
 
- 1 -

ウエブ型 後援会名簿管理／選挙ソフト…ＩＧサポート_クラウド 

 

ＩＧサポート価格表と搭載機能一覧 
 

 
アイジーシステム株式会社 
令和 ５年 ２月 １日現在 
http://www.i２y-support.com 

 

目 次 

１．ＩＧサポート(支援者名簿まるごと管理システム)とは！ Ｐ１  
 

２．ＩＧサポート(Ｖ１３)のタイプと価格 Ｐ２  

■ＩＧサポートのタイプ 

■価格（CD-ROM 版） 

※お試し＆リース版(税込価格) 

※参考（デモソフト版とＩＧサポート Lite 無償版)  

■オプション Ｐ３  

■クラウド同時セットアップ価格 

■オプション価格 
 

３．ＩＧサポートの購入方法 Ｐ４  

□購入の申し込み 

□見積の依頼 

□お試し＆リース版の申し込み(無料) 
 

４．タイプ別搭載機能等 Ｐ５  

□搭載機能一覧 

□属性区分の項目数等 
 

ＩＧサポート(Ｖ１３)の特長 Ｐ６～７ 
 

 

１．ＩＧサポート(支援者名簿まるごと管理システム)とは！  
 

 
ＩＧサポート(支援者名簿まるごと管理システム)は、政治家の政治活動や選挙・後援会活動をサポートするため、

後援会入会者や紹介者だけではなく集会参加者や後援会の世話人、友人・知人、同級生、各種支援団体の会員

など後援会事務所の様々な名簿を、一つの後援会名簿(電子ファイル)でまるごと一括管理する、後援会名簿管理

ソフト＆選挙ソフトです。 

ＩＧサポートは、これまでに様々な選挙運動に携わった選挙参謀が設計したもので、市販の名簿ソフトや他の選

挙ソフトとは違って選挙年をシステムに設定しますので、選挙ごとに後援会の入会者とその紹介者を完全に管理

することができます。 

発売以来ユーザの方からのご要望にお応えして、新規データ登録時の二重登録防止機能、データ入力作業の

省力化機能、ゼンリン電子住宅地図との連携(地図落とし)、会費等の受入記録や応対記録管理、ＮＴＴ電話帳デー

タの取り込みなど様々な機能の充実を図って参りました。 

ＩＧサポートは現在、国会議員、知事、市長、区長、県議会議員、市町村議員など様々な政治家の後援会事務所

の支援者や支持者の名簿管理業務で活躍中です。 

令和２年７月からクラウドシステム(＋GoogleMapsAPI)を搭載できるＩＧサポート_クラウドの販売を開始しました。 
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２．ＩＧサポート(Ｖ１３)のタイプと価格  
  

■ＩＧサポートのタイプ 
 

ＩＧサポートのタイプ 説 明 使用対象者 購入方法 

ＩＧサポート Ｌタイプ 
地方議会議員の後援会名簿管理用です。シンプルなライト版です。

個人データのみを管理します。ただし、企業名や各種団体名、法人

名＋代表者名も登録することができます。 市区町村議員 

都道府県議員 

市区町村長 

 
ＦＡＸ 

メール 

 

 

ＩＧサポート Ｓタイプ 

ＳタイプとＰタイプは、個人データと法人データ(各種団体や企業、個

人商店、名刺データ等)の両方の登録者をシームレスに管理するこ

とができます。 

※Ｓタイプは、ＩＧサポ－トの標準タイプです。 

ＩＧサポート Ｐタイプ 
主に国会議員向けのＳタイプのグレードアップ版です。 

※政党関係者や首長・議員の詳細管理ができます。 

衆議院議員 

参議院議員/知事 
 

 
■価格（CD-ROM 版） 

CD-ROM 版をご購入いただくと、２か月間は無料でクラウドシステム(＋GoogleMapsAPI)をお試しいただけます。 
ただし、お試し期間中にクラウド(アマゾンウエブサービス)に送信できるデータ件数は、１，０００件までです。 
 

ＩＧサポートのタイプ 価格(税別) 価格(税込) 

Ｌタイプ ９０，０００円 ９９，０００円 

Ｓタイプ １２０，０００円 １３２，０００円 

Ｐタイプ １５０，０００円 １６５，０００円 

＜備考＞  

１ ＩＧサポートのシステムバージョンは、Ｖ１３です。 

２ CD-ROM版は、買い取りになります。ＦＡＸ（メール）で弊社に購入のお申込みをいただきますと、アンケート結果を元にお客様専
用のシステムプログラムを作成して、システムディスク(CD-RＯM)と操作関係書類一式(リングファイル)をお送りいたします。 

