブ切り替えで数表に

①分析目的項目の選択
(目的変数)

全
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②分析軸の選択

③選択条件のチェック

④詳細な分析設定

⑤グラフなどの表現形式

レポート化のための編集ボタン群
画面をレポートページに保存

全
体
か
ら
詳
細
へ

分析結果
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グラフと数表をワンクリックで切り替え

タブ操作で、グラフと数表を
切り替え

数表・FAリストは、Excelファイルに出力可能
他のソフトの分析結果は、数表を貼り込み
グラフ化しレポートページに組み込む
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グラフページは、印刷、
PowerPointファイル出力可能



Repo

www.quintess.co.jp

分析・閲覧方法は3パターン

分析、閲覧を指定する画面は3種類あります。

初はデータ項目で分析、ページが出来上がると目次から分析指定できます。

中心となる分析ページを画面上のボタンに登録し、読者が操作しやすい画面を用意できます。

すべてのデータ項目をツリー表示(レポート作成者用)
(表組み項目は1項目となり、サブ項目はその枝項目となる)

詳細な分析条件を組み込んだページを目次化
(部、章、節など 大4階層で目次化)

主要なページを利用して、ボタン型分析パネルを設定(前述)

株式会社クインテス
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自動グラフとページデザイン

1. 棒グラフ、帯グラフ、円グラフ、折れ線グラフ、散布図などやこれらの複数の並列グラフを自動で作成できます。

2. 自由回答は、FAリストになり、分析軸を加えると分類できます。文字数が少ないFAや指定文章を除外できます。

3. コメント、凡例の他、四角、円、楕円、矢印などの図形などを配置できます。

4. 作成者のコメント以外に、レポート読者がメモを貼り付けることもできます。

FAリスト

株式会社クインテス
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円、楕円、四角、メ
モBOX、矢印など

の図形を貼り付け
可能
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主なグラフのタイプ

1. 元データから即座にグラフを表示できます。

2. グラフには、横棒グラフ、縦棒グラフ、帯グラフ、積み上げ棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフ、以上についての
並列グラフが可能です。

3. グラフの色やフォントサイズは自由に指定できます。グラデーションも可能です。凡例をつけることも可能です。

4. グラフ化する系列数が多い場合は、絞り込んでグラフ化できます。

5. これらは、グラフ化の後、「グラフ・デザイン」をクリックして指定して下さい。
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自由回答で分析軸(性別、年代な
ど)を指定すると、分析軸でFAを分
類してリスト化できます。

また、性別、年齢、職業など指定項
目を付記できます。
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便利な要約表、カラーマーキングも

1. 要約表には、次の種類があります。三重クロスや表組み項目のクロス集計の一部を取り出した数表を「要約表」と呼んでいます。

① Top1/Top2 ……………選択肢の上位1or1+2の比率を取り出したもの(下図参照)
② Bottom1/Bottom2 ……………選択肢の下位1or1+2の比率を取り出したもの

③ 平均値 ……………SAや数量項目の場合、平均値のみ取り出したもの

2. 要約表もグラフ化されます。

表組みSAのクロス集計の要約表(Top2)三重クロスの要約表(Top1)

株式会社クインテス
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「あてはまる」＋「まあはてはまる」の合計比率

要約表が可能な場合のみ
プルダウン選択できます。

条件指定により全体と比較し
て特徴的なセルに網掛け
(セルマーキング機能)
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②読者が再分析できる電子レポートを作成、配布

分析画面をページ保存して編集し、重要な分析軸や選択条件をボタン化することで、電子レポートを作成可能。

1. 電子レポートは、一般ユーザーに公開可能(Professionalライセンスが必要)。
2. 一般ユーザーは、目次に従いレポートを読み、気になる場合は分析軸ボタンや選択条件をクリックすることで、分析を深めることが

可能。画面や分析結果は、プリンタやExcel等に出力できる。

レポート目次をクリックする
ことで、レポートを読むこと
ができる。

レポートには表紙、調査設
計ページ、総括ページ等
の追加が可能。

公開モード(非作成者モード)

