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本システムを実行すると、以下のようなログイン画面が表示されます。 

※ 本書は Xperia X の画面サンプルになっています。 

 

・データ内に登録されているユーザ ID、パスワードを入力し、 

「ログイン」ボタンを押します。 

・入力したユーザ ID、パスワードのいずれかが間違っていた場 

合は、「ユーザ ID またはパスワードが間違っています。」という 

エラーメッセージが表示されます。この状態になった場合、 

「閉じる」ボタンを押すと、ログイン画面に戻ります。 

・「ログアウト」ボタンを押すと、プログラムを終了します。 

 

 

・正しいユーザ ID とパスワードを入力すると、トップメニュー画 

面が表示されますので、実行したい処理ボタンを押します。 

・「顧客情報閲覧」ボタンを押すと、予定一覧検索画面が 

表示されます。(3 ページ) 

・「地図検索」ボタンを押すと、地図検索画面が 

表示されます。(12 ページ) 

・「日報入力」ボタンを押すと、「日報入力」画面が 

表示されます。(14 ページ) 

・「システム情報」ボタンを押すと、「システム情報」画面が 

表示されます。(19 ページ) 

・「ログアウト」ボタンを押すと、プログラムを終了します。 

 

第１章 トップメニュー 
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初期メニュー画面で、「顧客情報閲覧」ボタンを押すと、以下のような画面が表示されます。 

担当者が訪問する予定の顧客の情報を、一覧検索することが出来ます。 

 

・「担当」欄には、ログインしたユーザの担当者コードと担当者名が 

表示されます。 

・担当者コードが表示されている欄を押すと、担当者選択画面に 

移行し、データ内に登録されている担当者コードと担当者名の 

一覧が表示されます。 

 
 

 

 

・担当者選択画面で、表示された担当者のいずれかを選択する 

と、予定一覧検索画面へ戻り、選択した担当者コードと担当者 

名が各項目欄に反映されます。 

 

第２章 予定一覧検索 
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・「顧客」欄に任意の文字列を入力することで、検索したい顧客 

名の絞り込みを行うことが出来ます。あいまい検索に対応して 

います。 

 

 

・モバイルデバイス上で、「日付」欄のプルダウンに触れると、 

日付の範囲を指定することが出来ます。 

・プルダウンで任意の範囲を指定することで、検索条件の絞り 

込みを行うことが出来ます。 

・「今週」…システム日付に設定されている日付と同じ週の日   

付のみが対象になります。 

・「昨日」…システム日付に設定されている日付の 1 日前の日  

付のみが対象になります。 

・「本日」…システム日付に設定されている日付のみが対象に 

なります。 

・「翌日」…システム日付に設定されている日付の 1 日後の日  

付のみが対象になります。 

・「全て」…全ての日付が対象になります。 
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・「検索」ボタンを押すと、顧客一覧画面に移行し、指定した検 

索条件と一致する顧客が一覧表示されます。 

・表示された顧客のいずれかを選択すると、顧客情報画面が表 

示されます。(6 ページ) 

・検索条件と一致する顧客データが 1 件も存在しなかった場合 

は、「該当するデータが存在しません」というエラーメッセージ 

が表示されます。この場合、ダイアログの「OK」ボタンを押す 

と、予定一覧検索画面へ戻り、検索条件の再設定を行うことが 

出来ます。 
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顧客一覧画面で、いずれかの顧客を選択すると、この画面が表示されます。 

この画面では、顧客一覧画面で選択した顧客の基本情報の照会を行うことが出来ます。 

【表示項目】  

顧客コード 顧客一覧画面で選択した顧客の、「顧客コード」を表示します。 

顧客名 納入先データから取得した「顧客名」と「顧客の住所」を表示します。 

住所 納入先データから取得した「顧客の住所」を表示します。 

登録日 納入先データから取得した「顧客の登録日」を表示します。 

契約台数 納入先データから取得した「顧客の契約台数」を表示します。 

営業担当 予定一覧検索画面で選択した「担当者の名前」を表示します。 

先方担当者 納入先データから取得した「先方担当者の名前」を表示します。 

TEL 納入先データから取得した「顧客の電話番号」を取得します。 

 

    

・実行したい処理ボタンを押すと、対応するそれぞれの画面が表 

示されます。 

・「賃貸情報」ボタンを押すと、賃貸情報画面が表示されます。 

(7 ページ) 