３ CD-ROM 版には、クラウドシステム(＋GoogleMapsAPI)のお試し版(２か月間試用可)がインストールされています。パソコンで管

理するＩＧサポートの登録データを、スマホやタブレットＰＣ、他のパソコン上で閲覧したり、所在地を簡単にグーグルマップに落と

すことができます。また、GoogleMapsAPI を搭載しているので、ユーザ専用のグーグルマップ(ＡＰＩ地図)を設けておくことができま

す。ＡＰＩ地図には、全登録者の所在地にマーク(１３種類６色)とＩＧサポートの登録情報(名前、住所他の組み合わせ９種類)を落とす

ことができ、そのＡＰＩ地図をいつでもスマホやタブレットＰＣ、他のパソコンに表示することができるようになります。また、［済］マー

クは、ＡＰＩ地図上で手動での書き換えができるようになっています。 

４ ２か月間のクラウドシステム無料お試し期間終了後も引き続いてクラウドシステムを使用される場合は、オプション「クラウド

同時セットアップ価格」に記載のクラウド区分の費用をお支払い下さい。 

５ クラウドシステムを使用されない場合は、そのままＣＤ－ＲＯＭ版としてお使い下さい。お試し期間のクラウドシステムは、ＩＧサ

ポートの使用開始から２か月後に自動的に遮断されます。 
６ ＩＧサポートをネットワーク環境(複数台のＰＣで一つのデータファイルを共有すること)で使用する場合は、オプション 「ネットワー

クキー」の購入が必要です。 
７ ＩＧサポートに地区設定機能を組み込む場合は、オプション「地区設定組込」の購入が必要です。 
８ ＩＧサポートでゼンリン地図を使用する場合は、オプション「ＩＧ地図システムとゼンリン電子住宅地図」の購入が必要です。 

 
 
 

※ＩＧサポート Lite(無償版) 
ＩＧサポート Lite(無償版)は、弊社サイトから無料ダウンロードできます。 

無償版には、データ登録制限(５，０００件)及び使用期間の制限(１年間)がかかっています。 

ライセンスキーをご購入いただくと、そのままリース版に移行することができます。また、製品版に乗り換えることもできます。 
 

タイプ 価格 導入方法 価格(税込) 

Ｌタイプ 有料 ライセンスキー購入 １年目：４４，０００円／年  ２年目：３３，０００円／年 
 

※ ＩＧサポートLite無償版は無償期間を過ぎると、ライセンスキーをご購入いただくと引き続いてリース版として

１年間継続してご使用いただくことができます。また、製品版への乗り換えが可能です。 

 
 

※デモソフト版 
タイプ（Ｌ・Ｓ・Ｐ）別のデモ用ソフトです。約２００件の新規データを登録できます。デモソフトをご希望の方は、弊社サイトからダウンロ

ードできます。 
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■オプション 
 
■クラウド同時セットアップ価格 

 
ＩＧサポート（CD-ROM 版）購入時に、２か月間の無料お試し期間終了後も引き続いてクラウドシステムを使用される場

合は、クラウド区分に応じた費用がかかります。 

この価格には、クラウドの初期セットアップに要する費用と１年間のクラウド使用料が含まれています。 
 

クラウド区分 タイプ 価格(税別) 価格(税込) 

Ａ クラウドシステムのみ 全タイプ共通 ７０，０００円 ７７，０００円 

 

Ｂ 

 

クラウドシステム＋GoogleMapsAPI 
Ｌタイプ １００，０００円 １１０，０００円 

Ｓタイプ １１０，０００円 １２１，０００円 

Ｐタイプ １２０，０００円 １３２，０００円 

   
＜備考＞ 

１ ＩＧサポートにクラウドキーをインストールすると、パソコンで管理するＩＧサポートの登録データをクラウド(アマゾンウエブサー

ビス)に置くことができ、スマホやタブレットＰＣ、他のパソコン上でＩＧサポート登録データを閲覧したり、所在地を簡単にグーグル

マップに落とすことができるようになります。また、応対結果(訪問・オルグ・ローラー作戦等の記録)を、スマホやタブレットＰＣか

らパソコンのＩＧサポートに簡単に取り込めるようになります。 

２ クラウドシステムに付加して GoogleMapsAPI を設定すると、ユーザ専用のグーグルマップ(ＡＰＩ地図)を設けておくことができ

ます。ＡＰＩ地図には全登録者の所在地にマーク(１３種類６色)とＩＧサポートの登録情報(ＩＤ番号、名前、住所、反応、紹介者名

等の組み合わせ９種類)を落とすことができ、そのＡＰＩ地図をいつでもスマホやタブレットＰＣ、他のパソコンに表示することが

できるようになります。また、「済」マークは地図上で手動での書き換えができます。 

３ クラウド同時セットアップの価格には１年間の使用料が含まれていますが、クラウドユーザごとにクラウド使用料がかかる

ことはありません。また、クラウドユーザの人数に、制限はありません。 

４ クラウド同時セットアップに要する費用のお支払いは、ＩＧサポートの使用開始後２か月以内に、ご使用になるセットアップ区

分の金額を銀行にお振り込み下さい。その後にユーザ登録をしていただきます。 

５ クラウドキーは、メールに添付してお届けします。領収書は、郵便で送付します。 

６ ２年目以降もクラウドシステムをご利用になる場合は、オプション価格(クラウドキー)が適用されます。 

７ ＩＧサポート使用中にクラウドシステムを新たに導入する場合は、オプション価格（クラウドセットアップとクラウドキー）が適

用されます。 

 
 