分析数表はExcelに出力可
能。ページ全体は印刷。

株式会社クインテス
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の追加が可能。

詳細に分析したい場合は、
分析軸ボタンや選択条件を
クリック

調査設計の確認はここをク
リック
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③質問設計書やリサーチシステムと連携

1. データ項目などの定義は質問設計書(Excel)から読み込むことができます。
• 質問文と選択肢を一覧にしたExcelファイルを作成、関係者で打ち合わせした後、そのままRepoに取り込むことができます。再入力

の必要がないため時間短縮になりますし、入力ミスも防ぐことができます。

• 指定のExcel書式に入力いただきますが、複雑なものではありません。(QNo、質問名、質問文、質問型、選択肢、サブ質問(表組
み質問の場合))

株式会社クインテス

2. データは、CSV形式テキストファイル(タブまたはカンマ区切り)から取り込んで下さい。

3. リサーチ・システムと直接連携させることも可能です。(オプション)
① データは、CSV形式(カンマまたはタブ区切り)のファイルから読み込むことができます。

データ構造定義(質問構成)は、画面から入力することができますが、Repoリサーチ
システムを使用すれば、リサーチシステムの質問設定をそのまま取り込むことが
できます。
御社の既存のリサーチ・システムとの連携をする場合でも、比較的簡単な機能開発と
追加で実現できます。(要相談)

10
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④複雑なデータや編集に対応

複雑なデータ構造を定義できます。
① データカラムではなく、質問単位をデータ単位とすることで、構造的な分析ワークを容易にしている。

• MA項目は選択肢に分解しないだけでなく、表組み項目を1項目として扱う。

② 様々なデータを自在にコーディングしながら分析できる(SA、MAなどは、符号化されていない文章などでも分析可能)
③ 既存項目を組み合わせて別項目として分析可能(バインド項目)

• 例えば、商品別の質問群から、A商品の購入意向とB商品の購入意向、C商品の購入意向を抽出して、購入意向項目を作成し分
析ページ化。

④ AND/OR連結とこれらの複数並列条件に対応した項目分岐設定が可能

• 例えば、{(Q2= 2 or 3)  and (Q4=5 or 6) )  and (Q7=5 or 6) } or {[性別]=女性 and [年齢]=20～39}  
⑤ データ定義設計は、画面入力の他、CSVファイルからの取り込みが可能。

リサーチシステムからの連携入力については、個別対応相談。

項目一覧

表組み項目は1項目

質問イメージを確認

株式会社クインテス
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表組み項目は1項目
で。

項目型
SA、MA、SA表、MA表
数量、FAなどが可能

選択肢一覧

コーディング条件、選択
肢ウェイトなどが可能

表組み項目のサブ項目

分岐条件
AND/OR連結とこれらの
複数並列条件に対応

バインド型項目

既存項目を組み合わせて
表組み項目化が可能
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並列多重分岐条件に対応

• 下記のQ5へは、Q2-Q3経由の多重条件とQ4経由の条件の複数条件が並列に設定されています。
条件式として表現すると、次のようになります。

{Q1=1 and (Q2=1 or 2) and (Q3=1 or 2 or 3)}
or Q5へ

(Q1=2 and Q4=1)

Q1.携帯電話、PHSをお持ちですか

1.持っている

お持ちの方に伺います。
Q2. 近１年以内に携帯電話、PHS
を購入・買い替えしましたか

近1年以内に携帯電話・PHSを購
入・買い替えた方に伺います
Q3.どこの携帯電話ですか

株式会社クインテス
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1.持っている
2.持っていない

を購入・買い替えしましたか

1.新規に購入
2.買い替え、追加購入
3.購入していない

Q3.どこの携帯電話ですか

1.NTTドコモ
2.AU(KDDI)
3.ソフトバンク
4.その他

Q5.携帯電話の購入時、何を重視し
ますか(複数回答)

