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進捗管理

納期管理

原価管理

小ロットスケジューラ
クラウド上で生産情報を一元化

生産計画

PC タブレット

生産実績作業指示書

（生産計画）

小ロットスケジューラ「工程管理」 概要

生産現場管理者

<入力> <入力><出力> <出力>

小ロット品を納期を守って生産するしくみの導入

●目的

「納期管理」を実現するための「生産計画」と「リアルタイム進捗管理」に特化した、ホワ
イトボードのような操作性/視認性のIoT生産管理プラットフォームです。

●概要

進捗管理による納期遅れの防止 日報記入/集計作業の廃止

IoT
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小ロットスケジューラ「工程管理」概要

●小ロットスケジューラ業務フロー
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小ロットスケジューラ「工程管理」概要

●小ロットスケジューラがカバーする業務フロー

※オプション機能(’19年1月稼働予定)

※オプション機能(’19年1月稼働予定)

※標準機能(’19年1月稼働予定)

※標準機能(’19年11月稼働予
定)

●システムフロー

＜ポイント＞
小ロットスケジューラは、ユーザーの声を
聞きながら日々改善されてます。 5



小ロットスケジューラ「工程管理」導入事例

導入前：小ロット生産の工程管理業務フロー

重複入力のムダや情報共有できず納期管理困難

いつ 何を 誰が どのように どこに

工程計画(見積書)を回
覧各工程が納期を記入

納期をパソコンに入力

見積から作業指示作成

各工程にて設備毎に
エクセル、人員毎に
ホワイトボードを使い
生産計画を作成

作業指示書と日報用紙に
作業実績を記入

作業日報を集計し入力
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小ロットスケジューラ「工程管理」導入事例

生産情報をリアルタイムに一元化

導入後：小ロット生産の工程管理業務フロー
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管理工数の削減や納期遅れの防止が実現可

例）前項の改善事例の場合

●重複入力作業の廃止

→生産計画管理工数▲130分/案件

※1案件平均5工程,労務費3,600円/時の場合▲7,800円/案件

●生産計画の見える化と共有

→稼働状況に応じた稼働率の改善

●進捗と納期遅れのリアルタイム共有

→早急な納期遅れ対策による納期遅れ防止

●生産実績のリアルタイム収集

→日報記入と集計作業の省力化

●利益向上

→得意先別など粗利率の見える化による儲かる仕事へのシフト
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小ロットスケジューラ「工程管理」導入効果例



・IoTとタッチ操作による日報作業の廃止

・進捗の見える化による納期確認モレ防止

・設備空き時間の有効活用による事業拡大

Before After

工程管理：▲490時間/年

ピッ

小ロットスケジューラ「工程管理」導入事例

金属部品加工業 現場作業者4名 生産管理者2名

●導入目的

●導入企業

工程管理の省力化 / 納期管理の徹底

●導入効果
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毎月400件もの注文来るけど
納期管理が大変。。。



～導入編～

動作環境
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動作環境

●推奨スペック

OS：windows7以降
CPU：i5
RAM：4GB以上
ブラウザ：Google chrome、Microsoft edge

※インターネットエクスプローラでは動作しません。

グーグル
クローム

マイクロソフト
エッジ

マイクロソフト
インターネットエ
クスプローラ
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ご利用登録

●ご利用者の情報登録

スケジューラのご利用者のご連絡先やご請求先を登録します。

入力する情報 説明

メールアドレス スケジューラの会社ID

ログインID ユーザーログイン用

パスワード ユーザーログイン用

クーポンコード 割引適用に使用

会社名 ご連絡先

住所 ご連絡先

電話番号 ご連絡先

FAX番号 ご連絡先

ご担当者名 スケジューラ内で使用

※赤字は必須入力情報です。

①小ロットスケジューラ会員登録画面
https://www.scheduler.cloud/scheduler/auth/signup/

にアクセス。

②ご利用情報の登録
ページに従って必要情報を入力します。

③利用規約の確認
ページ下部の利用規約を読んでいた
だき、同意するにチェック。

④登録完了
「確認画面へ」をクリック。入力内容を
確認の上、問題がなければ登録完了。

＜ポイント＞
展示会のチラシ等のクーポンコードをご利
用いただくと割引サービスがあります。
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基本情報の入力

●トップメニュー

基本情報管理機能と日常業務（案件登録と生産）向け機能で構成されています。

＜ポイント＞
このページをブックマークしておくと、次回からログイン無しで直接表示します。

生産業務向け機能

案件の登録/管理機能

※案件の登録管理機能や基本情報登録・管理機能は管理者権限があるユーザーのみ表示されます

基本情報登録機能

改善業務向け機能
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① 会社名が表示されます。

② ショートカットボタンです。項目のページに移動できます。

③ ログインしている氏名が表示されます。

④ ものレボより、通知があるときは表示されます。

⑤ 通知の詳細が確認できます。

⑥ 商品マニュアルがPDFで確認できます。

1.ツールバー

トップメニュー画面の説明
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① ② ③

④ ⑤

⑥



• 基本情報登録が終われば、この項目で案件登録と管理をします。

2. 案件登録・管理

トップメニュー画面の説明

メニュー 機能

新規見積・作業指
示登録

スケジューラーで運用したい案件（製品）を登録する機能です。新規案件・新規見積の工程情報の登録も行います。

案件一覧

登録済み（一時保存含む）案件を確認する機能です。案件の検索・詳細確認・指示書印刷で使用します。
（案件の検索は、見積・作業指示・見積＜一時保存＞・作業指示＜一時保存＞・失注・未出荷・完了/出荷済・納期・
仕掛日・受注先・ロットNo・案件No・品番・客先品番・図番で検索可能です。）

外注工程管理 案件単位の外注工程の状態（手配済または、受入済）が検索できます。

出荷一覧

出荷登録を行うページです。また、案件単位で、出荷可・出荷不可・出荷済の状態が確認できます。
出荷可の案件については出荷OKボタンで出荷します。また、出荷一覧を検索することが可能です。
（出荷一覧の検索は、出荷可・出荷不可・出荷済・納期・受注先・送り先・案件No・品番・客先品番・図番で検索可能
です。ただし、案件登録で「工程完了後に出荷しない」にチェックした案件は表示されません。）

Copyright ©2020 ものレボ株式会社 All rights reserved



トップメニュー画面の説明
機能

会社の基本情報を登録する画面です。
国・社名・住所・TEL等や稼働時間・カレンダー情報などを登録します。

各工場の基本情報を登録する画面です。国・工場名・稼働時間・カレンダー情報などを登録し
ます。スケジューラー画面などで検索項目として使用できます。

上記工場単位で、部署を登録する画面です。国・部署名・稼働時間・カレンダー情報などを登
録します。スケジューラー画面などで検索項目として使用できます。

顧客情報や材料仕入先情報・外注先情報を登録する画面です。

各工場・各部署単位の従業員情報を登録する画面です。
登録時に、ログインIDとパスワードを登録していただき、作業者・管理者・マスター管理者の選択
で小ロットスケジューラの使用権限を設定できます。