 

■オプション価格 
 

オプションの区分 価格(税抜) 販売価格(税込) 備 考 

ネットワークキー(有効期間１年) ３０，０００円／年 ３３，０００円／年  

 

 

 

 

 

 

 

 

ユーザ選択 

有料サポート(１年間) ２０，０００円  ２２，０００円／年  

地区設定組込 ４０，０００円  ４４，０００円  

クラウドセットアップ 
クラウドシステム設定 

全タイプ共通 
４０，０００円 ４４，０００円 

GoogleMapsAPI設定 ６０，０００円 ６６，０００円 

 

［クラウドシステムのみ］ 

クラウドキー (１年間の使用料) 
全タイプ共通 ５０，０００円／年 ５５，０００円／年 

 
［クラウドシステム＋GoogleMapsAPI］ 

クラウドセットキー (１年間の使用料) 

 

Ｌタイプ ７０，０００円／年 ７７，０００円／年 

Ｓタイプ ８０，０００円／年 ８８，０００円／年 

Ｐタイプ ９０，０００円／年 ９９，０００円／年 

ＩＧ地図システム(地図エンジン) ２４０，０００円  ２６４，０００円 

ゼンリン電子住宅地図 
買取 

市町村別価格 お見積もり額 
リース(３年) 

データ変換(エクセル→ＩＧサポート) 別表１  お見積もり額  

ＮＴＴ電話帳データ 別表２ お見積もり額 

操作方法の講習（別途要交通費） ４０，０００円 ４４，０００円 

後援会活動・選挙運動の便利帳(CD-ROM) １３，０００円  １４，３００円  単体販売 
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＜備考＞  

１ ネットワークキー(有効期間１年)は、複数台のＰＣでＩＧサポートの一つのデータファイルを共有使用できるネットワーク機能を、１年間
に限り付加します。ただし、ＰＣの接続台数に制限はありません。また、４年ごとの選挙の年だけの購入でもかまいません。 

２ 有料サポート(１年)は、ユーザが独自に行うエクセルデータの取込作業や印刷帳票レイアウト作成作業の支援を行います。 
３ 地区設定組込は、小学校の校区単位や新市と旧市の区域など、特定の地域単位に地区名を自動入力するマスタデータを弊社でＩＧサ

ポートシステムプログラムに組み込んでから出荷いたします。 
４ ＩＧサポート（CD-ROM 版）の購入と同時にクラウドシステム（＋GoogleMapsAPI）を導入する場合は、オプション(クラウド同時セットアッ

プ価格)が適用されます。       ＜参考＞クラウドは、アマゾンウエブサービス（ＡＷＳ)を使用します。 
５ ＩＧサポートの使用中に新たにクラウドシステムを導入する場合は、オプション価格（クラウドセットアップとクラウドキー）が適用されます。

また、クラウドシステムのみを使用中にGoogleMapsAPIを追加設定する場合は、オプション価格（GoogleMapsAPI設定とクラウドセットキー）
が適用されます。ただし、クラウドセットキーの費用は、差額のみとなります。 

なお、GoogleMapsAPIの使用期間は、クラウドシステムの使用期間がそのまま適用されます。 
６ クラウドシステムを２年目以降も使用する場合は、１年ごとにクラウドキー（１年間の使用料）の購入が必要です。  
７ クラウドシステムに付加して GoogleMapsAPI を設定すると、ユーザ専用のグーグルマップ(ＡＰＩ地図)を設けておくことができます。ＡＰＩ

地図には全登録者の所在地にマーク(１３種類６色)とＩＧサポートの登録情報(ＩＤ番号、名前、住所、反応、紹介者名等の組み合わせ９種
類)を落とすことができ、そのＡＰＩ地図をいつでもスマホやタブレットＰＣ、他のパソコンに表示することができるようになります。また、
「済」マークは地図上で手動での書き換えができます。 

GoogleMapsAPI はグーグルの有料ツールですので、ＡＰＩ地図の座標取得が１か月につき２万件を超えない場合は無料枠を適用い
たしますが、これを超えると、登録データ１件につき１円(税別)のグーグル使用料を、超えた月の翌々月末日までに該当ユーザ様にご
負担(別途請求)していただきます。ただし、登録データが６万件ある場合は、３か月間に渡って座標取得を行っていただくと、殆どのユ
ーザ様は無料枠内で使えるものと推測されます。また、座標取得は、住所変更がない限り登録データ１件につき１回限りです。 