・「機器情報」ボタンを押すと、機器情報画面が表示されます。 

(8 ページ) 

・「地図」ボタンを押すと、納入先地図画面が表示されます。 

(9 ページ) 

・「メンテ履歴」ボタンを押すと、メンテナンス履歴画面が表示され 

ます。(10 ページ) 

・「営業履歴」ボタンを押すと、営業履歴画面が表示されます。 

(11 ページ) 

 

第３章 顧客情報 
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顧客情報画面で「賃貸情報」ボタンを押すと、この画面が表示されます。 

【表示項目】  

顧客コード 顧客一覧画面で選択した顧客の、「顧客コード」を表示します。 

顧客名 納入先データから取得した「顧客名」と「顧客の住所」を表示します。 

住所 納入先データから取得した「顧客の住所」を表示します。 

TEL 納入先データから取得した「顧客の電話番号」を表示します。 

商号 貸借人データから取得した「顧客の商号」を表示します。 

担当者 貸借人データから取得した「担当者の氏名」を表示します。 

代表者 貸借人データから取得した「代表者氏名」を表示します。 

 

    

・顧客一覧画面で選択した顧客の、賃貸情報を照会することが 

出来ます。 

・「基本情報」ボタンを押すと、顧客情報画面が表示されます。 

(6 ページ) 

・「機器情報」ボタンを押すと、機器情報画面が表示されます。 

(8 ページ) 

・「地図」ボタンを押すと、納入先地図画面が表示されます。 

(9 ページ) 

・「メンテ履歴」ボタンを押すと、メンテナンス履歴画面が表示さ 

れます。(10 ページ) 

・「営業履歴」ボタンを押すと、営業履歴画面が表示されます。 

(11 ページ) 

第４章 賃貸情報 
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顧客情報画面の「機器情報」ボタンを押すと、この画面が表示されます。 

【表示項目】  

顧客コード 顧客一覧画面で選択した顧客の、「顧客コード」を表示します。 

顧客名 納入先データから取得した「顧客名」と「顧客の住所」を表示します。 

購買金額 テーブル上に表示されている機器全ての「購買累計金額」を合計した数値が表示されます。 

顧客ランク 顧客ランクマスタから取得した「顧客ランクの名称」を表示します。 

納入日 機器情報データから取得した「商品の納入日」を表示します。 

区分 機器情報データから取得した「区分コード」と、それに対応する「区分の名称」を表示します。 

商品(機器・保守) 商品・保守マスタから取得した「商品名称」を表示します。 

 

 

・顧客一覧画面で選択した顧客の、機器情報を照会します。 

・テーブルには、「商品の納入日/区分コード/区分名称/商品 

名」のデータが一覧表示されます。 

・「基本情報」ボタンを押すと、顧客情報画面が表示されます。 

(6 ページ) 

・「賃貸情報」ボタンを押すと、賃貸情報画面が表示されます。 

(7 ページ) 

・「地図」ボタンを押すと、納入先地図画面が表示されます。 

(9 ページ) 

・「メンテ履歴」ボタンを押すと、メンテナンス履歴画面が表示さ

れます。(10 ページ) 

・「営業履歴」ボタンを押すと、営業履歴画面が表示されます。 

(11 ページ) 

 

第５章 機器情報 
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顧客情報画面の「納入先地図」ボタンを押すと、この画面が表示されます。 

顧客一覧画面で選択した顧客の住所から緯度・経度を取得し、地図を表示します。 

 

・地図の中心緯度・中心経度は、顧客の住所の緯度・経度と 

同じものが自動的に設定されます。 

・顧客住所上のマーカー（青いアイコン）内の数字は顧客コ 

ードを表しています。また、青いアイコンに触れると、その顧 

客の「顧客コード/納入先名/作業予定日」が表示されます。 

 

・「基本情報」ボタンを押すと、顧客情報画面が表示されます。

(6 ページ) 

・「賃貸情報」ボタンを押すと、賃貸情報画面が表示されます。

(7 ページ) 

・「機器情報」ボタンを押すと、機器情報画面が表示されます。

(8 ページ) 

・「メンテ履歴」ボタンを押すと、メンテナンス履歴画面が表示さ

れます。(10 ページ) 

