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できること 

Excel ファイルに記載された情報を、複数のWord ファイルに同時に差し込むことができます。 

作成されたWord ファイルを、1つ 1つ自動で指定したフォルダ内に保存できます。 

メールの自動作成も可能です。 

請求書、納品書、案件毎の特定資料、メールなど、お客様毎にカスタマイズした書類やメールを自動で作成します。 

 

 

図 1 文書管理くん 

 

出来上がった書類の余白、文字、行数など、ボタンをクリックするだけで簡単に調整できます。 

 

図 2 書式調整ボタン 

Excelファイルの内容が表

示されます。 

項目を選択します。 

自動作成 
Word ファイル名が表示さ

れます。 

作成するファイルを選択し

ます。 
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初期設定（１） 

インストールをすると、ツールバーまたは [アドイン] タブに以下のボタンが表示されます。 

 

図 3 ボタン 

 

[ファイル作成] ボタンをクリックすると、図 4のダイアログが開きます。初期状態では、Excelファイルもテンプレート

フォルダも選択されていないため、表示欄には何も表示されていません。 

 

 

図 4 初期状態 

 

次ページで、具体的なファイルを選択してみます。 

選択されていません 

選択されていません 
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（１）Excelファイルの選択 

[参照...] ボタンをクリックして、Excel ファイルを選択してください。 

例として、以下の情報が入った「翻訳管理ファイル.xls」を用います。 

 

 

図 5 差し込む内容が記載された Excel ファイル例 

[参照...] ボタンからファイルを選択すると、以下のようにファイル内の情報が表示されます。 

 

図 6 文書管理くんに読み込まれた内容 
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（２）テンプレートフォルダの選択 

[参照...] ボタンをクリックして、Word ファイルが保存されたフォルダを選択してください。Word ファイルは、テンプレ

ートファイル（.dot, .dotx）でも、通常の文書ファイル（.doc, .docx）のいずれでも構いません。 

 

例として、テンプレートとして用いる Word ファイルが保存された VIPフォルダを選択します。 

このフォルダには、以下のようなフォルダが入っています。 

 

 

図 7 VIP フォルダ内のWord ファイル例 

 

 

[参照...] ボタンから「VIP」フォルダを選択すると、以下のようにファイル一覧が表示されます。 

 

 

図 8 文書管理くんに読み込まれたWord ファイル例 
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初期設定（２） 

文書保存用フォルダを設定します。 

[フォルダ管理] タブをクリックして、以下の画面を表示します。 

[参照...] ボタンをクリックしてフォルダを選択します。 

このフォルダに、自動作成されたファイルを保存できます。 

 

図 9 [フォルダ管理] タブ 

  

作成された書類を自動で保存す

るフォルダを選択します。 

納品用にファイルを保存するため

のフォルダを選択します。 
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プリンタを選択します。ここで選択したプリンタが、自動印刷で使われます。 

 

図 10 [設定] タブ 

 

現在Wordで使えるプリンタがリストで表示されます。 

 

図 11 プリンタのリスト 

 

メールソフトを選択します。現在、Outlook または Thunderbird を使えます。 

 

図 12 メールソフトの選択 
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書類の作成方法 

差し込み印刷のように、手軽に文書を作成できます。 

差し込む情報は全て Excelファイルから読み込みます。 

 

 

図 13 文書作成のフロー 

 

（１）差し込み内容の選択 

管理番号の１～３を選択しました。 

 

図 14 差し込む内容（行）の選択例 

  

（１）差し込
む内容の選択

•Excelファイルの項目（行）を選択

•複数行の選択が可能

（２）文書の
選択

•対象とするWordファイルを選択

•複数ファイルの選択が可能

（３）文書の
作成

•Wordファイルを作成する

•Wordファイルを保存する

•Wordファイルを印刷する
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（２）文書の選択 

VIPフォルダ内のファイル全てを選択しました。 

 

 

図 15 文書の選択例 

（３）文書の作成 

[作成]、[保存]、[フォルダ作成・保存]、[メール]、[印刷]ボタンのうち該当するものをクリックします。 

 

図 16 書類作成のボタン 

 