なお、ＡＰＩ地図の地図表示にもグーグル使用料がかりますが、ＡＰＩ地図表示に関しては、弊社からの別途請求はありません。 
＜参考＞ユーザ専用のグーグルマップ(ＡＰＩ地図)は、グーグルの GoogleMapsAPI を使用します。 

８ ＩＧ地図システムは、ＩＧサポートに組み込むと、ＩＧサポートから(株)ゼンリンの電子住宅地図に直接地図落とし(色塗り)ができる機能を
付加します。 

９ 地図落としには、別売の(株)ゼンリンの電子住宅地図「Zmap TOWNⅡ」を使用します。この電子住宅地図は、市町村別に価格が異な
りますので、予めお見積もりさせていただきます。また、ゼンリン地図の購入方法は、買取とリース(３年)があります。 

１０ データ変換(エクセル→ＩＧサポート)は、お客様のエクセル名簿をＩＧサポート用データに変換するサービスです。まずは、データファ
イルの数、それぞれの登録データ件数と合計件数及びサンプルデータとして実際の登録データを１００件程送っていただいてからお
見積もりさせていただきます。詳しくは、弊社アイジーシステム(073-499-7841)までお電話でお問い合わせ下さい。 

１１ ＮＴＴ電話帳データは、ＮＴＴ電話帳(ハローページ)のデータを別売いたします。既存ＩＧ登録者との識別機能を備えています。 
１２ 操作方法の講習は、ＩＧサポートの使い方の説明(２時間程度)を行います。ユーザ様の事務所で行いますので、別途交通費がかか

ります。 
１３ 後援会活動・選挙運動の便利帳(CD-ROM)は、後援会の入会案内や礼状、祝電例文、出陣式次第などの書式サンプル、オルグ活

動や電話作戦等の各種マニュアル等を収めた手引書です。単体販売(別売)を行っています。※アマゾン：「ＰＣソフト」「便利帳」 

別表１ データの変換(エクセル→ＩＧサポート)   ※個別見積もり対応 
 

区分 概算価格(税別) 

ア)ＩＧサポート導入時＆使用中の追加取込 基本料金：5,000 件まで80,000 円、以後5,000 件ごとに 40,000 円 

イ)後援会入会カードのエクセル入力 選挙時の紙ベースの後援会入会カードのエクセル入力処理 

標準80 円／件   ※但し、家族データの有無等により増減 
 

別表２ ＮＴＴ電話帳データ(個人のみの場合)の概算販売価格  ※個別見積もり対応 
 

区分 概算価格(税別) 区分 概算価格(税別) 

約１万件(１市町村) １００，０００円 約４万件(３市町村) １７０，０００円 

約２万件(１市町村) １２０，０００円 約５万件(４市町村) ２００，０００円 

約３万件(２市町村) １４０，０００円 約６万件(６市町村) ２５０，０００円 
 

 

 

３．ＩＧサポートの購入方法  
□購入の申し込み 

ＩＧサポートご購入のお申し込みは、弊社サイト(ＩＧサポートの購入のページ)からＩＧサポート購入申込書をダウンロー

ドして、必要事項を記載の上、アンケートとともに弊社宛てに送付(ＦＡＸ又はメール)して下さい。 

 

□見積の依頼 
お見積もりが必要な場合は、ＩＧサポート(本体＆ｵﾌﾟｼｮﾝ)見積依頼書を弊社宛てに送付(ＦＡＸ又はメール)して下さい。 

 

□お試し版の申し込み(無料) 
お試し版申込書を、弊社宛てに送付(ＦＡＸ又はメール)して下さい。 
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４．タイプ別搭載機能等                              
 

□搭載機能一覧 

ＩＧサポートのタイプ 
ｸﾗｳﾄ  ゙
ｼｽﾃﾑ 

ﾈｯﾄﾜｰｸ 

機能 
地図 
ｼｽﾃﾑ 

後援会世 
話人管理 

入会・紹介 
者の管理 

集会情報 
の管理 

応対 
記録管理 

会費等 
記録管理 

Ｌタイプ ＯＰ ＯＰ ＯＰ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｓタイプ ＯＰ ＯＰ ＯＰ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｐタイプ ＯＰ ＯＰ ＯＰ ○ ○ ○ ○ ○ 

お試し＆リース版 試用可 ＯＰ 不可 ○ ○ ○ ○ ○ 

ＩＧサポートＬｉｔｅ(無償版) 不可 ＯＰ 不可 ○ ○ ○ ○ ○ 

デモソフト(Ｌ・Ｓ・Ｐ) 試用可 不可 不可 ○ ○ ○ ○ ○ 
 
 