1.ワンセグ
2.音楽ダウンロード
3.カメラ機能
4.防水
5.デザイン
6.軽さ
7.価格
8.その他

お持ちでない方に伺います。
Q4.購入予定はありますか

1.ある
2.ない

他の質問へ
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データ編集

1. データ入力の他、CSVファイルからの取り込みでデータを作成。

2. 不良データなどを検索、無効化することで、分析対象からはずすことが可能。(完全削除も可能)

個票形式

一覧表形式

株式会社クインテス
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データ加工機能

1. 条件設定や値指定でデータ行を選択、値置換
• 選択結果は、条件式や付せんで保存、再利用可能

2. 既存項目を組み合わせて項目データ作成
• 大3項目を組み合わせて、新項目作成や既存項目値の置換が

可能。
例えば、性別+年代+未既婚→性年代未既婚別

3. 既存項目を並べて1項目化
• 例えば、性別+年代+未既婚→男性/女性/20代/30代/40代/既婚/未婚

4. 既存の項目の計算から数量項目データ作成
• 数量項目からの計算の他、FA項目の文字数を元に計算、

MAの任意の選択肢該当個数を元にした計算から、項目値を
作成可能。

5. サンプルウェイト付
• 調査結果を人口構成などにシミュレーションする場合、

分析結果にウェイト付するのではなく、個々のデータサンプル
自体をウェイト付することができる。

項目組み合わせ

株式会社クインテス

自体をウェイト付することができる。
このため、様々なウェイト付分析が、瞬時にかつ少ない誤差で
出力できる。

• ウェイト付は、 大3項目を組み合わせて行うことが可能。
例えば

• 20代男性=1.00
• 20代女性=0.98
• 50代男性=1.56
• 50代女性=1.70

• 属性別アンケート回収率の設定により回収予測も可能

• ウェイト付と類似の分析は、単純集計、クロス集計の「分析詳細」で
「数量項目の合計」を指定することでも可能。
この方法では、データサンプル1件ごとに異なる値のウェイトを
つけることが可能となる。

6. その他の機能
① 非該当処理、コーディング

• 非該当処理、コーディングをすることで高速化

• 他のソフトでデータ処理する場合には不可欠

② MA形式変換

• Repo形式から各種MA形式に変換

14

計算加工
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1. 現在のデータセットと別のデータファイルを組み合わせることが可能。
別調査データやマスターファイルなどとのIDによる組み合わせ方法ができる。

2. 連結方法には、次のものが可能

① 同じ順番に並んでいる2データファイルを横連結する

② データIDなど指定する項目の値が一致するレコードを結合。
照合項目は2項目指定可能(AND関係)

i. 一対一照合……………アンケート回答者マスターとの照合連結など

ii. 多対一照合……………商品マスターなどとの照合連結など

③ この場合、両方確実に揃うレコードのみとする場合や、元優先、どちらか一方が
あるものなどの指定も可能。

データ書き出し機能

1. 項目を指定してデータ書き出しが可能

ファイル連結、書き出し機能

株式会社クインテス

1. 項目を指定してデータ書き出しが可能

2. 全データ、現在の有効行のみなどの選択出力
も可能。

15
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⑤データ品質を高めるための様々なチェック機能

チェックタイプ チェック項目 説明

データ有効性 データ重複 IDなど 大3項目の値が同じレコードの抽出。重複回答者の抽出などに有効

許可/除外リストとの照合 あらかじめ用意した有効回答者や除外回答者リストと照合する

欠損値 データが必要な項目の値がない

回答違反 選択肢以外の値がある場合 SA、MA、カテゴライズ化した数量項目で、設定した選択肢に該当する値がない。また
は、設定以外の値がある場合。(質問紙からの入力データなどデータ入力制御が不十

主なデータチェック項目

データチェックの上、データサンプルを無効化(分析に加えない)することで、データ品質を高められます。

株式会社クインテス

は、設定以外の値がある場合。(質問紙からの入力データなどデータ入力制御が不十
分な外部からのデータ取り込み時に有効)