工程名または設備名・加工区分・工程区分など、工程の基本情報を登録する画面です。
いきなりIOTの登録もこの画面で行います。

スケジューラーの画面を利用して、社内工程の基本情報を登録していく画面です。

スケジューラーの画面を利用して、社外工程（外注先）の情報を登録していく画面です。

製品情報登録画面で、使用する文言をカスタマイズできる画面です。

製品の品番・製品名などを登録し製品を作る工程を登録する画面です。
（材料も登録可能ですが、材料は1品番のみの登録となります。）

材料を登録する画面です。

csvデータを活用して、案件データを取り込む画面です。スケジューラーの項目とcsvデータの項目
を紐付ける画面です。（P87ページ参照）

csvデータを活用して、製品データを取り込む画面です。スケジューラーの項目とcsvデータの項目
を紐付ける画面です。

csvデータを活用して、製品工程データを取り込む画面です。スケジューラーの項目とcsvデータの
項目を紐付ける画面です。
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• 進捗確認・計画調整のメニューが表示されています。

4.進捗確認・計画調整

トップメニュー画面の説明

Copyright ©2020 ものレボ株式会社 All rights reserved

メニュー 機能

案件別
スケジュール

注文単位で計画作成・変更・案件詳細・実績入力などが行えます。案件単位で計画の作成や進捗確認を行う時に使用しま
す。

月次
スケジュール

月単位で1日を半日単位で分割表示します。（２４時間表示も可能です。）
案件別スケジュールで登録された情報を基に、[工程又は設備名]あるいは[担当者]単位で、計画作成・変更・案件詳細確
認・実績入力などが出来ます。

週次
スケジュール

週単位で１日を１時間単位で分割で分割表示します。（24時間表示も可能です。）
案件別スケジュールで登録された情報を基に、[工程又は設備名]あるいは[担当者]単位で、計画作成・変更・案件詳細確
認・実績入力などが出来ます。

日次
スケジュール

時間単位で１時間を１５分単位で分割表示します。（24時間表示も可能です。）
案件別スケジュールで登録された情報を基に、[工程又は設備名]あるいは[担当者]単位で、計画作成・変更・案件詳細確
認・実績入力などが出来ます。

外注工程
スケジュール

外注工程スケジュールを月次で計画・変更・案件詳細確認などができます。



• 経営分析メニューでは、生産実績が蓄積されてくると、ランキング分析機能を用いて
いろいろな切り口で、ランキングデータが抽出可能となります。

5.経営分析

トップメニュー画面の説明

Copyright ©2020 ものレボ株式会社 All rights reserved



～導入編～

基本情報の入力
（ボード管理機能を使用する方法）
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基本情報登録方法

基本情報は、工程ボード/外注ボードでも、
基本情報登録機能でも、どちらの機能を
使用していただいても、同じ情報が登録可
能です。

• 工程ボード/外注ボードは、ホワイトボ
ードを作成していく過程で、基本情報
登録が可能となっています。

• 基本情報登録で各項目単位で登録
していただいても同じ内容が登録可能
です。

• すでに、製品データや工程データ
（csv形式）がある場合は、基本情
報登録機能の電子データ取込もご利
用可能です。

Copyright ©2020 ものレボ株式会社 All rights reserved

●工程ボード/外注ボードと基本情報登録機能について
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工程と担当者を紐付
けます

Csvで一括取込するときに使用します

※csvで一括取込可能

工程ボード/外注ボードボタンと基本情報登録ボタンの関係

「工程スケジュールボードで新規登録する項目」と、「基本情報登録で新規登録する項目」は、
同じ内容を登録することになりますが、登録するアプローチが違います。
下図にある線の結びつきは、スケジュールボードの項目と基本情報登録の項目で同じ作業で
あることを表しています。



運用に最低限必要となる基本情報

●基本情報一覧

スケジューラの運用前に生産計画の作成や運用に必要な情報を登録します。
登録順序 項目 入力する情報

ステップ1
（必須）

会社情報 稼働時間

稼働日

ステップ2 工場情報 工場名

稼働時間

稼働日

ステップ3 部署情報 部署名

所属

稼働時間

稼働日

ステップ6 取引先
情報

取引先名

管理番号

取引関係

外注工程

登録順序 項目 入力する情報

ステップ4
（必須）

工程情報 所属工場

所属部署

工程区分

工程管理番号

工程名または設備名

時間単価

工程担当者

ステップ5
（必須）

人員情報 氏名

所属工場

所属部署

時間単価

ログイン情報

担当工程

管理者権限
※赤字は必須入力情報です。
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●工程ボードと外注ボード

工程ボード/外注ボードの画面説明

Copyright ©2020 ものレボ株式会社 All rights reserved

• この画面を使って、基本情報を登
録していきます。

• この画面は、進捗確認・計画調
整画面と同じ画面です。

• 登録手順・方法は、次頁から説
明します。

社内工程登録画面

外注工程登録画面



工程ボード/外注ボードでの基本情報の入力手順

●導入の流れ

ホワイトボードを購入して項目を作成し、工程管理を始めるような流れです。

①会社情報の登録

②工場、部署の登録

③工程の登録

④担当者の登録

ご利用開始

⑤外注工程の登録

① ②

③
④

⑤

必須

必須

必須

社内/外注工程それぞれ1画面ずつのみ入力
※詳細は後頁
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外注工程登録画面

社内工程登録画面



工程ボードでの会社情報登録

●ステップ1 会社情報の登録（必須）

生産計画に必要な会社の稼働時間と稼働日を登録します。

①会社情報画面へ移動
トップメニューの「工程ボード」をクリック。①

②

③

必須入力

必須入力

②

②稼働時間の登録
「会社情報登録」をクリックし、上から定時の
就業開始時刻、定時の就業終了時刻および
休憩時間開始時間、休憩終了時間をそれぞ
れ入力します。
24時間稼働の場合は、24時間稼働にチェッ
クを入れて下さい。

③稼働日の登録
月次の稼働日にチェックを入れます。
すべて入力が完了したら「登録」を押します。
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工程ボードでの工場情報登録

●ステップ2 工場情報の登録（任意）

生産計画に必要な工場の稼働時間と稼働日を必要に応じて登録します。

＜ポイント＞
工場を登録すると、工場ごとに生産計画の作
成・確認ができるようになります。

①

必須入力②

④

①工場情報の新規作成
続けて、画面上部の「+工場追加」をクリック。

②工場名の登録
工場名欄に工場名を入力します。

③工場の稼働時間と稼働日を登録
会社情報の登録時と同様に、工場の稼働時
間と稼働日を登録します。

④

④工場情報の確認と編集
一度登録した工場情報の確認・修正・削除
は、工場一覧画面からできます。

③
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工程ボードでの部署情報登録

●ステップ3 部署情報の登録（任意）

生産計画に必要な部署の稼働時間と稼働日を必要に応じて登録します。

①部署情報の新規作成
続けて画面上部の「+部署追加」をクリック。

＜ポイント＞
部署を登録すると、部署ごとに生産計画の作
成・確認ができるようになります。

②
必須入力

③

②部署名および所属工場の登録
部署名欄に部署名を入力します。また部署
が所属する工場があれば選択します。

③部署の稼働時間と稼働日を登録
会社情報や工場情報の登録時と同様に、
部署の稼働時間と稼働日を登録します。

④部署情報の確認と編集
一度登録した部署情報の確認・修正・削除
は、部署一覧画面からできます。

④

④

①
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工程ボードでの工程情報登録

●ステップ4 工程情報の登録（必須）

自社でできる生産に必要な工程情報（設備や作業等）を登録します。

①

②
必須入力

③

①工程情報の新規作成
続けて画面左側の「+工程追加」をクリック。

②工程情報の登録
加工区分、工程区分、管理番号、工程名を
入力します。必要に応じて所属工場や時間
単価を登録します。
※工程区分に適切な選択肢がない場合は、「お問合せ」からご連絡下さい。