ボタン名 機能 

作成 （２）で選択したファイルをそれぞれ作成します。 

保存せずに開いたままにします。 

保存 図 9で設定したフォルダに、ファイル名を付けて自動的に保存しま

す。この時のファイル名は、ひな形のファイル名です。 

[[管理インデックス]]_コメント.doc という名称のひな形ファイルの場

合、[[管理インデックス]] 部分に Excelファイルの情報が差し込まれ

ます。 

フォルダ作成・保存 図 9で設定したフォルダ内に [[管理インデックス]] という名称のフ

ォルダを作成し、その中にファイルを保存します。 

ファイル名は上記の通りです。 

メール 指定したメールソフトにおいてールを作成します。 

印刷 図 11で設定したプリンタで印刷します。 

表 1 ボタンの機能  
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レイアウト調整 

図 3の[レイアウト] ボタンをクリックすると、以下のボタンが表示されます。 

 

図 17 書式調整ボタン 

 

ボタン名 機能 

大 余白を大きくします 

中 余白を中くらいにします 

小 余白を小さくします。 

 文書全体のフォントサイズを大きくします 

 文書全体のフォントサイズを小さくします 

 
行間を広くして、1ページ当たりの行数を減らします 

 行間を狭くして、1ページ当たりの行数を増やします 

[連番] 特許明細書の段落番号を連番にします 

[まとめ] 

まとめファイルを開いて実行すると、まとめファイルが保存されている

フォルダ内の図面と特許明細書のクレーム内容を自動的に取得しま

す 

表 2 ボタンの機能 
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差し込む内容を記載した Excelファイルの作り方 

Excel ファイルの一番左側のシート（1シート目）に情報を入力します。 

1行目に項目名、2行名以降に情報を入力します。 

 

ファイル形式は、.xls と.xlsxのいずれも可能です。 

表には罫線を引いても引かなくてもいずれも可能です。使いやすいように加工してください。 
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ひな形ファイルの作り方 

Wordの通常の文書でも、テンプレート形式の文書でもいずれの場合でも利用いただけます。 

Excel ファイルから情報を差し込みます。差し込む箇所は、Excelの項目名（1行目の列の名称）を半角の各括弧 

[[ と ]] で囲んだ部分です。 

以下の例の場合、赤線で囲んだ部分です。 

 

図 18 ひな形の例 

 

この文字列は、文書管理くんのダイアログの [情報入力] タブから、項目をダブルクリックして入力できます。ここには、

現在読み込まれているExcelファイルの 1行目の項目名が表示されます。内容を差し込む位置に、正確にマーカー

となる文字列を入力できます。 

 

図 19 [情報入力] タブ 
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なお、ひな形ファイルを.dotや dotxでテンプレートファイルとして作成すると、このひな形ファイルから作成した文書

には、ひな形ファイルのページ設定（余白、行間、標準フォントの種類など）などの書式がすべて反映されます。 

 

保存用の文書を作成する場合には、ひな形ファイルの名称にも工夫ができます。 

以下、ファイル名を 

【請求書】[[案件番号]]_[[担当者名]]様_[[見積日]].doc 

とします。 

すると、ファイル名にも情報が差し込まれて、案件ごとに別々のファイル名にて保存できます。 

以下の例では、3ページ目に封筒の印字内容も設定しています。 
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この場合、Excelファイルには、以下のような情報が掲載されています。 

 

 

 

X列の[管理インデックス] は、フォルダを作成するための名称です。 

図 16で[フォルダ作成・保存] ボタンをクリックしたときに、図 9で設定したフォルダ内に [[管理インデックス]] とい

う名称のフォルダを作成し、その中にこのファイルを保存します。 

上記例では、[管理インデックス]を[案件番号]と同じ値にしています。案件番号と会社名を組み合わせることも可能で

す。管理がしやすいように自由に設定できます。 
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お問い合わせ 

担当：新田順也（nitta@n-i-t.jp） 

エヌ・アイ・ティー株式会社 http://www.n-i-t.jp/ 

 

 

動作確認 

Windows 7, Windows 8, Windows 10で動作確認済み 

Word 2003, Word 2007, Word 2010, Word 2013, Word 2016で動作確認済み 

 

  

mailto:nitta@n-i-t.jp?subject=文書管理くん　お問い合わせ
http://www.n-i-t.jp/
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ソフトウェア使用許諾契約書 