・「営業履歴」ボタンを押すと、営業履歴画面が表示されます。

(11 ページ) 

第 6 章 納入先地図 
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顧客情報画面の「メンテ履歴」ボタンを押すと、この画面が表示されます。 

【表示項目】  

顧客コード 顧客一覧画面で選択した顧客の、「顧客コード」を表示します。 

顧客名 納入先データから取得した「顧客名」と「顧客の住所」を表示します。 

作業(予定)日 メンテナンス履歴データから取得した「作業予定日」を表示します。 

作業担当者 メンテナンス履歴データの作業担当者コードに紐付く「担当者氏名」を表示します。 

機器 メンテナンス履歴データの機器コードに紐付く「機器の名称」を表示します。 

受付日 メンテナンス履歴データから取得した「受付日」 を表示します。 

受付担当者 メンテナンス履歴データの受付担当者コードに紐付く「担当者氏名」を表示します。 

メンテナンスサイクル

[月] 

メンテナンス履歴データから取得した「メンテナンスサイクルの間隔」を表示します。 

（1 ヶ月単位） 

次回作業予定日 メンテナンス履歴データから取得した「次回作業予定日」を表示します。 

 

 

・顧客一覧画面で選択した顧客の、メンテナンス履歴情報を照 

会します。 

・テーブルには、顧客ごとの「作業予定日/作業担当者/機器 

名称」のデータが一覧表示されます。 

・「基本情報」ボタンを押すと、顧客情報画面が表示されます。 

(6 ページ) 

・「賃貸情報」ボタンを押すと、賃貸情報画面が表示されます。 

(7 ページ) 

・「機器情報」ボタンを押すと、機器情報画面が表示されます。 

(8 ページ) 

・「地図」ボタンを押すと、納入先地図が表示されます。 

(10 ページ) 

・「営業履歴」ボタンを押すと、営業履歴画面が表示されます 

(11 ページ) 

・右上の「日報入力」ボタンを押すと、日報入力画面が表示さ 

れます。(14 ページ) 

・テーブル内に表示されているいずれかの行を長押しすると、 

日報入力画面が表示され、長押しした行のデータを修正する 

ことが出来ます。(18 ページ) 

 

 

第 7 章 メンテナンス履歴 
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顧客情報画面で「営業履歴」ボタンを押すと、この画面が表示されます。 

【表示項目】  

顧客コード 顧客一覧画面で選択した顧客の、「顧客コード」を表示します。 

顧客名 納入先データから取得した「顧客名」と「顧客の住所」を表示します。 

最終アクション日 営業履歴データから取得した「最終アクション日」を表示します。 

次回訪問予定 営業履歴データから取得した「次回訪問予定日」を表示します。 

経過月 営業履歴データから取得した「経過月」を表示します。 

訪問(予定)日 営業履歴データから取得した「訪問予定日」を”JYY/MM/DD”表記で表示します。 

訪問者 営業履歴データの訪問者コードに紐付く「担当者氏名」を表示します。 

先方担当者 営業履歴データから取得した「先方担当者名」を表示します。 

 

 

・顧客一覧画面で選択した顧客の、営業履歴データの情報を 

照会することが出来ます。 

・テーブルには、顧客ごとの「訪問予定日/訪問する担当者の 

担当者コード/訪問者氏名/先方担当者の氏名」のデータが 

一覧表示されます。 

・「基本情報」ボタンを押すと、顧客情報画面が表示されます。 

(6 ページ) 

・「賃貸情報」ボタンを押すと、賃貸情報画面が表示されます。 

(7 ページ) 

・「機器情報」ボタンを押すと、機器情報画面が表示されます。 

(8 ページ) 

・「地図」ボタンを押すと、納入先地図が表示されます。 

(10 ページ) 

・「メンテ履歴」ボタンを押すと、メンテナンス履歴画面が表示さ 

れます(11 ページ) 

・右上の「日報入力」ボタンを押すと、日報入力画面が表示され 

ます。( 14 ページ) 

・テーブル内に表示されているいずれかの行を長押しすると、 

日報入力画面が表示され、長押しした行のデータを修正する 

ことが出来ます。(18 ページ) 

第 8 章 営業履歴 
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トップメニューの「地図検索」ボタンを押すと、この画面が表示されます。 

