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はじめに
この度はアンケート集計ツール「田園 Version 3.0」をお使い頂きまして、誠にありがとうございます。
「田園 Version 3.0」は Microsoft Excel を使用して、アンケートの設問の設定、回収したアンケートの
データ入力、複雑な集計を簡単に行うためのツールです。
この分冊では、アンケート集計ツール「田園 Version 3.0」の特長と使用の準備について説明していま
す。
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第1章

「田園 V3」の特長

アンケート集計統合ツール「田園 Version 3.0」（以下「田園 V3」と表記）は、アンケート入力、集計、および
グラフ作成作業を行うツールです。Microsoft Excel 2000 以降（以下「Excel」と表記）のアドインとして動
作します。
アンケート用紙

アンケートの実施

回収

「田園 V3」
設問設定

データ入力

データ加工・集計

グラフ作成

 単純集計
 単数回答、複数回答、数値回答を組み合わせた
クロス集計
 単数回答の加重平均の算出
 自由記述回答の同義語処理（例：うどん、そば、
ラーメン→麺類）
 単数回答、複数回答、数値回答、自由記述回答
間の変換（基本版、プロフェッショナル版）

単純集計、クロス集計結果から、様々なグラフを
作成（プロフェッショナル版）
 円グラフ
 棒グラフ
 積上げ棒グラフ
 構成比グラフ
 折れ線グラフ
 タイルグラフ
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 アンケート集計ツールとして 15 年以上の実績をもつ安定したツールです。
「田園 V3」は、アンケート調査集計・処理専門企業で、少数精鋭のブレインの集まりである「テクノ
ファイブ株式会社」内で作成したいくつかのアプリケーションを統合したものです。
具体的には、アンケート集計を効率よく、便利に、正確に行うためのツール「畦道」と、わずかな作業
で集計結果からグラフを作成できるツール「蓮華」を統合したものです。
アンケート集計ツール「畦道」の原型は 1994 年に開発されました。その後 1999 年に「畦道」として
Version 1.0 が一般公開されています。「田園 V3」はその「畦道」の流れを汲んでいます。
したがって「田園 V3」は、アンケート集計ツールとしてすでに 15 年以上の実績があります。
 「田園 V3 プロフェッショナル版」には、複数人でひとつのアンケートデータを手分けして入力するた
めの作業を支援する機能を持っています。（
「Ⅳ データ入力支援機能編」）
• 設定済みの「設問設定」シート、「データ入力」シート、「ソースデータ」シート、「設問・選択し一覧」
シートを、別のブックにコピーします。コピーされたブックを別の人に渡すことによって、同じアン
ケート案件を複数人で手分けして入力することが可能になります。
• 手分けして入力することにより作成された複数の「ソースデータ」シートの内容を、ひとつのシート
に自動的に結合することができます。その際、「ソースデータ」シートの整合性をチェックします。
• 入力済みのサンプルデータの連番を自動的に調整し、1 から始まる連番に修正することができま
す。

「畦道 V2」「田園 V2」で作成したアンケートファイルも、「設問設定」シートに関しては「田園 V3」
でも使えます。ただし「畦道 V2」「田園 V2」で作られた［データ入力フォーム］シートは、「田園 V3」
ではそのまま使えませんので、「田園 V3」上で［データ入力フォーム］シートを再作成する必要が
あります。
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「田園 V3」のエディション
「田園 V3」には、3 つのエディションがあります。弊社 Web ページまたはオンラインソフトウェア流通サイト
Vector（ベクター）からダウンロードしていただけます。
田園 V3
プロフェッショナル版

田園 V3
基本版

田園 V3
デモ版

田園 V3P

田園 V3B

田園 V3D

要

要

不要

設問設定

○

○

○

データ入力

○

○

○

データチェック

○

○

○

入力支援

○

×

×

データ加工

○

○

×

単純集計

○

○

20 件まで

自由記述集計

○

○

20 件まで

クロス集計

○

○

20 件まで

クロス集計印刷

○

○

○

単純集計グラフ化

○

×

×

クロス集計グラフ化

○

×

×

その他

○

○

○

8,000 円

6,000 円

無料

SR212780

SR212781

−

エディション
略
称
ライセンス

機
能

価格（税別）
Vector レジサービス
作品番号
備

試用期限はありません。
ライセンス番号を入力する
と、「田園 V3 基本版」また
は「田園 V3 プロフェッショ
ナル版」として動作します。

考

「田園 V3」を入手するには
「田園 V3」は、弊社 Web ページ（http://www.techno5.net/software.html）からダウンロードしていただけ
ます。また、オンラインソフトウェア流通サイト Vector（ベクター）からもダウンロードしていただけます。
詳しくは、弊社 Web ページでご確認ください。
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アップグレードについて
弊社「畦道 V2」または「田園 V2」をお使い場合、「田園 V3 アップグレード版」をお使いいただけます。
使用中の製品
ご購入いただく
ライセンス
ライセンス登録時に
必要な情報