＜備考＞  

１ ○印は、本体システムに標準搭載の機能です。ＯＰは、別売のオプション機能を組み込むと、それぞれの機能が使用できるよう

になります。不可は、使用できません。試用可はデモデータを閲覧できます。 

２ クラウドシステムは、スマホやタブレット、他のパソコンから登録データを閲覧できる機能を組み込みます。 

３ ネットワーク機能は、ＩＧサポートを複数台のパソコンで一つの後援会名簿(電子ファイル)を共有使用できる機能をいいます。 

４ ＩＧ地図システムは、(株)ゼンリンの電子住宅地図(Zmap TOWNⅡ)に直接地図落とし(色塗り)できる機能を付加します。 

ゼンリン電子住宅地図は別売になります。なお、ＩＧ地図システムとゼンリン地図は、予めお見積もりさせていただきます。 

５ 後援会世話人管理は、世話人の支部、役職名、備考、印刷順などの詳細情報を登録できます。 

６ 入会・紹介者の管理は、後援会入会者を紹介した紹介者の名前・ＩＤ番号・間柄の３つのデータを選挙ごとに無制限に登録できます。

また、紹介者が後援会入会者を紹介した紹介人数(自動処理)と紹介者の所属団体。企業を管理することができます。 

７ 参加した集会には、集会日、集会名、会場他の３つのデータを無制限に登録できます。集会(パーティ・後援会旅行等の 

イベントを含む。)に参加した人数は、自動集計処理されます。 

８ 応対記録管理は、陳情受理、事務所来訪、支援者・支持者宅個別訪問、ローラー作戦、電話作戦などの結果(応対日・応対 

種別・応対者・反応・メモ)を記録できます。 

９ 会費等記録管理は、会費、党費、参加費、献金、寄附、パーティ代、差し入れ、当選祝いの品物など、金銭と物品の受入記録を管

理できます。集計、CSV書出、印刷機能も備わっています。 

１０ 全タイプに入会者・紹介者情報、後援会世話人情報、参加した集会情報の管理機能を搭載しています。また、Ｐタイプには首

長・議員と政党関係者の詳細情報の管理機能が備わっています。 
 

 

 

□属性区分の項目数等 
 

ＩＧサポートのタイプ 登録区分 
所属情報 

(属性区分) 

通知情報 

(名簿区分) 
家族欄 データの登録制限他 

ＩＧサポート Ｌタイプ 個人管理 １２区分(８) ８区分(５)  
 
 

６人まで 

 

製品版は登録制限なし 

(理論上は１００万件) 

 

ＩＧサポート Ｓタイプ 
個人管理 １６区分(１２) ８区分(５) 

法人管理 １２区分(７) ９区分(６) 

ＩＧサポート Ｐタイプ 
個人管理 ２４区分(１６) １２区分(８) 

法人管理 １２区分(７) ９区分(６) 
 

＜備考＞  

１ 登録区分は、個人管理が個人データの登録、法人管理が会社や商店、各種団体など法人データの登録区分になります。ただし、

個人管理であっても名前欄に法人名や法人名と役職付き代表者名を登録(全角２５文字まで)することができます。 

２ 所属情報は、政党関係者と首長・議員(Ｐタイプのみ)、後援会世話人、紹介者、後援会入会者、集会参加者、友人・知人、同級生、

その他、活動協力(ボランティア)、女性の会や支援団体の会員など登録者の属性区分のことをいいます。 

３ 通知情報は、Ａ名簿(支援者)、Ｂ名簿(支持者)、電話作戦リスト、年賀状、ＦＡＸ通信、メルマガなど印刷物や案内状の送付対象を指

定する名簿区分のことをいいます。主な名簿区分(Ａ名簿・Ｂ名簿・電話作戦)は、自動処理で作成されます。 

４ 所属情報と通知情報の区分のうち、黒字の数字は使用できる区分の数です。かっこ書きの青字の数字は、使用できる区分のうち

ユーザが項目名を自由に変更できる区分の数です。 

５ 家族欄には、６人までの家族の名前、年齢、続柄、職業他、主ＩＤ番号、ランクの６つのデータを登録できます。ただし、「家族のラ

ンク」は、Ｌタイプでは使用できますが、ＳタイプとＰタイプでは使用できません。 
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Ｉ Ｇ サポート(Ｖ １ ３ )の特 長  
 
１)後援会の入会者や紹介者だけではなく集会参加者や後援会の世話人、友人・知人、同級生、支援団体の会員、各種団体や

法人など後援会事務所の様々な名簿を、一つの後援会名簿(電子ファイル)でまるごと一括管理する、後援会名簿管理ソフ
ト＆選挙ソフトです。また、S タイプとＰタイプでは、個人と法人登録者をシームレスに管理できます。  