数値項目への文字入力 数値欄に、数値以外の入力がある場合

MA項目での排他選択違反 MA項目で「どれにも該当しない」という値がありつつ、他の値もある場合。

MA項目での値個数違反 MA項目で、選択個数の上限、下限がある場合、これを超えた選択があった場合

非該当項目での値入力 非該当のデータ項目に関わらず、値入力がある場合。(Repoの場合、該当条件が優先
されるため、無用データは分析に影響しないが、Excelなどでの集計時には除去してお
く必要があるため)

データ信頼性 同種項目の値不一致 同じ値となるはずの別項目との照合。例えば、「年齢」回答と、回答者属性情報での「年
齢」の一致のチェック。

比較ファイルとの完全一致 同種の2つのファイルの完全一致。キーボード入力の2ファイルの照合など。

回答時間が少ない ネットリサーチ時に回答時間が少ないデータを抽出。回答秒数(数量)項目が必要。

FAの文字数が少ない 自由回答の文字数が少なく、回答協力姿勢に疑問があるデータの抽出。

16
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⑥分析レポートは、印刷、Excel、PowerPointへ

1. 分析レポートの表紙から各ページすべてを印刷またはPowerPointファイル出力することが可能です。

2. 分析レポートの分析数表は、Excelファイルに出力可能です。
• Excel 97-2003、PowerPoint 97-2003形式で出力。2007でも読み込み、編集可能

• PowerPoint出力の場合、一部の表現は変換されません。また、レイアウトのズレが生じる場合があります。

PowerPoint出力例

株式会社クインテス
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ここに表記されたレポートIDと
ページコードにより、多くの
レポートから目的ページを
検索表示することが可能。
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⑦レポート管理＆検索機能でレポート資産を活用

1. データとレポートページ、レポート属性を1ファイル化して保存。保存Noなどで新旧識別が容易なため、ファイル管理
が容易となります。

2. レポートタイトル、調査概要、日付などで、パソコンやサーバー内のレポートファイルを一元的に検索できます。

3. キーワードなどに該当する項目やページを、全レポートから検索、直接表示可能です。

サーバーやパソコンのディレクトリに
保管されたレポートを一覧化。
タイトル、内容、日付などで検索可能。
作成版Noで新旧の識別も可能。

ここをクリックし、レポートへのアクセ

レポートの元となるデータ入力、編集画面
へ移行。アクセス権限が必要。

キーワードなどで項目やページを検索
可能。ダイレクトにそのレポートのペー

株式会社クインテス
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レポートの概要情報を表示

レポート概要、調査設計、回収サンプル数
など

ス権限がある場合、分析画面に移行。
可能。ダイレクトにそのレポートのペー
ジを表示できる。

レポート属性情報も格納
●タイトル、概要、作成主体名
●調査目的、実査主体、調査項目、実査期間、調査方法
●対象者構成、サンプル抽出方法、地域
●テーマタイプ、検索キーワード
●業務管理情報(業務コード、関与者、依頼元など)
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⑧レポート公開と機密情報管理機能

Repoは、個々のパソコンを識別することとレポートの暗号化により、情報管理と公開を緻密にコントロールできます。

① 分析・レポート作成中は、作成者本人または本人の所属するグループメンバーのみが閲覧・編集可能

② 公開レポート化することで、一般の人が閲覧可能となる。
但し、データの閲覧・変更やレポート編集は制限でき、レポートの改ざん、データ流出を防止できる。

③ 認証レポートとすることで、特定の読者に限定したレポート公開が可能。

④ パートナー関係となった企業(ユーザーグループ)とは、レポートの共同編集も許可される。

⑤ データ項目単位で公開、非公開の指定が可能。個人を特定できる情報項目のみガードできる。

社内、部署

作成、編集可能

一般
読者

レポート
(暗号化)