③工程情報の確認と編集
一度登録した取引先情報の確認、修正、
削除は、「 」からできます。

＜ポイント＞
加工区分によって作業計画が変わります。
・自動加工：作業者は段取時間のみ拘束
・手動加工：作業者は加工時間も拘束
工程の原価は拘束時間で計算します。
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工程ボードでの人員情報登録

●ステップ5 人員情報の登録（必須）

自社の人員情報（管理者と作業者）を登録し、担当工程を紐づけします。

②
必須入力

①人員情報の新規作成
画面左側の「+担当者登録」をクリック。
工程の担当者を登録します。

②人員情報の登録
氏名、ログイン情報を入力します。必要に応
じて所属、時間単価、権限を登録します。

③人員と担当工程の紐づけ
一度登録した担当者を工程と紐づけるときは
「担当者選択」から担当者を選択できます。

必須入力

③ 工場・部署で検索。
担当者をチェック。

①

③

＜ポイント＞
管理者のみ基本情報の閲覧・編集および生産
計画の作成・調整ができます。
時間単価は原価計算（計画と実績）に使用。

＜ポイント＞
生産は人が中心との考えから人員と紐づいてい
ない工程は生産計画に反映されません。 29



外注ボードでの外注情報登録

●ステップ6 外注工程情報の登録（任意）

仕入先（外注工程）を必要に応じて登録します。

①外注スケジュールボードへ移動
トップメニューの「外注ボード」 をクリック。

①

②

必須入力
③

②取引先情報の新規作成
画面左側の「+外注先追加」をクリック。

③取引先情報の登録
外注先名、管理番号、外注工程を選択
します。
※外注工程で適切な選択肢がない場合は、「お問合せ」からご連絡下さい。

④取引先情報の確認と編集
一度登録した外注先情報の確認・修正・削除
は、「 」からできます。

④

必須入力

＜ポイント＞
得意先は、見積書や生産指示書の作成画面
から入力すると、自動で得意先として登録され
ます。スケジューラを運用しながら自動で得意先
一覧が作っていけます。 30



～導入編～

基本情報の入力
（ボード管理機能を使用しない方法）

31



運用に最低限必要となる基本情報

●基本情報一覧

運用に必要な情報を登録します。
登録順序 項目 入力する情報

ステップ1
（必須）

会社情報 稼働時間

稼働日

ステップ2 工場情報 工場名

稼働時間

稼働日

ステップ3 部署情報 部署名

所属

稼働時間

稼働日

ステップ6 取引先
情報

取引先名

管理番号

取引関係

外注工程

登録順序 項目 入力する情報

ステップ4
（必須）

工程情報 所属工場

所属部署

工程区分

工程管理番号

工程名または設備名

時間単価

工程担当者

ステップ5
（必須）

人員情報 氏名

所属工場

所属部署

時間単価

ログイン情報

担当工程

管理者権限
※赤字は必須入力情報です。
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会社情報登録

●ステップ1 会社情報の登録（必須）

基本情報は、登録時に入力していただいた内容は反映されます。

①「会社情報登録」ボタンをクリック

入力項目が一通り入力できれば、「登録」ボ
タンをクリックして、登録する。

33

入力情報 入力情報

国(必須） TEL（必須）

会社名（必須） 稼働日(必須）

カナ（必須） 稼働時間(必須）

郵便番号（必須）

都道府県（必須）

住所1（必須）

住所2（必須）



工場情報登録

●ステップ2 工場情報の登録（任意）

工場の情報を必要に応じて登録します。

必須入力②

④

①「工場情報登録」ボタンをクリックして、工場情
報登録画面の「新規追加」ボタンをクリック。

②工場名の登録
工場名欄に工場名を入力します。

③工場の稼働時間と稼働日を登録
会社情報の登録時と同様に、工場の稼働時
間と稼働日を登録します。

④工場情報の確認と編集
一度登録した工場情報の確認・修正・削除
は、工場一覧画面からできます。

③

34

①



部署情報登録

●ステップ3 部署情報の登録（任意）

部署の情報を必要に応じて登録します。

①「部署情報登録」ボタンをクリックして、部署情
報登録画面の「新規追加」ボタンをクリック。

②
必須入力

③

②部署名および所属工場の登録
部署名欄に部署名を入力します。また部署
が所属する工場があれば選択します。

③部署の稼働時間と稼働日を登録
会社情報や工場情報の登録時と同様に、
部署の稼働時間と稼働日を登録します。

④部署情報の確認と編集
一度登録した部署情報の確認・修正・削除
は、部署一覧画面からできます。

④

①

35



人員情報登録

●ステップ4 人員情報の登録（必須）

自社の人員情報（管理者と作業者）を登録し、担当工程を紐づけします。

②
必須入力

①「人員情報登録」ボタンをクリックして、人員情
報登録画面の「新規追加」ボタンをクリック。

②人員情報の登録
氏名、ログイン情報を入力します。必要に応
じて所属、時間単価、権限を登録します。

③人員と担当工程の紐づけ
一度登録した担当者を工程と紐づけるときは
「担当者選択」から担当者を選択できます。

必須入力

③ 工場・部署で検索。
担当者をチェック。

①

＜ポイント＞
標準工程作成の時は、工程と人員が紐づいて
いない工程は標準工程に反映されません。 36



工程情報登録

●ステップ5 工程情報の登録（必須）

自社でできる生産に必要な工程情報（設備や作業等）を登録します。

①

②
必須入力

① 「工程情報登録」ボタンをクリックして、工程情
報登録画面の「工程追加」をクリック。

②工程情報の登録
加工区分、工程区分、管理番号、工程名を
入力します。必要に応じて所属工場や時間
単価を登録します。
※工程区分に適切な選択肢がない場合は、「お問合せ」からご連絡下さい。

③工程情報の確認と編集
一度登録した工程情報の確認、修正、
削除は、「情報修正」からできます。

＜ポイント＞
加工区分によって作業計画が変わります。
・自動加工：作業者は段取時間のみ拘束
・手動加工：作業者は加工時間も拘束
工程の原価は拘束時間で計算します。