２)登録者の名前、住所、電話番号等の基本情報、家族情報(６人まで)、入会者の紹介者情報、属性区分、名簿区分、参加した
集会情報、後援会世話人詳細情報、首長・議員や政党関係者の詳細情報(Ｐタイプのみ)などを、ほぼ一つの画面(登録画面)
で閲覧できるオールインワン設計を採用しています。  

３)ネットワーク機能を搭載していますので、複数台のパソコンを接続して、一つの後援会名簿(電子ファイル)に数人が同時に
入会申込書の入力作業が可能です。VPNを使用すれば、地元事務所と東京事務所など異なる事務所間で登録データファイ
ルを共有できます。■オプション機能(ネットワークキーは別売)  

４)データ入力作業の省力化機能を搭載しています。 
１ 自動変換機能 

住所の自動変換(〒→住所 住所→〒)、フリガナの自動入力(名前→ｶﾅ)、勤務先ｶﾅの自動作成 
２ 名簿区分の自動チェック(ユーザが選択した属性区分から) 

Ａ名簿(支援者)・Ｂ名簿(支持者)・電話作戦リストの自動作成 
３ 集計処理の自動化 

紹介人数の自動集計、家族数の自動集計、集会参加者数の自動集計 
４ データの入力漏れを防止する入力モード 

入会者入力・紹介者入力・集会参加者入力モードの選択による属性区分と名簿区分の自動チェック、選挙の年次データ(個人は入
会・紹介の年次、法人は推薦・紹介の年次)の自動入力など。 

５ ダイレクト編集 
検索結果一覧画面(エクセル風の帳票画面)では、一括編集を選択すると、ダイレクト編集ができます。 

６ その他の便利機能 
スタンプ機能 検索ウインドウからID と名前の貼付や集会一覧から集会実施日や集会名の貼付機能 
行削除・行貼付 家族欄や参加した集会、紹介者欄の１項目ではなく１行をまるごと削除・貼付機能 
キーワード入力 マスタデータを貼り付けますが、既存データがある場合は、コンマを付けて後ろに挿入  

５)２種類のダブりチェック(重複登録防止)機能を搭載していますので、同一人のデータ登録は原則として起こりません。 
１ 新規データの入力時に、電話番号・名前(同姓同名)・住所(同一世帯)が同一の場合は、ダブりチェッカーが起動します。 
２ 既存登録者を対象に、重複登録者、同一世帯、ダブり送付世帯の検索など、様々な重複検索機能を備えています。  

６)選挙ごとに、後援会入会者とその紹介者を完全に管理することができます。投票日前に紹介者の方に今回の選挙でご入会
いただいた方への再度のお願い、あるいは、前回の選挙での入会者の方へのお願い、をしていただくことが簡単にできる
ようになっています。  

７)選挙ごとに、応対の記録を管理することができます。 
陳情受理、事務所来訪、支援者・支持者宅戸別訪問、ローラー作戦(オルグ活動)、電話作戦などの結果(応対日・応対種別・
応対者・反応・メモ)を選挙ごとに管理できます。  

８)会費等の受入記録の管理機能を搭載しています。 
会費、党費、参加費、献金、寄附、パーティ代、差し入れ、当選祝いなど、金銭と物品の受入記録を管理できます。  

９)多彩な検索・集計・印刷機能を標準で搭載しています。 
１ 検索 検索種別：一般検索(個人・法人・個人＆法人) ／ 重複検索 ／ 会費等検索  ※Ｌタイプは個人のみ 
 名前や住所、電話帳名簿、世話人詳細情報、集会参加者などによる通常検索、選挙の年と紹介者名前で入会者を検索、紹介人

数での検索、全紹介者別の入会者検索、隠し項目の検索、応対結果の検索など多彩な検索ができます。「紹介者の紹介者」で
複数の紹介者が集めた入会者を一発で検索できます。また、よく利用する各種ソート順(名前順・住所順・カナ順・世帯別順や
完全な番地順)が組み込まれています。 

  配達郵便局単位の検索・抽出・集計ができます。 
２ 集計 市町村別集計(男女別・年代別・ランク別・反応別)や地区別集計など様々な集計方法を搭載しています。 

郵便局と配達郵便番号別の集計機能が備わりました。 
３ 印刷 ラベル、葉書、封筒、帳票(住所録や電話作戦ﾘｽﾄ)、推薦葉書・入会の礼状(紹介者名付き)、紹介人数一覧、紹介者別入会者一

覧表、集会参加者一覧表など様々なラベル、ハガキ、帳票の書式(約200種類))を登載しています。 
後援会事務所のシンボルマークやロゴマーク等イメージ画像を印刷できるようになりました。 