アップグレード後の
機能
価格（税別）
Vector レジサービス
作品番号

田園 V2
田園 V3 プロフェッショナル版
アップグレード

畦道 V2
田園 V3 基本版
アップグレード

田園 V3UP

田園 V3UB

「田園 V2」の頃の固有番号
「田園 V2」の頃の登録番号

「畦道 V2」の固有番号
「畦道 V2」の登録番号

田園 V3 プロフェッショナル版と同等

田園 V3 基本版と同等

4,000 円

3,000 円

SR212782

SR212783

アップエディションについて
「田園 V3 基本版」、または「田園 V3 基本版アップグレード」をお使いのお客様が、後からそれを「田園 V3
プロフェッショナル版」にアップエディションすることが可能です。

価格（税別）
Vector レジサービス作品番号

アップエディション
2,000 円
−

ライセンス番号の再発行について
コンピュータの買い替え等で「田園 V3」を使用するコンピュータが変わった場合は、いかなる理由であって
もライセンス番号の再発行が必要になります。
ライセンス番号再発行は、オンラインソフトウェア流通サイト Vector（ベクター）でも行えます。

価格（税別）
Vector レジサービス作品番号

ライセンス番号再発行
1,000 円
SR212784
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第2章

「田園 V3」の読み込み

ダウンロードしたファイルは任意の場所で解凍した後、「田園 V3 デモ版」としてご利用いただけます。この
章では、動作環境の確認と「田園 V3」の起動から終了までの流れを説明します。

「田園 V3」の動作環境の確認とセキュリティレベルの設定
「田園 V3」を利用するには、使用するパソコンが次の条件を満たさなければなりません。
 オペレーティングシステム：Windows 2000/XP/Vista/7/8
 Microsoft Excel の次のバージョンのいずれかがインストールされていること：
Microsoft Excel 2000/2002/2003/2007/2010/2013（32bit 版）
 Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)が正しくインストールされていること
 内容の確かなマクロだけを有効にできるように、Excel マクロのセキュリティレベルを適正に設定して
いること
Microsoft Excel 2010/2013 の 64bit 版では動作しません。ご了承ください。
マクロのセキュリティレベルの設定は、Excel を起動して次のように行います。
① Excel 2007 の場合は、
［Microsoft Office］ボタン→［Excel のオプション］→［セキュリティセン
ター］→［セキュリティセンターの設定］→［マクロの設定］の順にクリックして、［警告を表示してすべて
のマクロを無効にする］に設定します。

Excel 2003 の場合は、［ツール］メニューの［マクロ］−［セキュリティ］をクリックし、［セキュリティレベ
ル］タブでセキュリティレベルを「中」に設定します。
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「田園 V3」の読み込み
「田園 V3 サンプル.xls」ファイルを使用して、「田園 V3」の起動から終了までの流れを説明します。
① Excel を起動します
② 通常のブックと同じように「田園 V3.xla」ファイルを開きます。
「田園 V3」は、通常の Excel のファイルと同様に「開いて」使用することができます。また、アドイ
ンとして登録しておき（
12 ページ）、自動的に読み込んで使用することもできます。
③ 「Microsoft Office Excel のセキュリティに関する通知」ウィンドウが表示されたら、［マクロを有効に
する］ボタンをクリックします。