37



外注情報登録

●ステップ6 外注工程情報の登録（任意）

仕入先（外注工程）を必要に応じて登録します。

①「取引先情報登録」ボタンをクリックして、取引
先情報登録画面の「新規追加」ボタンをクリック。

①

①

必須入力
②

②取引先情報の登録
外注先名、管理番号、外注工程を選択
します。
※外注工程で適切な選択肢がない場合は、「お問合せ」からご連絡下さい。

③取引先情報の確認と編集
一度登録した外注先情報の確認・修正・
削除は、一覧画面から「詳細」→「編集」ボタ
ンをクリックすると、編集画面に移行します。

必須入力
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文言カスタマイズ設定

●ステップ7 文言カスタマイズ設定（任意）

製品登録画面で使用する文言を変更することができます。

①「文言カスタマイズ設定」ボタンをクリックして、
文言カスタマイズ設定画面の「新規追加」ボタン
をクリック。

①

②

②ベース文言（変更したい文言）をリストから
選択します。言語は、ソフト上で使用する言語
を意味します。カスタマイズ後に、変更する文言
を入力します。

③文言の編集と削除
一度登録した文言情報の確認と削除は、
一覧で確認できます。
修正は、一覧画面から「修正」をクリックすると、
修正画面に移行します。

39

③



製品登録の作成（1/8）

●製品登録に必要な情報一覧

※太文字は必須入力情報です。

材料情報

入力する情報 説明

材料名 固有の材料名

材料寸法 材料の形状と寸法

材質 材質

材料管理コード 材料を管理する番号

材料備考欄 備考を自由入力

RoHS指令対応 RoHS指令対応☑

基準単価 自社基準となる単価

基準所要手配日数 自社基準となる日数

重量 g単位

製品情報

入力する情報 説明

品番 固有の品番(または品名)

品名 製品名

図番 図面に対して自由入力

登録日 登録する日を指定

単位 製品の単位

工程順 製品を生産する工程順

基準仕入単価 仕入金額

基準売単価 売値

メーカ メーカ名

工程区分 各工程の区分

製品寸法 丸・角・板

重量 Kg

寸法備考

備考 自由記入

40

図面/画像データ

入力する情報 説明

画像 画像ファイルを登録



製品登録の作成（2/8）

●製品登録に必要な情報一覧

※太文字は必須入力情報です。 41

工程情報

入力する情報 説明

品番 固有の品番(または品名)

品名 製品名

図番 図面に対して自由入力

登録日 登録する日を指定

画像 画像ファイルを登録

工程名 設備名など個別名称

担当者名 各工程の担当者名

段取り時間 各工程の人作業時間

加工時間 各工程の機械加工時間

材料情報 右表



製品登録の作成（3/8）

●製品情報登録

①「製品情報登録」のメニューボタンをクリック①

②「新規追加」ボタンをクリック。

42

②



製品登録の作成（4/8）

●図面/画像データ登録画面

①
必須項目は、品番のみ

①

②
「登録」ボタンを押すと、図面/画像が可能となり
ます。
「ファイル追加」ボタンを押していただき図面デー
タ/画像データの登録を行います。
登録は5ファイルまで、1つのファイル容量は5MB
までです。登録できる形式は、
JPG/PNG/TIFF/PDFです。

43

②

入力情報 入力情報

品番(必須） 基準売単価

品名 メーカ

登録日 製品寸法

図番 重量

単位 製品寸法備考

Rohs指令 備考

基準仕入単価 基準売単価



製品登録の作成（5/8）

●材料登録と材料手配先登録画面

①
必須項目は、材料名/材質のみ

①

②
材料を手配する場合は、「材料を手配する」チェ
ックボックスをクリック。

44

②

入力情報 入力情報

材料名/材質(必須） Rohs指令

材料寸法 基準単価

材料管理コード 基準手配リードタイム

材料備考 重量

材料手配をする計画の場合は☑

入力情報 入力情報

材料手配先 材料単価（必須）

発注コード 手配リードタイム(必須）

入力が終われば、手配先登録を行うか、
工程情報を登録する。

入力が終われば、工程情報を登録する。
「工程追加」ボタンをクリック。



製品登録の作成（6/8）

●工程情報登録

①
工程の情報を入力します。
工程情報登録画面で、登録してある工程か
ら工程を選択して登録します。また、工程担
当者が人員情報登録されている担当者と紐
ついていないと、工程は表示されないため、ま
ず、工程情報と人員情報登録を行い、工程
に人員を紐つけておく必要があります。

①

②
工程を追加する際には、「工程追加」ボタンをク
リックして、工程情報を入力します。

45

②

入力情報 入力情報

工程区分 時間単位

工程名又は設備名 担当者

段取時間 治具

加工時間 ツール/プログラム

Rohs指令 備考



製品登録の作成（7/8）

●製品情報登録の修正と複製（1/2）

①「製品情報登録」のメニューボタンをクリック①

②一覧から、修正/複製したい製品の「詳細」ボタ
ンをクリック

46

②



製品登録の作成（8/8）

●製品情報登録の修正と複製(2/2)

①修正する場合は、「編集」ボタンをクリック。複
製したい場合は、「複製」ボタンをクリック。

①

②修正の場合
修正の時は、製品詳細画面が開き、修正項
目を入力し再度、登録を行う。

47

②

②複製の場合
複製の時も、製品詳細画面が開くが、品番が
自動変更と、なっている為、必要に応じて、修
正を行う必要があります。
現在の仕様では、表記が、品番（1）になり
ます。複製ごとに、(1)が追加されます。
左記のデータは、品番1003を3回複製した
内容です。



～運用編～

生産計画の作成
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生産計画の作成

●生産計画のイメージ図

製品には材料や社内工程や外注工程を自由に紐づけられます。
作業指示作成時は、
・材料に対して、仕入先、単価、手配所要日数などを登録
・社内工程に対して、工程、人員、段取り工数、加工工数、工程納期などを登録
・社内工程に対して、外注先、単価、手配所要日数などを登録
できます。

注文

製品

材料

寸法 他材質

社内工程

人員 工数工程

外注工程

仕入先 日数工程

注文毎に製品を紐づけます

49



生産計画の作成

●生産計画作成の流れ

見積案件や受注案件の生産計画を作成するときの流れです。

一度入力した「製品情報」は、次回から
「社内品番/品名」から呼出せます。

受注先などに合わせて生産スケジュールの
色などを設定することもできます。

手動で調整できます。納期内に収まらな
い場合は警告表示。

より詳細な生産計画を工程毎、担当者
毎に作成できます。

生産スケジュール共有

①注文情報の入力

②製品の工程情報の入力

③月次スケジュール作成（半自
動）

④週次スケジュール作成

必須

必須

作業指示書
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生産計画の作成

●生産計画に必要な情報一覧

生産計画に必要な注文情報と製品情報を登録します。

注文情報

入力する情報 説明

分類 見積または作業指示

案件No. 管理番号

作成者 作成者を選択

受注先 取引先名

送り先 納入する工場や部署

製品情報 次頁左表

受注個数 顧客要求の納品個数

仕掛日 作業開始予定日

納期 生産計画の最終納期

各工程の納期 工程毎に設定する納期

表示色 スケジュール画面で本案
件を表す色

工場 本案件の生産工場

※赤字は必須入力情報です。

＜ポイント＞
一度入力した「製品情報」は、「社内品番
/品名」で呼出せます。
「受注単価」や「受注額」を元に売上や粗
利の集計・分析ができます。

注文情報

入力する情報 説明

受注単価 受注品の単価

受注額 受注総額
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生産計画の作成

●生産計画に必要な情報一覧

生産計画に必要な注文情報と製品情報を登録します。

※赤字は必須入力情報です。

材料情報

入力する情報 説明

材料名 固有の材料名

材料寸法 材料の形状と寸法

材質 材質

材料管理コード 材料を管理する番号

材料備考欄 備考を自由入力

RoHS指令対応 RoHS指令対応☑

基準単価 自社基準となる単価

基準所要手配日数 自社基準となる日数

重量 g単位

＜ポイント＞
一度入力した「材料情報」「製品情報」は、次
回から「材料名」「社内品番/品名」で呼出せま
す。

製品情報

入力する情報 説明

品番 固有の品番(または品名)