当日に担当者がメンテナンスに行く、顧客の住所を全て地図上に表示します。 

 

・地図の中心緯度・中心経度は、デバイスの位置情報から自動 

的に取得し、設定されます。正常に取得することが出来た場 

合は、地図の中心緯度・中心経度に、赤いアイコンが表示さ 

れます。このアイコンに触れると、利用しているユーザの「現 

在地の住所」が表示されます。 

・位置情報を取得することが出来なかった場合、「顧客の検索 

を行い、1 件目に見つかった顧客」の緯度・経度が地図の中 

心緯度・中心経度になります。この場合、赤いアイコンは表示 

されません。  

・顧客住所上のマーカー（青いアイコン）内の数字は顧客コー 

ドを表しています。また、青いアイコンに触れると、その顧客 

の「顧客コード/納入先名/作業予定日」が表示されます。 

・「一覧」ボタンを押すと、地図上に表示されている顧客の「顧 

客コード/顧客名/作業予定日/住所」の情報を一覧表示す 

ることが出来ます。 

 

 

第９章 地図検索 
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・トップメニューで「地図検索」ボタンを押した時に、該当するデー 

タが 1 件も存在しなかった場合は、「該当するデータが存在しま 

せん」というエラーメッセージが表示されます。この場合、ダイア 

ログの「OK」ボタンを押すと、トップメニューに戻ります。 
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トップメニュー、メンテナンス履歴画面、営業履歴画面のいずれかで「日報入力」ボタンを押すか、メンテナンス 

履歴画面、営業履歴画面のいずれかでテーブルの行を長押しするとこの画面が表示されます。 

担当者がその日に客先に訪問し、行なった作業の内容を日報として入力・修正することが出来ます。 

【表示項目】  

顧客コード 顧客一覧画面で選択した顧客の「顧客コード」を表示します。 

顧客名 納入先データから取得した「顧客の納入先名」を表示します。 

訪問日付 システム日付に設定されている日付が自動で入力されます。 

訪問時間 訪問者が客先に訪問した時間(訪問開始時間・訪問終了時間)を入力することが出来ます。 

訪問先住所 顧客データから取得した「顧客の住所」を表示します。 

訪問者 担当者マスタから取得した「担当者の氏名」を表示します。 

機器 
「メンテ」ボタンが押されている場合のみ表示され、選択することが出来ます。 

プルダウンには顧客コード欄に入力されているコードに紐づく機器のみが表示されます。 

次回作業予定日/ 

次回訪問予定日 

「メンテ」ボタンが押されている場合は、次回作業予定日を表示します。 

「営業」ボタンが押されている場合は、次回訪問予定日を表示します。 

この項目は修正することが出来ます。 

報告 作業内容を入力することが出来ます。 

1. 作業日報の登録を行う場合 

 

・トップメニューから実行した場合は、「メンテ」ボタン、「営業」ボ 

タンのいずれかを押すことで、登録するデータを切り替えるこ 

とが出来ます。初期状態では、「メンテ」ボタンが押された状態 

になっています。 

・メンテナンス履歴画面、または営業履歴画面から実行した場 

合は、対応するボタンが既に押されている状態になっており、 

もう一方のボタンを押して登録するデータを切り替える事は出 

来ません。(メンテナンス履歴画面から実行した場合は「メン 

テ」ボタンが、営業履歴画面から実行した場合は「営業」ボタ 

ンが押された状態になっています。) 

・トップメニューから実行した場合、顧客コード欄の右側に虫眼 

鏡マークのボタンが表示されています。このボタンをクリックす 

ると、顧客選択画面に移行し、データ内に登録されている顧 

客コードと顧客名が一覧表示されます。  

第 10 章 日報入力 
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・顧客選択画面で、検索欄に任意の文字列を入力し、「検索」 

ボタンを押すと、テーブルに表示する顧客の絞り込みを行うこ

とが出来ます。 

・担当者選択画面で、表示された顧客のいずれかを選択する 

と、日報入力画面へ戻り、選択した顧客コードと顧客名が各 

項目欄に反映されます。 

 

 

 

・「訪問日付」欄には、システム日付に設定されている日付が 

自動的に入力されています。修正することは出来ません。 

・「訪問時間」欄に触れると、時刻設定のダイアログが開きま 

す。ダイアログ上で任意の時刻を設定することで、訪問時間 

の入力を行うことが出来ます。 
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・左側の開始時間欄に入力した時刻よりも、右側の終了時間 