※１ 県名・郡名・郵便ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ・ID番号・連名の挿入など、ラベル・はがき印刷オプション機能を備えています。 
※２ 印刷帳票レイアウト編集機能を搭載していますので、帳票レイアウトをユーザが自由自在に編集できます。 
※３ ＳタイプとＰタイプでは、個人登録者と法人登録者を同時にラベル・葉書・封筒・帳票印刷が可能です。 
 敬称(様・御中)は、完全自動処理(法人の場合は代表者名前の有無で様と御中を自動切替)で印刷されます。   

１０)エクセルとのスムーズな連携 
１ エクセルや筆まめ、他社製の選挙ソフトの既存名簿データを、ＣＳＶ形式でＩＧサポートに取り込めます。 

１) 新規取込 入会者、紹介者、その他名簿、法人名簿(Ｓ・Ｐタイプ)などデータ区分別に取り込みます。 
２) 更新取込 ＩＤ番号と名前、名前と住所一致、名前と電話番号一致の登録者は、既存データの更新処理(選挙の入会年次と紹

介年次の更新、参加した集会情報の追加取込、応対記録の取込、会費等の受入記録の取込など)を行い、不一致の
者は新規データ取り込み処理を行います。 

 Ｐタイプの場合は、首長・議員情報や政党関係者情報の更新取込ができます。 
３) 既存ﾃﾞｰﾀ書換 メモ欄、電話番号欄、性別欄など、時間の経過ととともに乱雑化した登録内容をエクセルで整理し直して、整理

後のデータでＩＧサポート上のメモ欄等を簡単に書き換えできます。 
２ 登録データや集計結果を自在にエクセル(CSV 形式)に書き出せます。 

１) 登録データ 検索抽出した登録者データをユーザが選択する項目内容でエクセルに書き出せます。 
２) 集計結果 集計結果を全てエクセルに書き出せます。 
３) コピー機能 登録アドレス一覧、マスタデータなどはコピー機能でエクセルに貼り付けできます。  
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１１)様々な便利機能を搭載しています。 
自動バックアップ データファイルの自動バックアップ(起動ごとに、直近の２０回分を日付を付けてバックアップ) 
一時チェック 登録データに一時的にチェックを付けて、呼び出す機能です。保存したチェック(集会案内の宛先一覧等)

は、いつでも、新規読込・追加読込・除外読込で呼び出せます。また、行番号を指定して一括処理で一時
チェックを挿入する機能も搭載しています。 

データ検索・置換 選択した項目内のデータを検索し、入力した文字で置き換えできます。 
データ書換 住所不明チェック、性別、地区名などの項目は、一括処理で書き換えできます。 
データ埋込 入力した文字列を、キーワード欄、メモ欄や選挙履歴欄に一括処理で追加挿入できます。 
属性等の一括登録と削除 属性区分・名簿区分、ランク、反応を一括処理で登録・削除できます。登録データの一括削除可 
データの一括登録 応対記録、参加した集会情報、会費等の受入記録を一括登録できます。 
その他の機能 登録画面からグーグルマップのダイレクト表示／アンドウ機能／一括編集機能／連続編集機能／入会や

紹介など選挙の年次データの選挙履歴欄での管理機能／登録データ複写機能(死亡者から奥さんのカー
ドを自動作成)／データ入力順のカスタマイズ(変更)機能／選挙葉書作成に便利なランダムチェック機能
／カスタマイズ機能(項目名の変更)／番地有り無しの切替機能／整理番号再設定／名簿チェックの自動
処理設定／女性だけの宛先抽出機能／作業目的に応じた帳票画面の切替機能／未登録紹介者の仮登録デ
ータの自動作成／通知禁止設定機能／完全な番地順ソート／個人登録区分から法人登録区分への切替機
能／一斉メール送信用のアドレス帳作成ツール搭載／登録者の担当者別グループ分け・・  

１２)閲覧用の４つの小型ウインドウを搭載しています。 
閲覧用のウインドウは、全て自動処理で作成されます。検索やスタンプ機能(データの貼付)のほか、一時チェックの全
OFF/ON機能、データの印刷などに対応しています。 

１ 検索ウインドウ 後援会への入会を勧めてくれた紹介者を検索するときなどに使用します。 
２ 紹介者情報一覧 紹介した入会者や紹介者 (選挙ごとの紹介者と入会者の紐付け)を呼び出します。 
３ 集会一覧 集会日・集会名・会場他・参加人員(自動集計)を表示します。※個人＆法人兼用 
４ 家族情報ウインドウ 電話番号や住所が同一の家族データの一覧(法人代表者を含む)を表示します。  

１３)２つの評価項目(ランクと反応)で、得票予測シミュレーションが可能です。 
１ 登録者のランク(９区分)を管理できます。ランクの区分は固定ですが、摘要は変更できます。 
２ 戸別訪問(ローラー作戦)や電話作戦の反応(８区分)を管理できます。反応の区分と説明は、ユーザで設定できます。  