客先品番 客先に合わせて自由入力

図番 図面に対して自由入力

画像 画像ファイルを登録

工程順 製品を生産する工程順

工程区分 各工程の区分

工程名 設備名など個別名称

担当者名 各工程の担当者名

段取り時間 各工程の人作業時間

加工時間 各工程の機械加工時間

材料情報 右表
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②
必須入力

生産計画の作成

●注文情報の入力

案件に応じて見積書または生産指示書を選択し、注文情報を入力します。

①見積・作業指示書作成画面へ移動
トップメニューの「新規見積・作業指示書作
成」または、案件別スケジュール画面の
「新規案件登録」をクリック。

①

②注文情報の入力
各項目を注文情報に合わせて入力していき
ます。

＜ポイント＞
1つの注文No.に複数案件の登録も可能。
過去に入力した取引先の呼出しや社内品番/
品名から製品情報を呼出すと入力の手間を
省けます。

品番を途中まで入力すると、登録され
た過去の製品の候補が出てきます。

取引先名または管理番号を途中
まで入力すると、登録された過去
の取引先の候補が出てきます。

①
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①
必須入力

生産計画の作成

●材料情報の入力

注文情報に紐づく材料情報を入力します。過去の材料情報も呼出せます。

①材料情報の入力
見積・作業指示書作成画面に材料情報を
入力します。

＜ポイント＞
初めて入力した材料情報は自動で材料情報
に登録されます。
登録されている材料情報は材料名から呼出せ
ます。

材料手配をする計画の場合は☑

材料名から材料情報の呼出しができます。

②材料手配工程の入力
材料の手配先、納入先などを選択します。
材料手配先は「外注工程」にて登録されて
いる仕入先から選択することができます。

②

＜ポイント＞
仕入先毎に材料単価や所要日数を登録でき
ます。

必須入力
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①

必須入力

生産計画の作成

●製品情報の入力

注文情報に紐づく製品情報を入力します。過去の製品情報も呼出せます。

①製品情報の入力
見積・作業指示書作成画面に製品情報を
入力します。生産に必要な工程順に上から
順番に工程区分や工数などを入力します。
例）材料手配→社内工程→外注工程 など
②生産計画の登録
入力後に「登録」をすると月次スケジュール
が自動作成されます。

＜ポイント＞
はじめて入力した情報は自動で「製品情報」に
登録されます。
「段取り時間」は人作業、「加工時間」は加工
のサイクルタイム。

工程の工数=段取り時間+加工時間x個数

作業内容/申し送り事項は現場で確認できます。

③注文情報と製品情報の一時保存
「一時保存」をクリックすると入力した情報が
一時保存されます。トップメニューの「案件
一覧」から一時保存した情報を再編集可能。

③

③

②

社内工程

外注工程
必須入力

②③
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① 必須入力

生産計画の作成

●製品情報の入力

工程計画の作り方事例

●材料手配→旋盤→MC→外注工程の場合
①材料工程の入力
材料情報を入力し、材料手配に☑を入れる。
材料手配先、単価、所要日数などを入力。
②社内工程の入力
工程属性を選択し、工程、担当者、段取時間
加工時間、工程納期などを入力。
③外注工程の入力
工程属性を選択し、仕入先、外注単価、
所要日数などを入力。

加工合計=段取り時間+加工時間x個数 ●受注数1000個、100個/日x10日生産の場
合
③工程の工数と個数の入力
毎日繰り返す個数を100に変更。
④工程のコピー
繰り返す工程の「コピー」をクリック。10工程
分のコピーを繰り返す。

②

④

③

③

ン
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生産計画の作成

●案件別スケジュールの作成①

製品情報で入力した工程計画を元に案件別スケジュールを半自動で作成します。

①自動生産計画作成
見積・作業指示書作成画面の「登録」をクリ
ック。自動で生産計画を作成した案件別ス
ケジュール画面に進みます。

②生産計画の手動調整
案件別スケジュールでは案件毎に工程順に
計画が表示されます。
各工程の生産計画はマウスのドラッグアン
ドドロップで移動可能です。「登録」をクリック
すると修正した生産計画が登録されます。

②

＜ポイント＞
自動生産計画ルール
・半日単位で計画
・仕掛日があるとき仕掛日から計画
・仕掛日が無いときは納期日から逆算
・工程納期がある工程は納期から逆算
・納期に収まらないときは、警告表示
・外注工程は外注スケジュールにも反映

工程が被っていた、納期守れない場合は下に警告が表示されます。

②

①

「登録して案件一覧に移動」を押した場合は、登録後に案件一覧に
移動。

各計画の中で、色が濃い部分が段取り時間、色が薄い部分が
加工時間。

進捗バーの色で進捗ステータスを表示。
緑：計画どおり、黄：遅れ、赤：納期超過

57



生産計画の作成

●案件別スケジュールの作成②

製品情報で入力した工程計画を元に案件別スケジュールを、仕掛日から計画（仕
掛日基準）又は、納期日から逆算(納期日基準）で半自動作成します。案件登録
画面の注文情報で、仕掛日の有無で、仕掛日基準なのか、納期日基準なのかを判
定し計画します。

仕掛日から計画をするときは、仕掛日を入力す
る。
下記案件別スケジュール画面は、仕掛日を指定
し計画した場合（①）と、仕掛日を指定せず
納期日から逆算した場合（②）を示す。

仕掛日を指定したので、仕
掛日から計画作成。納期
日は、1月30日。仕掛日
は、1月27日と指定。

仕掛日を指定していないの
で、納期日から計画作成。
納期日は、1月30日。仕掛
日は、指定なし。

納期日

納期日仕掛日
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生産計画の作成

●週次スケジュールの作成

案件別スケジュール工程計画からより詳細な工程別･担当者別計画を作成します。

①週次スケジュール画面に移動
案件別スケジュール画面の各工程をクリッ
クしたときに表示される工程詳細画面の
「週次スケジュール」をクリック。
クリックした工程の日付から1週間分のスケ
ジュール画面が表示されます。

①

②週次スケジュールの作成
案件別スケジュールで計画した1週間分の
工程計画が案件毎に画面上部にあります。
これらの工程をドラッグアンドドロップして、
工程別・担当者別の生産計画を作成します。

②

＜ポイント＞
前後工程が被った場合や、工程納期が守れ
ない生産計画を立てた場合は警告表示され
ます。
より詳細な計画は日時スケジュール画面から
作成・調整できます。