④ 「田園 V3 に関する注意」ウィンドウが表示されたら、内容を確認して［OK］ボタンをクリックします。

Excel の［アドイン］タブにメニューコマンド［田園 V3］が表示されます。
 Excel 2003 の場合は、メニューバーに［田園 V3］メ
ニューが追加されます。
 アドインとして登録している場合は、Excel を起動す
ると、自動的に「田園 V3」が読み込まれて、機能を利
用できるようになります。
アドインとして登録する方法については、12 ペー
ジで説明しています。
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⑤ 「田園 V3 サンプル.xls」ファイルを開きます
「田園 V3 サンプル.xls」ファイルは、「田園 V3」で作成し
たファイルです。
このファイルで、次のことを確認していただけます。
 ［サンプルアンケート］シートにはこのデータの元と
なっている設問が表示されます。
 ［ソースデータ］シートには、入力したデータが一覧
表示されます。1 行が 1 つのサンプルになります。
 ［単純集計］シートには、どの選択肢が何件（何％）
あったのかを集計した結果が表示されます。
 ［単純集計̲Q○○○グラフ］シートには、［単純集計］
シートの表を基にして作成したグラフが表示されま
す。

⑥ 「田園 V3 サンプル.xls」ファイルで［田園 V3］−［データ加工・集計］−［クロス集計］−［クロス集計実
行］の操作などを行ってみてください。
操作方法については、マニュアルを参照してください。
「田園 V3 サンプル.xls」ファイルに限らず、開いているファイルで［田園 V3］の機能を利用し、設
問設定からデータの入力、集計、グラフ化を行うことができます。

「田園 V3」の機能を停止することができます。
 ［田園 V3］メニューの［田園 V3 の終了］を選択すると、Excel を終了せずに「田園 V3」だけを
終わらせることができます。
シートを手作業で編集した場合に「田園 V3」の処理でエラーが発生した場合や、他のアドイン
を使用するときに「田園 V3」を停止しておきたい場合などに利用してください。
 アドイン登録している場合は、アドインを無効にすることができます。（
13 ページ）
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第3章

使用の準備

「田園 V3」の基本版、またはプロフェッショナル版として使用するには、次の準備が必要です。

１
使用条件や動作環境を確認します
使用条件と使用責任を確認します。（
16 ページ）
「田園 V3」の動作環境の確認とセキュリティレベルの設
定を確認します。（
6 ページ）

２
ライセンスを購入します
「田園 V3」デモ版をお使いになって気に入っていただ
けた場合は、基本版、またはプロフェッショナル版のラ
イセンスをご購入ください。
購入方法については 10 ページ参照してください。

３
使用するコンピュータの固有番号をテクノファイブに通知します
銀行振込していただいた場合は、コンピュータの固有
番号等の情報を電子メールまたは FAX で弊社まで必
ずご連絡ください。（
10 ページ）
 通知後、弊社からユーザ様に電子メールでライセン
ス番号を発行します。

４
競合するアドインを無効にします
「田園 V3」は、弊社の次のツールと同時に読み込むこ
とはできません。これらをアドイン登録している場合は、
アドイン登録を解除します。（
11 ページ）
 該当する弊社製品：
「畦道 V2」「蓮華 V2」「七草」「田園 V2」「畦道」「蓮華」
「楽々マクロ」

５
必要に応じて「田園 V3」のアドイン登録を行います
Excel の起動と同時に「田園 V3」が自動的に読み込ま
れるようにするには、Excel のアドインとして登録します。
アドインとして登録すると、毎回「田園 V3.xls」ファイル
を開く操作が不要になります。（
12 ページ）

６
ライセンス番号を入力し、ユーザ登録します
「田園 V3」の画面からユーザ登録を行います。完了す
ると、「田園 V3」プロフェッショナル版または基本版とし
て動作するようになります。（
14 ページ）
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ライセンスの購入
「田園 V3」デモ版をお使いになって、気に入っていただけましたら基本版、またはプロフェッショナル版のラ
イセンスをご購入ください。
次の方法でご購入いただけます。
 弊社に振り込む方法
銀行振込 りそな銀行 長岡天神支店 普通 ７１０７６６８
内宮 武紀（ウチミヤ タケノリ）
 Vector のレジサービスをご利用いただくこともできます。
作品番号等の情報は、弊社 Web ページ（http://www.techno5.net/）でご確認ください。
送金手数料は、恐れ入りますがご負担ください。