１４)検索(抽出)と集計用のブロックと地区を活用できます。 
１ 郡や市町村単位、衆議院の小選挙区単位、選挙区内外など、地域単位でブロックを設定します。 

ブロックは、検索・抽出や集計に使用しますが、アンケートを元に弊社で設定します。ブロックは〒番号から自動処理で入りますの
で、ユーザが行う作業はありません。※ＳタイプとＰタイプで使用可。Ｌタイプは使用不可。 

２ 小学校の校区単位や新市と旧市など、地域単位で地区を設定することができます。 
地区は、検索・抽出や集計(入会申込書の進捗状況の把握等)に使用します。地区は〒番号からほぼ自動処理で入りますので、ユーザ
が行う作業はありません。 ■全タイプで使用可。出荷時の組込みはオプション機能(別売)   

１５)慶弔記録とメモ３(項目名はユーザ変更可)で特定の情報の記録と日付を管理できます。 
１ 「慶弔他」と「慶弔日」の項目を使用して慶弔記録を管理できます。日付での並び替えができます。 

また、初盆対象者は、通知情報(初盆リスト登載)のチェックを併用できます。 
２ 「メモ３」と「異動日」を使用できます。公職の役職名や発令日などを管理できます。  

１６)隠し項目のユーザ使用(第２登録画面でデータの閲覧・入力可) 
選挙以外の労働組合等の活動等で使用される場合(実績有り)であっても、組合員番号や入会日、退会日、退職日、所属、
旧所属、所属場所記号など様々な目的のために以下の項目(フィールド)を自由に使用できます。 
なお、これらの項目はＩＧサポートユーザであれば必要に応じ誰でも使用することができます。例えば、後援会報の発送
経緯の保存など自分の選挙履歴や他の選挙履歴など様々な目的での使用が可能です。項目名は全て、ユーザ変更可。 

分類(マスタデータ選択入力対応)／記号(４項目)／文字(４項目)／日付(２項目)、数値(４項目)  
１７)NTT電話帳データの取込機能を搭載しています。■NTT電話帳データは別売 

別売のＮＴＴ電話帳(ハローページ)のデータを取り込むことができます。IGサポート登録者との照合機能を備えています
ので、既存IGサポート登録者がダブって取り込まれることはありません。  

１８)ゼンリン電子住宅地図と連携(地図落とし機能)しています。■オプション機能(地図システムと電子地図は別売) 
IG地図システムとゼンリンの電子地図をインストールすれば、ＩＧサポートから検索・抽出した登録データをそのままゼ
ンリン電子地住宅図に落とせます。広報板設置箇所にマーク(12種類)を落とせるほか、地図７種類(保存なし・保存６種
類)を使い分けることができるようになりました。マークと色塗りの併用もできます。  

１９)クラウドシステムとの連携で、スマホやタブレットで後援会活動ができます。■オプション機能(クラウドキーは別売) 
ＩＧサポート(Ｖ１３)にクラウドシステムをインストールすると、パソコンで管理する名簿データをクラウド(AWS)に置
くことができ、スマホやタブレットＰＣ、他のパソコンから登録データを閲覧できるようになります。登録者の所在地を
簡単にグーグルマップに落とせます。また、応対結果(訪問やオルグ等の記録)をスマホやタブレットＰＣからクラウドに
保存して、それを一括処理でパソコンのＩＧサポートに取り込めるようになります。クラウドシステムとの連携で、スマ
ホやタブレットPC を活用して後援会活動や選挙運動をすることができます。  

２０) ユーザ専用のグーグルマップ(API地図)への地図落としができます。■オプション機能(クラウドセットキーは別売) 
クラウドシステムに加えて GoogleMapsAPI を付加すると、ユーザ専用のグーグルマップ(ＡＰＩ地図)を設けておくこ
とができます。ＡＰＩ地図には全登録者の所在地(住所不明を除く．)にマーク(１３種類６色)とＩＧサポートの登録者情
報(ＩＤ番号、名前、住所、反応、紹介者名等の組み合わせ９種類)を落とすことができ、そのＡＰＩ地図をいつでもスマ
ホやタブレットＰＣ、他のパソコンに表示することができるようになります。[済]」マークは、ＡＰＩ地図上で手動での
書き換えができるようになっています。  

２１)充実した操作マニュアルと丁寧なサポート 
ＩＧサポートの起動画面から操作マニュアル一式(ＨＴＭＬ形式の画面説明書、印刷帳票一覧等のエクセルデータ、ＰＤ
Ｆ形式の操作マニュアル)を開くことができるようになっています。また、お客様が IG サポートを使い続けられる限り、
無料電話サポートを行います。 


