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ファイル名 事業年度 工事件名 図面番号＿図面名 職種 図面種別１ 市区町村名 住宅種別 住宅番号 住宅名 号棟



　しゅん功図面目録〈インデックスファイル〉 東京都住宅供給公社
20120910

ファイル名 事業年度 工事件名 図面番号＿図面名 職種 図面種別１ 市区町村名 住宅種別 住宅番号 住宅名 号棟



図面登録用ファイル（以下「インデックスファイル」という。）を作成し、しゅん功図面データを提出する際の注意事項は以下のとおりです。

１．『インデックスファイル』は、CADデータ等のしゅん功図面データを図面管理システムへ取込むために必要となります。正しく入力されていることを確認して下さい。

２．『CADデータ』とは、JWW、SXF形式のデータをいいます。また、『図面データ』とは、TIFF、PDF形式のデータです。

３．インデックスファイルは、【別紙１】【別紙２】の記入例を参考に必要な情報を入力し、CSV形式にして保存して下さい。

４．CD－R等へ保存するCADデータ、図面データのファイル名は、必必必必ずインデックスファイルのファイルずインデックスファイルのファイルずインデックスファイルのファイルずインデックスファイルのファイル名欄名欄名欄名欄にににに入力入力入力入力したしたしたした名称名称名称名称とととと一致一致一致一致させてさせてさせてさせて下下下下さいさいさいさい。。。。（設計図面名のままでは不可です）

　　＊　　＊　　＊　　＊インデックスファイルのインデックスファイルのインデックスファイルのインデックスファイルの　「　「　「　「ファイルファイルファイルファイル名欄名欄名欄名欄のののの名称名称名称名称」　」　」　」　とととと必必必必ずずずず同同同同じじじじ　「　「　「　「ファイルファイルファイルファイル名名名名」　」　」　」　にするにするにするにする

しゅん功図面データ提出時の注意事項しゅん功図面データ提出時の注意事項しゅん功図面データ提出時の注意事項しゅん功図面データ提出時の注意事項
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５．CD－R等への保存は、インデックスファイル（CSV）、CADデータ、図面データをまとめて1枚に保存して下さい。

６．１案件で複数住宅のある工事の場合は、各住宅共通の図面であっても、各住宅ごとの住宅番号でそれぞれインデックスファイル・しゅん功図面データを作成して下さい。

　　（別紙３参照）

７．しゅん功図面データのファイル名は、拡張子の「表示/非表示」の設定に十分注意して下さい。

<よくある誤りの例><よくある誤りの例><よくある誤りの例><よくある誤りの例>

 ・ファイル名に「jww.jww」と記載されている。

××××

拡張子を・・・

「表示する」であれば ○

「非表示」だと ×

○○○○
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インデックスファイル　作成様式【建設用】 項目項目項目項目のののの順番順番順番順番はこのはこのはこのはこの順番通順番通順番通順番通りにすることりにすることりにすることりにすること 別紙１

★注意—インデックスのファイル名と保存データ名が一致しないと図面システムへ取込できません★注意—インデックスのファイル名と保存データ名が一致しないと図面システムへ取込できません★注意—インデックスのファイル名と保存データ名が一致しないと図面システムへ取込できません★注意—インデックスのファイル名と保存データ名が一致しないと図面システムへ取込できません

ファイル名 事業年度 工事件名 図面番号＿図面名 職種 図面種別１ 市区町村名 住宅種別 住宅番号 住宅名 号棟

0180070A060330-0001.tif 2006 平成○○年度(仮称）岩本町住宅建築工事　１号棟【ＴＩＦＦ】 A-1　表紙 建築 意匠 千代田区 一般賃貸 0180060 コーシャハイム神田 1

0180070A060330-0002.tif 2006 平成○○年度(仮称）岩本町住宅建築工事　１号棟【ＴＩＦＦ】 A-2　仕様書 建築 意匠 千代田区 一般賃貸 0180060 コーシャハイム神田 1

0180070A060330-0003.tif 2006 平成○○年度(仮称）岩本町住宅建築工事　１号棟【ＴＩＦＦ】 A-3　配置図、案内図 建築 意匠 千代田区 一般賃貸 0180060 コーシャハイム神田 1

0180070A060330-0004.tif 2006 平成○○年度(仮称）岩本町住宅建築工事　１号棟　意匠意匠意匠意匠【ＴＩＦＦ】A-4　工事概要表 建築 意匠 千代田区 一般賃貸 0180060 コーシャハイム神田 1

ファイルファイルファイルファイル名名名名

●●●●すべてすべてすべてすべて半角半角半角半角で入力。

<よくある誤り例>：2016501ＭＭＭＭ070330-0001.tif

アルファベットのみ全角になっている

●団地番号+工種記号+変換年月日(工期末)+－通番.tif

【例】

2016501A070330-0001.tif

江古田第2ｱﾊﾟｰﾄ+建築+07年03月30日-0001.tif

(2007年)