コンピュータの固有番号の通知とライセンス番号の取得
銀行振込していただいた場合は、次の情報を電子メールまたは FAX で弊社まで必ずご連絡ください。
① ご購入いただいたライセンスの種類
（プロフェッショナル版、基本版、アップグレードプロフェッショナル版、アップグレード基本版）
② ［田園 V3］−［田園 V3 について］を選択した時の画面に表示される「固有番号」
※この固有番号は、コンピュータごとに異なります。
③ アップグレード版の場合は、現在ご使用の「田園 V2」または「畦道 V2」の固有番号および登録
番号
連絡先： 電子メール（support@techno5.net）
または FAX（075-955-7240）
ライセンス料金をお支払いいただいたユーザ様には、「田園 V3 デモ版」の制限を解除し、エディションに
合った機能を使えるようするためのライセンス番号を発行させていただきます。

ライセンスに関するご注意
 「田園 V3」を使用するコンピュータの台数分だけ、ライセンスが必要です。例えば、ひとりの
ユーザが会社のパソコンと自宅のパソコンの両方で「田園 V3」を使用する場合には、ライセ
ンスは 2 つ必要となります。
 固有番号は使用するコンピュータ固有のものです。また、ライセンス番号もコンピュータ毎に
異なります。
ライセンス番号が入力されている状態の「田園 V3」を別のコンピュータにコピーして起動す
ると、デモ版としてしか動作しません。
 コンピュータの買い替え等で「田園 V3」を使用するコンピュータが変わった場合は、ライセン
ス番号の再発行が必要になります。
ライセンス番号の再発行は有償で、1,000 円（税別）をお支払いいただきます。
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弊社ツールのアドイン登録解除
「田園 V3」は、弊社のツール「畦道」「蓮華」「楽々マクロ」「畦道 V2」「蓮華 V2」「七草」「田園 V2」と同時に
読み込むことはできません。これらをアドイン登録している場合は、「田園 V3」を読み込む前に、アドイン登
録をすべて解除する必要があります。
 「畦道 V2」「蓮華 V2」「七草」「田園 V2」「畦道」「蓮華」「楽々マクロ」をアドイン登録していな
い場合は、この操作は不要です。
 これらのツールがアドイン登録されている状態で「田園 V3」を読み込んだ場合の動作保証
はしておりません。

① Excel を起動します。
② Excel 2003 の場合は、［ツール］メニューの［アドイン］を選択します。

 Excel 2007 の場合は、
［Microsoft Office］ボタン→［Excel のオプション］→［アドイン］の順に
クリックして、「Excel のオプション」ウィンドウを表示します。
さらに「Excel のオプション」ウィンドウの［管理］で［Excel アドイン］が選択されていることを確認し、
［設定］ボタンをクリックします。
③ 「アドイン」ウィンドウの［アンケート集計ツール 畦道］のチェックボックスをオフにし、［OK］ボタンをク
リックします。
ここでは「畦道」で説明します。「畦道 V2」「蓮華 V2」
「七草」「田園 V2」「蓮華」「楽々マクロ」も同様の操
作を行ってください。
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「田園 V3」のアドイン登録
「田園 V3」は、通常の Excel のファイルと同様に「開いて」使用することができます。また、アドインとして登
録して、使用することもできます。
「田園 V3.xla」を Excel のアドインとして登録すると、Excel を起動した時に「田園 V3」が自動的に読み込
まれます。これにより、「田園 V3.xla」を毎回開く操作を行わなくても「田園 V3」があたかも Excel の機能の
一部であるかのようにいつでも利用できるようになります。
① Excel を起動します。
② Excel 2007 の場合は、
［Microsoft Office］ボタン→［Excel のオプション］→［アドイン］の順にク
リックして、「Excel のオプション」ウィンドウを表示します。
「Excel のオプション」ウィンドウの［管理］で［Excel アドイン］が選択されていることを確認し、［設定］ボ
タンをクリックします。

 Excel 2003 の場合は、［ツール］メニューの［アドイン］を選択します。
③ 「アドイン」ウィンドウの［参照］ボタンをクリックし、「ファイルの参照」ウィンドウで「田園 V3.xla」ファイル
を指定して［OK］ボタンをクリックします。
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④ ［アンケート集計統合ツール「田園 V3」］という項目がアドインの一覧に追加され、チェックボックスがオ
ンになっていることを確認し、［OK］ボタンをクリックします。