文書作成支援ソフト「文書管理くん」（以下、本ソフトウェア）をご使用になる前に、本ソフトウェア使用許諾契約書（以

下、「本契約」という）をよくお読みください。 

お客様がツール導入時に [同意する] ボタンをクリックされた時点で、お客様が本契約の締結に同意されたものとみ

なします。 

第 1 条  使用許諾  

1. エヌ・アイ・ティー株式会社（以下「NIT」という）は、お客様に対して本契約書の定める条件の下で、本ソフトウェア

を使用できる、非独占的な使用権（以下、「本使用権」という）を許諾します。 

2. 本契約に基づきお客様が本ソフトウェアを使用した場合、いかなる意味においても、お客様に対する何らの権利

移転等を意味するものではありません。 

3. お客様が安全保障上その他の理由で米国政府による輸出規制の対象となっている国の国民の場合は、本ソフト

ウェアの使用許諾は致しかねます。 

第 2 条 使用権の範囲 

本使用権の内容は以下の通りと致します。 

1. 本契約により、NIT との特別な取り決めがない限り、一ライセンスにつき一台のコンピュータ上でのみ本ソフトウェ

アを使用することができます。 

2. 前項にかかわらず、お客様のご利用環境に応じて、次の各号に従って本ソフトウェアを使用することができます。 

 (1) お客様の管理のもと第 5 条に違反しない範囲で、一台のコンピュータにのみインストールした本ソフトウェアを

複数人で使用することができます。 

 (2) 本ソフトウェアの使用者がお客様ご自身（法人の場合は特定の従業員 1名）に限られている場合は、本ソフトウ

ェアを同時に使用しないという条件で、お客様（当該従業員）のみが使用する他のコンピュータにインストールするこ

とができます。 

3. 本使用権は本契約の有効期間中に限り存続するものとします。 

第 3 条  著作権等 

1. ライセンス製品及びマニュアルに関する著作権、特許、商標権、ノウハウ及びその他のすべての知的財産権は全

て NITに帰属します。 

2. お客様は、NITの書面による事前の承認を得ることなく、ライセンス製品及びマニュアルを第三者へ賃貸または

譲渡できないものとし、かつ、ライセンス製品及びマニュアルに担保権を設定することはできないものとします。 

第 4 条  保証に関する免責事項 

1. ライセンス商品のインストール、ダウンロードを行うことによって生じる費用は一切負担いたしません。 

2. NITは、ライセンス製品の機能がお客様の特定の目的に適合することを保証するものではなく、ライセンス製品の

誤用等に起因するお客様の損害につき一切の保証をいたしません。 

3. お客様が選択、導入、使用されるソフトウェアから生じる影響につきましては、お客様の責任とさせていただきます。

ライセンス製品及びマニュアルの使用に起因してお客様又はその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害及

び逸失利益に関して NITは一切の責任を負いません。 

第 5 条  禁止事項 

お客様が以下の行為を行なうことを禁止致します。 
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1. 特に定める場合を除き、他の第三者に対し、本ソフトウェアおよび登録に必要なパスワードを販売、再使用許諾、

貸与あるいは譲渡すること（これに類似する行為を含む）。 

2. 不特定多数の者によるアクセスが可能な電子掲示板やウェブ・サイトなどに、本ソフトウェア、登録に必要パスワー

ドあるいは関連するドキュメントをアップロードまたは掲示すること。 

3. 本ソフトウェアあるいは関連するドキュメントを補修、翻案、リバース・エンジニアリング、 逆コンパイル、逆アセンブ

ルすること、本ソフトウェアを利用して他のソフトウェアを製作すること、また登録に必要なパスワードの発行。 

4. その他 NITないし第三者の信用を毀損し、あるいは損害をもたらす一切の行為を行なうこと。 

第 6 条  契約の解除 

1. お客様が、前条の各号に記載された禁止事項の一条項にでも違反した場合、NITは、お客様に対し書面、口頭

または電子メール等により、その是正又は削除を求め、お客様がそれに従わない場合は、関係する所轄当局への通

報を行うことが出来るものとします。 

2. NITは、その都合により、本契約を終了することができます。本契約が終了した場合には、お客様は本ソフトウェ

ア、登録に必要なパスワードおよび関連するドキュメントを直ちに破棄しなければなりません。 

3. お客様が、ライセンス製品のアップグレードを行った場合、本契約は解除され、アップグレード後のライセンス製

品の契約の規定が有効になります。 

第 7 条  一般条項 

1. 本契約は、ライセンス製品の使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客様と NIT との間になされたすべての取

り決めに優先して適用されます。 

2. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。 

3. 本契約に関連して法律上の紛争が生じた場合は、日本国における東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第

一審の専属的合意管轄裁判所といたします。 