欄に入力した時刻の方が前の場合、他の項目の入力を行お 

うとすると、「訪問時間が正しくありません」というエラーが表示 

されます。この場合、ダイアログの「OK」ボタンを押すと、日報 

入力画面に戻り、訪問時間の修正を行うことが出来ます。 

 

 

・「訪問先住所」欄には、顧客の住所が表示されています。この 

項目は修正出来ません。 

・「訪問者」欄には、ログインしたユーザの氏名が表示されま 

す。この項目は修正出来ません。 

・「メンテ」ボタンが押されている場合、「機器」欄が表示されて 

います。機器欄のプルダウンに触れると、選択されている顧 

客コードに紐づく機器の一覧が表示されます。表示された機 

器のいずれかを選択することで、機器の情報を入力すること 

が出来ます。 
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・「メンテ」ボタンが押されている場合は「次回作業予定日」が、 

「営業」ボタンが押されている場合は「次回訪問予定日」が表 

示されています。次回作業予定日の場合は、商品・保守マス 

タに登録されているメンテナンスサイクルから割り出した日付 

が表示されています。また、次回訪問予定日の場合は、顧客 

データに登録されている次回訪問予定日が表示されていま 

す。 

・次回作業予定日欄、または次回訪問予定日欄に触れると、 

「日付設定」ダイアログが開きます。ダイアログ上で任意の日 

付を設定することで、日付の変更を行うことが出来ます。 

 

 

・登録したい内容を各項目欄に入力した状態で「登録」ボタン 

を押すと、入力した内容がデータベース上に登録されます。 

その後、この画面を終了し、前の画面に戻ります。 

・登録ボタンを押した時に、顧客コードが選択されていなかっ 

た場合は、「顧客コードを入力してください。」というエラーが 

表示されます。この場合、ダイアログの「OK」ボタンを押すと、 

日報入力画面に戻ることが出来ます。 

・「戻る」ボタンを押すと、この画面を終了し、前の画面に戻るこ 

とが出来ます。 
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2. 作業内容の修正を行う場合 

 

・メンテナンス履歴画面、または営業履歴画面のテーブルを長 

押ししてこの画面を実行した場合は、既に登録済みの作業内 

容のデータを修正することが出来ます。 

・各項目欄には、SQL 上のメンテナンス履歴データ、または営 

業履歴データに登録されている値が初期値として入力されて 

います。 

 

 

 

・各項目欄に修正したい内容を入力した状態で「登録」ボタン 

を押すと、入力した値でデータの更新が行われます。その 

後、この画面を終了し、前の画面に戻ります。 

・「戻る」ボタンを押すと、この画面を終了し、前の画面に戻り 

ます。 
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初期メニューの「システム情報」ボタンを押すと、この画面が表示されます。 

 

本システムを実行しているデバイスの、システム情報を照会することが 

出来ます。 

OS デバイスの OS と OS バージョンを表示します。 

機種 デバイスの機種名を表示します。 

Magic Ver デバイスのクライアントバージョンを表示しま

す。 

現在地 緯度/経度 GPS を利用して位置情報を取得し、デバイスの

現在地の緯度と経度を表示します。 

会社名称 顧客大臣の会社名称を表示します。 

第１１章 システム情報 
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ログイン、トップメニューを除いた各画面ではナビゲーションドロワーを開くことが出来ます。 

画面の左側からスワイプすると、この画面が表示されます。 

 

 

・「トップメニュー」を押すとトップメニューが表示されます。 

 

・「顧客情報閲覧」を押すと、予定一覧検索画面が 

表示されます。 

 

・「地図検索」を押すと、地図検索画面が表示されます。 

 

・「日報入力」を押すと、日報入力画面が表示されます。 

 

・「システム情報」を押すと、システム情報画面が 

表示されます。 

         

・「←」を押すと、元の画面に戻ります。 

第１２章 ナビゲーションドロワー 
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各画面共通で、戻るボタンが表示されます。 

 

 
・「◁」を押すと、前画面に戻ります。※Android の場合 

 

 

・「<」を押すと、前画面に戻ります。※iOS の場合 

 

第１３章 画面共通 