⑤ 注意の内容を確認し、［OK］ボタンをクリックします。

これで Excel を起動した時に「田園 V3」が自動的に読み込まれるようになります。

「田園 V3」のアドイン登録を無効するには
他のアドインを利用するときなどに「田園 V3」のアドイン登録を無効にしたい場合は、「弊社ツールのアドイ
ン登録解除」（
11 ページ）と同様の操作を行って、アドイン登録を無効できます。
Excel の次回起動時から、「田園 V3」が自動起動しなくなります。
再びアドイン登録を有効にしたい場合は、前ページの操作手順①~②で「アドイン」ウィンドウを表示し、［ア
ンケート集計統合ツール「田園 V3」］のチェックボックスをオンにしてください。
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ユーザ登録
ユーザ登録を行うと、「田園 V3」がプロフェッショナル版または基本版として動作するようになります。
ライセンス購入時に発行したライセンス番号を準備し、次の操作を行います。

ライセンスを新規購入した場合
① Excel を起動し、「田園 V3」を読み込みます。
 「田園 V3」をアドイン登録していない場合は、「田園 V3.xla」ファイルを開きます。
 アドイン登録している場合は、Excel を起動すると自動的に「田園 V3」が読み込まれます。
② ［田園 V3］−［田園 V3 について］を選択します。
③ 「田園 V3 について」ウィンドウの［ユーザ登録］ボタンをクリックします。

④ 「田園 V3」ウィンドウの［ライセンス種別］で［新規］ラジオボタンを選択します。［ライセンス番号］の欄
に、ライセンス購入時に弊社が発行したライセンス番号を入力し、［OK］ボタンをクリックします。

ライセンスが登録され、エディションに合った機能が
使えるようになります

④ 「田園 V3 について」ウィンドウの［OK］ボタンをクリックします。
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ライセンスをアップグレードした場合
① Excel を起動し、「田園 V3」を読み込みます。
 「田園 V3」をアドイン登録していない場合は、「田園 V3.xla」ファイルを開きます。
 アドイン登録している場合は、Excel を起動すると自動的に「田園 V3」が読み込まれます。
② ［田園 V3］−［田園 V3 について］を選択します。
③ 「田園 V3 について」ウィンドウの［ユーザ登録］ボタンをクリックします。

④ 「田園 V3」ウィンドウの［ライセンス種別］で［バージョンアップ］ラジオボタンを選択します。
「畦道 V2」または「田園 V2」の固有番号と登録番号を［固有番号］および［登録番号］の欄に入力しま
す。
［ライセンス番号］の欄に、ライセンス購入時に弊社が発行したライセンス番号を入力します。
［OK］ボタンをクリックします。

ライセンスが登録され、エディションに合った機能が
使えるようになります

④ 「田園 V3 について」ウィンドウの［OK］ボタンをクリックします。
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第4章

ユーザサポート

ユーザサポート場所
サポートをご利用いただくには、ユーザ登録（13 ページ）が必要です。
未登録の方からの直接のご質問は、登録方法や「田園 V3」の入手方法を除いてお受けできま
せんので、ご了承ください。
本ソフトウエアに関するご質問等のサポートは、次の方法で行っております。
 Web ページ
http://www.techno5.net/
 電子メール
support@techno5.net
 FAX
075-955-7240

使用条件と使用責任
 著作権者の許可無しに、「田園 V3」および本マニュアルの営利目的ソフト・書籍への収録等の販売
行為はできません。また、本ソフトウエアに改造を加える行為・リバースエンジニアリングもできませ
ん。
 ご利用者が「田園 V3」を選択・インストール・使用すること、およびその使用したことによって生じた如
何なる結果につきましても、著作権者および販売者がその責任を負うものではありません。ご利用者
が責任をもって使用してください。
 正規ユーザ登録された方は、以下の項目について、ご自身で管理していただく義務があります。
登録した使用者氏名、及び住所
申請した電子メールアドレス、または電話番号、FAX 番号
登録・送金方法とその日時
弊社より通知されたライセンス番号
上記の内容が、本プログラムをユーザ登録した場合の正規登録ユーザの確認をする基本データとな
ります。
 なお、当該使用条件についてご納得いただけない場合には「田園 V3」の使用を直ちに中止し、本ソ
フトウエアに関する全てを破棄してください。
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転載・収録等について
「田園 V3」ソフトウエア本体やマニュアルは、自由に配布してかまいません。ただし、配布を受けた人が「田
園 V3」を継続して利用される場合には、必ずユーザ登録をお願いします。

他ネット・ホームページへの転載
「田園 V2」や操作マニュアルの他ネットへの転載については、以下の項目を事前にお知らせください。
 ネット名称または URL
 所在地
 主催者名
 アクセス電話番号・ゲスト ID
 転載者名(本名)および連絡先電話番号あるいは加入ネット ID
転載時は、入手したアーカイブに変更を加えないで、そのまま転載してください。