閲覧禁止

レポート公開のしくみ

株式会社クインテス
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作成者

共同ス
タッフ

共同ス
タッフ

作成、編集可能

共同ス
タッフ

読者

一般
読者

一般
読者

一般
読者公開レポート

(暗号化)

閲覧・許可
分析のみ

パートナー企業
作成、編集可能

パート
ナー

認証レポート
(暗号化)

認証閲覧

Repo
認証サーバー

閲覧には、ユーザーごとに異
なる閲覧キーを必要とするた
め、閲覧キーが第三者に流出
しても不正閲覧されることはあ
りません。
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Repoの製品ラインアップ

基本的に、2つのエディションがあります。

Basicエディションは、Repoサイトから自由にダウンロードいただけます。

Repoサイトで、プロフェッショナル申し込みをしていただき、Professionalライセンスを取得することで、Professionalエディションを使用できます。

1. Quintess Repo (Basicエディション)……………無償提供
① リサーチ関係スタッフが自己使用するエディション。(パソコン3台分までファイル共有化可能)
② データ作成・編集、分析レポート作成と表示、印刷は可能。但し、他者へのデータ、レポートの提供はできない。

③ Professional版で作成された公開レポートの閲覧(許可された自由分析を含む)は可能。但し、ファイル保存は不可。

2. Quintess Repo Professional……………有償(ユーザー数に応じたライセンスが必要)
① リサーチの専門スタッフのためのエディション。データチェック、加工機能を追加。

② 社内スタッフでのレポートを共同編集することが可能。

株式会社クインテス

② 社内スタッフでのレポートを共同編集することが可能。

③ Basicエディションユーザーを含む、Repoユーザーに対して、レポート公開が可能。

④ Repoサーバーを通じた、レポートの認証公開が可能。

機能アップグレード(オプション)
Professionalエディションに、機能を追加することで、御社のビジネス環境や目的に合わせたシステムとしてご利用いただけます。

新のメニューについては、弊社ホームページの「ラインアップ・仕様」をご確認ください。
ホームページ未掲載のご要望については、直接お問い合わせください。

20
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レポート提供・公開する場合の導入形態

A) 御社のリサーチ結果を別の企業ユーザーに提供する場合

Repo
Pro

Repo

作成者企業

B) 別の企業ユーザーが編集可能なレポートを提供する場合
または、共同でレポート編集し、第三者に提供する場合

作成者企業 パートナー企業

①レポート閲覧
②分析ボタンクリック等による自由な分析
③分析結果のExcel出力
※元データの閲覧、編集は制限されます。

①レポート閲覧
②分析ボタンクリック等による自由な分析
③分析結果のExcel出力、PowerPoint出力
④データ閲覧、編集
※ほぼ作成者と同等の権限があります。

一般ユーザー

Repo
QuintessRepo(ベーシック版)
※無料で利用可能

Repo
Pro

QuintessRepo Professional版
※有料

株式会社クインテス
21

Repo
Pro

Repo
Center
サーバー

Repo
Pro

キー認証
レポート

Repo

Repo

作成者企業

パートナー登録が必要です。

C) 許可した一般ユーザーのみにレポートを提供、販売する場合

Repo
Pro

Repo

作成者企業 パートナー企業

閲覧キーがない場合や正しい閲覧キーがな
い場合は、閲覧不可。

※ほぼ作成者と同等の権限があります。

RepoCenterで閲覧許可のためのキー「閲覧
キー」を取得していただきます・。

弊社ホームページ

レポート登録
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Quintess Repoの主な仕様
機能 項目 説明

データ データレコード数 無制限。推奨5000レコード以下(パソコン性能による)

データ項目数、サブ項目数 項目数無制限(推奨は500項目以下)。サブ項目数無制限

選択肢数 無制限

自由回答文字数 無制限

可能なデータ項目型 SA、MA、数量、FA、SA表、MA表、数量表、FA表、仮想表(バインド)など

質問分岐条件 AND/OR連結。連結数無制限、並行条件可能

読み込み可能ファイル CSVテキスト(カンマ、タブ区切り)