②

①
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～運用編～

生産計画の確認・調整
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生産計画の確認・編集

●登録された生産計画の確認と編集

事務所や現場のパソコンから全体の生産計画の確認や編集ができます。

①案件別・外注スケジュールの確認
案件別または外注スケジュールをクリック。
・案件別スケジュール：案件毎の計画を確認
・外注スケジュール：外注先毎の計画を確認
（半日単位で1ヵ月分を表示）

①

②案件別スケジュール
案件毎の納期や進捗バーが右端に表示さ
れます。
生産計画を確認したい期間の変更や案件
の絞り込み表示ができます。

②

①

①

①

②

③

＜ポイント＞
進捗バーの色が進捗ステータスを表します。
緑：計画通り、黄：計画遅れ、赤：納期超
過遅れている工程の周囲が赤く点滅します。

③外注スケジュールの確認
生産計画を確認したい期間の変更や外注先
や工程区分での絞り込み表示ができます。

③

遅れている工程の周囲が赤く点滅。
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生産計画の確認・編集

●登録された生産計画の確認と編集

事務所や現場のパソコンから詳細な生産計画の確認や編集ができます。

①週次･日次スケジュールの確認
週次または日次スケジュールをクリック。
工程毎、担当者毎の工程計画が表示。
・週次スケジュール：1時間単位で1週間表示
・日次スケジュール：15分単位で1日表示

＜ポイント＞
一度に多くの情報を表示すると、動作が重たく
なります。（端末能力に依存）

①

②生産計画の確認
生産計画を確認したい期間や工場や部署
や工程区分での絞り込み表示もできます。

②

①

①
①

②

②

③生産計画の編集と登録
各工程の生産計画はマウスのドラッグアン
ドドロップで移動可能です。「登録」をクリック
すると編集した生産計画が登録されます。

③
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～運用編～

生産実績の入力
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生産実績の入力

●リアルタイムで生産実績を入力

パソコン・タブレットからワンタッチで実績入力。日報の記入・集計を省略できます。

①生産計画の確認
案件別、外注、週次、日次スケジュール画
面で実績を入力する工程の計画をクリック。

＜ポイント＞
実績はリアルタイムで共有されます。後から入
力する場合は、実績の再登録して下さい。

①
②工程詳細の確認
工程詳細（個数、工数、次工程開始日
時）などが確認できます。

③生産実績の入力
工程詳細の最下部の緑色のボタンを押す
だけで、段取り・加工の開始時刻、終了時
刻がリアルタイムで集計されます。

③

④
④生産実績の修正
加工完了後に不良数や工程の開始完了
時間を修正して再登録もできます。

④

②
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生産実績の入力

●リアルタイムで生産実績を入力

「いきなりIoT™」を利用することで現場での操作なしにリアルタイムに実績を取得。

③いきなりIoTの設置
工程にいきなりIoT機器をくっつけて、
電源を投入。
これだけで、どんな工程もいきなりIoT化！

②工程とIoT機器を紐づけ
いきなりIoT機器に表記のMACアドレスを
登録します。

①

②

②

●いきなりIoTの準備手順

③

①いきなりIoTの登録
工程スケジュールボードからIoT化する工程
の編集ボタンをクリック。

※特許出願中 65



生産実績の入力

●リアルタイムで生産実績を入力

「いきなりIoT™」を利用することで現場での操作なしにリアルタイムに実績を取得。

①作業指示書の準備
作業指示書を印刷し、いきなりIoTクリップ
を付ける。

＜ポイント＞
作業指示書をかけたら段取り開始、外したら加
工完了。
段取り実績時間=実績時間-加工計画時間
として計算されます。

②いきなりIoTクリップと作業指示書を紐づけ
いきなりIoT書込機のバーコードリーダーで
作業指示書右上のQRコードを読み込む。
書込機にCompleteと表示されたら完了です。

②

③作業指示書から実績取得
いきなりIoT機器に作業指示書を掲げる
だけでリアルタイムに案件の進捗を取得。

●いきなりIoTの運用手順①

③ 作業開始 作業完了
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～運用編～

生産進捗・実績の確認
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生産進捗・実績の確認

●リアルタイムで生産進捗を確認

リアルタイムで案件の進捗が確認でき、遅れを早期発見して納期遅れを防止。

＜ポイント＞
実績はリアルタイムで共有されます。
計画が遅れているものは、工程周囲が赤色で
点滅するので、早急なフォローによって納期遅
れを未然防止したり、改善のきっかけにすること
ができます。
顧客からの問合せにもすぐに対応でき、現場
管理者の対応工数削減だけでなく、顧客から
の信頼も向上できます。

①

①案件別進捗の一覧確認
案件別スケジュール画面にて指定した期間
の進行中の案件が一覧表示されます。各工
程の進捗をリアルタイムで確認できます。

工程内の斜線が動いているのは実行中、
斜線が停止しているのは一時中断中、
工程の色が濃くなっているのは完了。

②案件の詳細実績の確認
注文No.で検索し、品名欄右側の「 」をクリ
ックすると、詳細実績を確認できます。

②

②

②
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工程周囲が赤く点滅している工程は、
計画に対して仕掛りが遅れている。



生産進捗・実績の確認

●リアルタイムで生産実績を確認

リアルタイムで案件別の各工程の実績が確認できます。

①案件の進捗確認
トップメニューから「案件一覧」をクリック。

＜ポイント＞
原価と粗利の実績金額は全工程が完了して
から表示されます。完了した案件の検索時は
完了を含めるにチェックしてください。
計画工数に対し実績工数が乖離しているのは
問題点で原価改善対象になります。

① ②案件の検索
検索条件を入力して案件一覧を絞り込みま
す。絞り込まない場合は、未完了の案件が
すべて表示されます。

②

③案件の実績確認
案件一覧から「詳細」をクリック。案件
の注文情報、工程計画とその実績、計画
原価と実績原価が確認できます。

③
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～運用編～

製品情報の確認・編集
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製品情報の確認・編集

●製品情報の確認と編集

見積や生産指示の作成時に自動登録された製品の編集・確認ができます。

①製品一覧画面へ移動
トップメニューの「製品情報登録」をクリック

②

必須入力

③

②製品情報の確認と編集
製品一覧画面の「情報修正」から、製品情報
の確認と編集ができます。

③製品情報の新規登録
製品一覧の「+新規追加」から新規登録。

＜ポイント＞
見積や作業指示の作成画面で新しい社内品
番/品名を入力して生産計画を作成すると、そ
の情報が製品の標準工程として登録されます。
改善などによる標準工程の工数見直しなどの
ときに製品情報を編集します。

＜ポイント＞
事前に製品情報を標準として登録しておきた
いときなどはここから新規登録もできます。標準工数として登録。

①
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標準工程として登録。



～改善編～

生産実績の集計・分析
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生産実績の集計・分析

●製品生産実績のランキング形式での集計・分析

蓄積された生産実績情報を任意の条件と項目にてランキング式で出力できます。

①ランキング分析画面へ移動
トップメニューの「ランキング分析」をクリック。

②ランキング出力条件の入力
出力条件を入力して「検索」をクリック。

三角模様を押すと昇順/降順を切替。

＜ポイント＞
●利益改善の分析をする場合
顧客別売上や粗利率ランキングを任意の条件
で集計/並び替えてcsv出力することで分析で
きます。
●生産性向上のための分析をする場合
工程別や作業者別の稼働率の計画と実績や
不良率などを任意の条件で集計/並び替えて
csv出力することで分析できます。