雑誌等への紹介・収録
雑 誌 な ど へ 収 録 す る 場 合 は 、 事 前 に 弊 社 に 電 子 メ ー ル （ support@techno5.net ） 、 ま た は FAX
（075-955-7240）でご連絡ください。また、収録誌を弊社まで送付してください。

関連サービスのご案内
アンケート調査の集計・処理のアウトソーシングをご検討されている場合は、テクノファイブ株式会社にお
問い合わせください。
当社はアンケート入力、アンケート集計のお手伝いをする少数精鋭のベンチャーです（調査会社ではあ
りません）。2,000 件を超すいろいろな分野のアンケート調査を集計した実績経験から得た多くのノウハ
ウを持っています。
お問い合わせ先

テクノファイブ株式会社
〒617-0826
京都府長岡京市友岡西山１７−４０
TEL 075-955-7220 FAX 075-955-7240
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付録

メニュー索引

設問設定・
データ入力

メニュー項目

参照ページ

設問設定作成編集
設問一覧作成

データ入力・操作

Ⅱ-2

支援
データ入力

設問一覧作成

Ⅴ-62

設問一覧作成（記号無）

Ⅴ-63

設問・選択肢一覧作成

Ⅱ-38

新規データ入力

Ⅲ-4

シート間整合性チェック

Ⅲ-16

回答チェック

Ⅲ-17

数量回答合計値チェック

Ⅲ-19

MA 設問最大回答数確認

Ⅲ-22

サンプル抽出用フィルタ設定

Ⅲ-24、Ⅴ-65

サンプル抽出

Ⅴ-68

データ入力フォーム再作成

Ⅱ-40

ソースデータシート再作成

Ⅱ-43

データ加工・
集計

クローン作成

Ⅳ-5

ソースデータ結合

Ⅳ-7

設問項目結合

Ⅳ-10

ソースデータ連番設定

Ⅳ-11

データ加工

選択肢統合表作成

Ⅴ-5

選択肢統合実行

Ⅴ-5

IN→SA 設定表作成

Ⅴ-9

IN→SA 実行

Ⅴ-9

SA→MA（Y/N）設定表作成

Ⅴ-11

SA→MA（Y/N）実行

Ⅴ-11

SA→MA（積上）複数

Ⅴ-13

SA→IN 設定表作成

Ⅴ-14

SA→IN 実行

Ⅴ-14

MA→SA（Y/N）設定表作成

Ⅴ-16

MA→SA（Y/N）実行

Ⅴ-16

MA→SA（条件）設定表作成

Ⅴ-18

MA→SA（条件）実行

Ⅴ-18

MA→SA（回答数）設定表作成

Ⅴ-20

MA→SA（回答数）実行

Ⅴ-20

MA→IN（選択肢）設定表作成

Ⅴ-22

MA→IN（選択肢）実行

Ⅴ-22

MA→IN（回答数）数量

Ⅴ-24

不明選択肢化

Ⅴ-25

特定選択肢不明化

Ⅴ-26

非該当選択肢化

Ⅴ-27

項目結合

Ⅴ-28

項目クロス

Ⅴ-29
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データ加工・
集計

メニュー項目

参照ページ

カテゴリー置換
単純集計

クロス集計

グラフ作成

単純集計
クロス集計

Ⅴ-64
専用シート作成

Ⅴ-31

単純集計実行

Ⅴ-32

加重平均算出

Ⅴ-37

自由記述集計

Ⅴ-42

自由記述カテゴリー置換

Ⅴ-47

シソーラス用シート作成

Ⅴ-45

専用シート作成

Ⅴ-50

クロス集計実行

Ⅴ-52

印刷編集

Ⅴ-61

標準グラフ作成

Ⅵ-6

タイルグラフ作成

Ⅵ-9

標準グラフ作成

Ⅵ-12

タイルグラフ作成

Ⅵ-15

標準グラフデータレベル操作

Ⅵ-18

タイルグラフデータレベル操作

Ⅵ-19

グラフ一括モノクロ化

Ⅵ-20

ページレイアウト表示

Ⅵ-21

「田園 V3」について

Ⅴ-69〜71

「田園 V3」の終了

Ⅰ-8
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