書き出し可能ファイル CSVテキスト(カンマ、タブ区切り)。書き出し項目指定可能。

データ加工(Pro版) 項目組み合わせ加工 3項目の選択肢またはデータ値から組み合わせ作成

計算加工 数量項目・MA個数・FA文字数・乱数の加減乗除、平方根、対数、四捨五入

ファイル加工(Pro版) ファイル連結 単純横連結、照合 大2項目による照合連結(一対一、多対一)など

分析 数量集計 単純集計、クロス集計、三重クロス集計

株式会社クインテス

分析 数量集計 単純集計、クロス集計、三重クロス集計
以上についての、件数カウント、数量項目合計。いずれもサンプルウェイト付可能
三重クロス以上の場合は、事前にデータ加工をすることで分析可能

結果表のタイプ 全結果表、表頭SA項目のクロス集計の要約表(Top/Top2/Bottom//Bottom2/平均)

数表加工 指定条件でカラー網掛け

レポート 作成できるグラフ 横棒、縦棒、積み上げ横、円、折れ線、散布図、以上の複数並列

グラフカラー １グラフに付き、15色まで。線色、塗りつぶり、水平/垂直/放射型グラデーション可能

グラフセグメント数 無制限。但し、グラフカラーバリエーションは15

ページデザイン テキスト付き四角枠・円・楕円(塗りつぶし、グラデーション可能)、矢印、図形矢印、ペーパー
型BOX、凡例BOX、メモBOXなど

ページタイプ データからの分析ページ、貼り込みデータのグラフ化ページ、表紙・中表紙、自由ページ等

ページ数、階層 ページ数無制限。ページ階層4階層。

メインボタン 8個以下(それ以外は、項目ツリーまたはページ目次にて)

分析軸ボタン 7個以下(それ以上は「その他項目」にて)

データ選択条件チェック 8条件以下。それ以上は、条件リストから選択可能

レポート出力 グラフページは、印刷、PowerPointファイルに。数表はExcelファイルに。 22
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動作環境、注意事項・制限事項

1. 動作環境
① パソコン Windows XP sp2以降、WindowsVista
② 画面 XGA(1024×768)、SXGA(1280×1024)以上

③ メモリ 推奨1Gバイト以上

④ ハードディスク 10Mバイト以上(作業スペース含む。データファイルサイズにより異なる)
⑤ 連動ソフト Excel出力、PowerPoint出力をする場合は、Microsoft Excel2000以上、

Microsoft PowerPoint2000以上

⑥ インターネット 必要に応じて接続できる環境(常時接続できないモバイル環境でも動作)

2. 注意事項、制限事項
① 基本機能を使用するには、Repoユーザーサイトでのユーザー登録が必要となります。未登録では編集結果

のファイル保存ができません。

株式会社クインテス

のファイル保存ができません。

② 登録情報は、レポート作成者情報に組み込まれます。正しく登録して下さい。

③ 仮登録をした場合、登録情報と作成レポートの編集権限は、本登録に原則として引き継がれます。

④ ユーザー登録・レポート閲覧認証・ 新システムへのアップグレードの際には、インターネット上のRepoユー

ザーサイトへのアクセスが必要となります。必要に応じて、ファイアウォールソフト、ファイアウォールサーバ
ーで、Repoプログラムからインターネット(Repoユーザーサイト)への接続許可をお願いします。

⑤ ユーザー登録キーやレポート閲覧の解除キーなどをメールで登録アドレス宛に送付しますので、
repo@quintess.co.jpおよびrepo@quintess.jpからのメールを受信拒否しないようにして下さい。

⑥ Microsoft Excel、PowerPointの今後のバージョン変更などにより、ファイル出力ができなくなる可能性もあり
ます。今後のすべてのバージョンへの対応を保障していません。Basic版などでご確認ください。
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