表示された状態のままcsvに出力

①

②

③
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「いきなりIoT」
ご利用マニュアル

ものレボ株式会社
(2020年1月8日改訂)

Copyright©2020 ものレボ株式会社 All rights 
reserved
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◆概要

◆導入編
いきなりIoT （リーダー）登録手順
いきなりIoT（ライター）設置手順
NFCタグに案件登録手順
いきなりIoT(リーダー）LED点灯状態
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～概要～
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概要と運用方法

●リアルタイムで生産実績を入力

「いきなりIoT™」を利用することで現場での操作なしにリアルタイムに実績を取得。

③いきなりIoTの設置
工程にいきなりIoT機器をくっつけて、
電源を投入。
これだけで、どんな工程もいきなりIoT化！

②工程とIoT機器を紐づけ
いきなりIoT機器に表記のMACアドレスを
登録します。

①

②

②

●いきなりIoTの準備手順

③

①いきなりIoTの登録
工程スケジュールボードからIoT化する工程
の編集ボタンをクリック。

※特許出願中 77



概要と運用方法

●リアルタイムで生産実績を入力

「いきなりIoT™」を利用することで現場での操作なしにリアルタイムに実績を取得。

①作業指示書の準備
作業指示書を印刷し、いきなりIoTクリップ
を付ける。

＜ポイント＞
作業指示書をかけたら段取り開始、外したら加
工完了。
段取り実績時間=実績時間-加工計画時間
として計算されます。

②いきなりIoTクリップと作業指示書を紐づけ
いきなりIoT書込機のバーコードリーダーで
作業指示書右上のQRコードを読み込む。
書込機にCompleteと表示されたら完了です。

②

③作業指示書から実績取得
いきなりIoT機器に作業指示書を掲げる
だけでリアルタイムに案件の進捗を取得。

●いきなりIoTの運用手順①

③ 作業開始 作業完了
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～導入編～
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1. 基本情報登録の「工程情報登録」ボタンをクリックす
る。

2. 工程情報登録画面で、いきなりIoTを登録する工程
の「情報修正」ボタンをクリックする。

Copyright ©2020 ものレボ株式会社 All rights reserved

いきなりIoT （リーダー）登録手順

小ロットスケジューラに、いきなりIoT（リーダー）を登録する。
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3. 選択した工程情報登録画面が起動する。
画面下にある、工程IoT機器に、登録する
いきなりIoTのMACアドレスを入力する。

4. 1つの工程には、5台のいきなりIoTが登録
可能です。

5. 「登録」ボタンをクリックして、登録完了です。

6. 登録した機器には、必ず登録した工程が
分かるように明記していただく事をお勧めし
ます。

7. 登録した工程に、機器を設置します。

いきなりIoT （リーダー）登録手順

Copyright ©2020 ものレボ株式会社 All rights reserved

お願い

いきなりIoTを、ご利用いただくにあたり、機器にご利用いただくWifi情報を登録する必要があります。

登録に必要となるWifi情報は、下記の通りとなります。

① SSID

② パスワード

Wifi情報の登録は、弊社で行い納品させていただきます。
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1. バーコードリーダー接続用USB
にバーコードリーダーのUSBを
挿入する。

2. PC接続用Micro USBに付属
のケーブルを接続し、USBは
PCに接続する。

3. 以上で、ライターの設置は終
了となります。

小ロットスケジューラに、いきなりIoT（ライター）を接続する。

いきなりIoT（ライター）設置手順

Copyright ©2020 ものレボ株式会社 All rights reserved

バーコードリーダー
接続用USB

PC接続用
Micro USB

通信確認用
インジケータ
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1. 写真①のように、クリップにNFCタグを貼り
付けてください。

NFCタグ付きクリップの作業は以上です。

次に、ライターを利用して、NFCタグに案件情
報を登録する手順の説明をします。

1. 写真②のように、NFCタグ付きのクリップを
ライターに置きます。

2. 小ロットスケジューラの「案件一覧」ボタンを
クリックします。

3. 案件一覧画面から、NFCタグに登録を行
う案件の「詳細」ボタンをクリックします。

(次頁へ続く）

NFCタグに案件登録手順
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写真① 写真②
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4. 案件詳細画面にて、①②どちらかの手順
でNFCタグに案件情報を登録していただ
きます。

①左上のQRコードをバーコードリーダで読み
込んでいただく。

②「印刷」ボタンをクリックして、指示書を印刷
する。指示書の左上QRコードをバーコードリー
ダーで読み込んでいただく。

バーコードリーダーで、QRコードを読み込むとラ
イターについているインジケータが一時的に振
り切ります。

NFCタグにデータが書き込めると、インジケータ
ーのメモリが２～３になります。(インジケータ
は電源を入れている状態が、2~3です。）

NFCタグに案件登録手順

Copyright ©2020 ものレボ株式会社 All rights reserved
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いきなりIoT(リーダー）LED点灯状態

Copyright ©2020 ものレボ株式会社 All rights reserved

緑色LED(2)

赤色LED(1)

赤色LED(2)
緑色LED(1)

白色LED

機器に対する動作 機器の状態とLEDの点灯状態 LEDの位置

電源が入っていることを確
認する

電源が入っている場合、LEDランプが白色に点灯していること
電源が入っていない場合、どのLEDランプも点灯しない

IoT機器が無線ネットワ
ーク接続

接続中はLEDランプが緑色に点滅すること 接続インジケータLED：緑(1)
接続結果OKはLEDランプが緑色に点灯すること 接続インジケータLED：緑(1)

ワーク加工開始時にに作
業指示書を引っ掛ける

作業指示書の読取OKの場合、ブザーが鳴る NFC読取インジケータ：ブザー
作業指示書の読取NGの場合、ブザーが鳴らない
作業指示書の内容をサーバーに送信成功の場合、
LEDランプが緑色に点灯

送信成功インジケータLED：緑(2)

作業指示書の内容をサーバーに送信失敗の場合、（タグ内容がNG）
LEDランプが赤色に点灯

送信エラーインジケータLED：赤(2)

作業指示書の内容をサーバーに送信失敗の場合、（作業内容が計画外）
LEDランプが赤色に点灯

送信エラーインジケータLED：赤(3)

作業指示書の内容をサーバーに送信失敗の場合、（サーバー応答なし）
LEDランプが赤色に点灯

送信エラーインジケータLED：赤(2)(3)

ワーク加工終了時に作
業指示書を外す

作業指示書が外れたことをサーバーに送信成功の場合、
送信成功インジケータLEDが消灯&ブザーが鳴る

NFC読取インジケータ：ブザー

作業指示書が外れたことをサーバーに送信失敗の場合、（サーバー応答なし）
送信成功インジケータLEDが消灯し送信エラーインジケータLEDが赤色に点灯

送信エラーインジケータLED：赤(2)(3)
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案件別スケジュール画面で、スケジュール表示期間の選択が可能です。