注意注意注意注意！！！！！！！！ indexファイルがファイルがファイルがファイルが[tif]ならならならなら図面名図面名図面名図面名もももも「「「「tif」」」」

indexファイルがファイルがファイルがファイルが「「「「tiff]ならならならなら図面図面図面図面もももも「「「「tiff]

※※※※図面図面図面図面データのファイルデータのファイルデータのファイルデータのファイル名名名名とととと必必必必ずずずず一致一致一致一致させることさせることさせることさせること。。。。

●職種記号

建築：A、(ＳＳＳＳ:構造構造構造構造ははははＡＡＡＡとすることとすることとすることとすること））））土木：D、機械：M、電気：E

●ファイルの拡張子まで必要(図面名図面名図面名図面名とととと統一統一統一統一することすることすることすること））））

TIFF形式図面のファイル名は「.tif」が必要。

SXF形式図面のファイル名は「.sfc」又は「.p21] が必要。

JWW形式図面のファイル名は「.jww」が必要。

工事件名工事件名工事件名工事件名

すべて全角で入力。

号棟号棟号棟号棟を全角で入力

末尾に【ＴＩＦＦ】【ＳＸＦ】，【JWW】等

形式形式形式形式をををを入力入力入力入力。。。。

建築建築建築建築はははは、、、、意匠意匠意匠意匠・・・・構造構造構造構造・パネルなど・パネルなど・パネルなど・パネルなど入入入入

図面番号図面番号図面番号図面番号＿＿＿＿図面名図面名図面名図面名

図面番号は原則半角で入力。

（漢字が使用されている場合はその部

分だけ全角）

＿（スペース）は全角。
図面名は全角。

職種職種職種職種
「建築、土木、機械、電

気」のいずれかを入力。

図面種別図面種別図面種別図面種別１１１１

図面種別１

すべて全角で入力。
「「「「意匠意匠意匠意匠、、、、構造構造構造構造、、、、外構外構外構外構、、、、機械機械機械機械、、、、ガガガガ

スススス、、、、電気電気電気電気、、、、EVEVEVEV」」」」の区別で入力。

市区町村名市区町村名市区町村名市区町村名

すべて全角で入力。

住宅所在の区市を入力。

「世田谷区」、「町田市」のよ

うに「「「「区区区区」、「」、「」、「」、「市市市市」」」」までまでまでまで入力入力入力入力

★よくある★よくある★よくある★よくある誤誤誤誤りりりり例例例例

「「「「練馬練馬練馬練馬」」」」のみのみのみのみ

住宅種別住宅種別住宅種別住宅種別

すべて全角。

「都営」

「区営」
「区立」

「一般賃貸」
のいずれかを記入。

団地番号団地番号団地番号団地番号
すべて半角で入力。

住宅名住宅名住宅名住宅名

すべて全角で入力。
○丁目は漢数字、第○
は数字で入力。

号棟号棟号棟号棟

すべて半角で入力。
（ただし、号棟番号にカタカナがある場合、そ

の文字は全角。「イ－１号棟」などの場合、

「－」は入力せず「イ1」と記入。)

その図面が該当する号棟をすべて入力。

号棟の区切りは半角カンマ（ , ）。
該当する号棟が不明の場合は、｢9999｣

事業年度事業年度事業年度事業年度
工事を発注した年度。
西暦ですべて半角。



インデックスファイル　作成様式　【営繕・耐震改修用】 項目項目項目項目のののの順番順番順番順番はこのはこのはこのはこの順番通順番通順番通順番通りにすることりにすることりにすることりにすること 別紙２

★注意—インデックスのファイル名と保存データ名が一致しないと図面システムへ取込できません★注意—インデックスのファイル名と保存データ名が一致しないと図面システムへ取込できません★注意—インデックスのファイル名と保存データ名が一致しないと図面システムへ取込できません★注意—インデックスのファイル名と保存データ名が一致しないと図面システムへ取込できません

ファイル名 事業年度 工事件名 図面番号＿図面名 職種 図面種別１ 市区町村名 住宅種別 住宅番号 住宅名 号棟

2016501A070330-0001.tif 2006 都営江古田第２アパート屋上防水工事　１，２，３号棟【ＴＩＦＦ】 A-1　表紙 建築 改修 練馬区 都営 2016501 江古田第２アパート 1,2,3

2016501A070330-0002.tif 2006 都営江古田第２アパート屋上防水工事　１，２，３号棟【ＴＩＦＦ】 A-2　仕様書 建築 改修 練馬区 都営 2016501 江古田第２アパート 1,2,3