期間は2週間、1ヶ月、2ヶ月から選択可能です・・・・①

また、計画が重複している時に出力する警告を非表示にする際は、“重複工程を警告
“のチェックボックスのチェックを外していただくと、非表示となります。・・・・②

案件別スケジュールの表示期間変更 方法

Copyright ©2020 ものレボ株式会社 All rights reserved
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●受注データ（csvデータ）を案件一覧に取り込む設定を行います。

電子案件データ取込設定方法

Copyright ©2020 ものレボ株式会社 All rights reserved

• 電子案件データ取込設定では、受注データ
の項目と、案件一覧の項目を紐付けをしま
す。

取込

電子データ（受注情報を含むcsvデータ） 案件一覧画面



●受注データ（csvデータ）を案件一覧に取り込む設定を行います。

電子案件データ取込設定方法
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• 電子案件データ取込設定では、受注データ
の項目と、案件一覧の項目を紐付けをしま
す。

取込

電子データ（受注情報を含むcsvデータ） 案件一覧画面



●取込設定を行います。

電子案件データ取込設定方法
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• 「新規追加」ボタンをクリックします。

• 電子案件データ取込設定名を入
力します。

• 区切り文字をカンマ、TABから選
択します。

• 取込むcsvファイルのヘッダ有無を
選択します。

• 「ファイルを選択」ボタンをクリックし
て、取込むcsvファイルを登録しま
す。

• 「送信」ボタンをクリックます。

• 案件登録の項目に対して、固定
値を入力する時は、取込項目リス
トで対象となる項目を選択し、固
定値の入力を行います。



●受注データ（csvデータ）を案件一覧に取り込む設定を行います。

電子案件データ取込設定方法
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設定項目名 内容

取込項目名 リストボックスから案件登録の時、対象となる項目を選択して行きます。チェック
ボックスで取込時にデータの重複を許可するのか設定します。

文字列抽出 データの取込範囲を抽出して取込を行う必要がある場合は、文字列抽出設
定で設定します。

変換１、変換２ 全角と半角変換、大文字と小文字変換を選択することが出来ます。

空の時に入れる値 空白の時に入れる値を選択する事が出来ます。

• ヘッダ列とサンプルデータ列には、
サンプルデータを表示します。

• 下表の設定を行います。
• 「登録」ボタンをクリックして登録
完了です。



●受注データを案件一覧に取込方法

電子案件データ取込設定方法
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• 「電子案件データ取込設定」ボ
タンをクリックします。

• 電子案件データ取込画面が起
動します。

• リストから使用する設定を選択
します。

• 「ファイルを選択」ボタンをクリック
して、取込みたいデータファイルを
選択します。

• 取込の対象となるデータ件数を
表示します。

• 「取込」ボタンをクリックすると、取
込完了です。



●製品情報（csvデータ）を製品情報登録に取り込む設定を行います。

電子製品データ取込設定方法
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• 電子製品データ取込設定では、品番、品名
などをCSVデータから取込む設定を行います。



●取込設定を行います。

電子製品データ取込設定方法
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• 「新規追加」ボタンをクリックします。

• 電子製品データ取込設定名を入
力します。

• 区切り文字をカンマ、TABから選
択します。

• 取込むcsvファイルのヘッダ有無を
選択します。

• 「ファイルを選択」ボタンをクリックし
て、取込むcsvファイルを登録しま
す。

• 「送信」ボタンをクリックます。

• 製品情報登録の項目に対して、
固定値を入力する時は、取込項
目リストで対象となる項目を選択
し、固定値の入力を行います。



●製品情報（csvデータ）を取り込む設定を行います。

電子製品データ取込設定方法
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設定項目名 内容

取込項目名 リストボックスから案件登録の時、対象となる項目を選択して行きます。チェック
ボックスで取込時にデータの重複を許可するのか設定します。

文字列抽出 データの取込範囲を抽出して取込を行う必要がある場合は、文字列抽出設
定で設定します。

変換１、変換２ 全角と半角変換、大文字と小文字変換を選択することが出来ます。

空の時に入れる値 空白の時に入れる値を選択する事が出来ます。

• ヘッダ列とサンプルデータ列には、
サンプルデータを表示します。

• 必須項目だけは必ず設定をお
願します。

• 下表の設定を行います。
• 「登録」ボタンをクリックして登録
完了です。



●製品データを取込む方法

電子製品データ取込設定方法
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• 「電子製品データ取込設定」ボ
タンをクリックします。

• 電子製品データ取込画面が起
動します。

• リストから使用する設定を選択
します。

• 「ファイルを選択」ボタンをクリック
して、取込みたいデータファイルを
選択します。

• 取込の対象となるデータ件数を
表示します。

• 「取込」ボタンをクリックすると、取
込完了です。



●製品工程（csvデータ）を製品情報登録に取り込む設定を行います。

電子製品工程データ取込設定方法
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• 電子製品データ取込設定では、品番、品名
などをCSVデータから取込む設定を行います。



●取込設定を行います。

電子製品工程データ取込設定方法
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• 「新規追加」ボタンをクリックします。

• 電子製品工程データ取込設定
名を入力します。

• 区切り文字をカンマ、TABから選
択します。

• 取込むcsvファイルのヘッダ有無を
選択します。

• 「ファイルを選択」ボタンをクリックし
て、取込むcsvファイルを登録しま
す。

• 「送信」ボタンをクリックます。

• 製品情報登録の項目に対して、
固定値を入力する時は、取込項
目リストで対象となる項目を選択
し、固定値の入力を行います。



●製品工程情報（csvデータ）を取り込む設定を行います。

電子製品工程データ取込設定方法
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設定項目名 内容

取込項目名 リストボックスから案件登録の時、対象となる項目を選択して行きます。チェック
ボックスで取込時にデータの重複を許可するのか設定します。

文字列抽出 データの取込範囲を抽出して取込を行う必要がある場合は、文字列抽出設
定で設定します。

変換１、変換２ 全角と半角変換、大文字と小文字変換を選択することが出来ます。

空の時に入れる値 空白の時に入れる値を選択する事が出来ます。

• ヘッダ列とサンプルデータ列には、
サンプルデータを表示します。

• 必須項目だけは必ず設定をお
願します。

• 下表の設定を行います。
• 「登録」ボタンをクリックして登録
完了です。



●製品工程データを取込む方法

電子製品工程データ取込設定方法
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• 「電子製品工程データ取込設
定」ボタンをクリックします。

• 電子製品工程データ取込画面
が起動します。

• リストから使用する設定を選択
します。

• 「ファイルを選択」ボタンをクリック
して、取込みたいデータファイルを
選択します。

• 取込の対象となるデータ件数を
表示します。

• 「取込」ボタンをクリックすると、取
込完了です。



◆お問合せ先
ものレボ株式会社
〒604-8206
京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル3F
TEL: 075-585-5097
MAIL: info@mono-revo.co.jp
お問合せフォーム: https://www.mono-revo.co.jp/contact/
（お問合せ時間：10:00～17:00土日祝除く）
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