2016501A070330-0003.tif 2006 都営江古田第２アパート屋上防水工事　１，２，３号棟【ＴＩＦＦ】 A-3　配置図、案内図 建築 改修 練馬区 都営 2016501 江古田第２アパート 1,2,3

2016501A070330-0004.tif 2006 都営江古田第２アパート屋上防水工事　１，２，３号棟　意匠【ＴＩＦＦ】A-4　工事概要表 建築 改修 練馬区 都営 2016501 江古田第２アパート 1,2,3

ファイルファイルファイルファイル名名名名

●●●●すべてすべてすべてすべて半角半角半角半角で入力。

<よくある誤り例>：2016501ＭＭＭＭ070330-0001.tif

アルファベットのみ全角になっている

●団地番号+工種記号+変換年月日(工期末)+－通番.tif

【例】

2016501A070330-0001.tif

江古田第2ｱﾊﾟｰﾄ+建築+07年03月30日-0001.tif

(2007年)

注意注意注意注意！！！！！！！！ indexindexindexindexファイルがファイルがファイルがファイルが[tif][tif][tif][tif]ならならならなら図面名図面名図面名図面名もももも「「「「tiftiftiftif」」」」

indexindexindexindexファイルがファイルがファイルがファイルが「「「「tiff]tiff]tiff]tiff]ならならならなら図面図面図面図面もももも「「「「tiff]tiff]tiff]tiff]
※※※※図面図面図面図面データのファイルデータのファイルデータのファイルデータのファイル名名名名とととと必必必必ずずずず一致一致一致一致させることさせることさせることさせること。。。。

●職種記号

建築：A、(S:(S:(S:(S:構造構造構造構造ははははＡＡＡＡとすることとすることとすることとすること））））土木：D、機械：M、電気：

E
●ファイルの拡張子まで必要((((図面名図面名図面名図面名とととと統一統一統一統一することすることすることすること））））

TIFF形式図面のファイル名は「.tif」が必要。

SXF形式図面のファイル名は「.sfc」又は「.p21] が必要。
JWW形式図面のファイル名は「.jww」が必要。

工事件名工事件名工事件名工事件名

すべて全角で入力。

号棟号棟号棟号棟を全角で入力

末尾に【ＴＩＦＦ】【ＳＸＦ】，

【JWW】等形式形式形式形式をををを入力入力入力入力。。。。

建築建築建築建築はははは、、、、意匠意匠意匠意匠・・・・構造構造構造構造・パネル・パネル・パネル・パネル

などなどなどなど入力入力入力入力

図面番号図面番号図面番号図面番号＿＿＿＿図面名図面名図面名図面名

図面番号は原則半角で入力。

（漢字が使用されている場合はその部分だけ全

角）

＿（スペース）は全角。

職種職種職種職種
「建築、土木、機械、電

気」のいずれかを入力。

図面種別図面種別図面種別図面種別１１１１

すべて全角で入力。
「「「「改修改修改修改修」」」」と入力。

★よくある★よくある★よくある★よくある誤誤誤誤りりりり例例例例
職種職種職種職種がががが入力入力入力入力

市区町村名市区町村名市区町村名市区町村名

すべて全角で入力。

住宅所在の区市を入力。

「世田谷区」、「町田市」のよう

に「「「「区区区区」、「」、「」、「」、「市市市市」」」」までまでまでまで入力入力入力入力。。。。
★★★★よくあるよくあるよくあるよくある誤誤誤誤りりりり例例例例
「「「「練馬練馬練馬練馬」」」」のみのみのみのみ

住宅種別住宅種別住宅種別住宅種別

すべて全角。

「都営」

「区営」

「区立」

「一般賃貸」

「施行都民」

「借上都民」

「農住モデル」

「長期分譲」
「積立分譲」
「短期分譲」

「ケア付高齢者」
「コーポラティブ」
のいずれかを記入。
★★★★よくあるよくあるよくあるよくある誤誤誤誤りりりり例例例例
「「「「施行都民施行都民施行都民施行都民」」」」

↓

団地番号団地番号団地番号団地番号
すべて半角で入力。

住宅名住宅名住宅名住宅名

すべて全角で入力。
○丁目は漢数字、第○は
数字で入力。
★よくある★よくある★よくある★よくある誤誤誤誤りりりり例例例例
「「「「都営都営都営都営」「」「」「」「区営区営区営区営」」」」はつけないはつけないはつけないはつけない

号棟号棟号棟号棟

すべて半角で入力。
（ただし、号棟番号にカタカナがある場合、そ

の文字は全角。「イ－１号棟」などの場合、

「－」は入力せず「イ1」と記入。)

その図面が該当する号棟をすべて入力。

号棟の区切りは半角カンマ（ , ）。
該当する号棟が不明の場合は、｢9999｣

事業年度事業年度事業年度事業年度
工事を発注した年度。
西暦ですべて半角。


