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１． メインメニュー 

 
本画面をクリックすると、後述する各画面に遷移します。 
「終了」ボタンまたはF12を押下すると本処理を終了します。 
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２．容器登録・作業票発行・検査結果入力 

２．１ 基本操作 

 
本項では作業票発行→試験結果入力→成績書発行という一連の業務を行うための、画面操作に関わる 
基本的な動作を、シームレス画面を用いて説明します。 
 
＜登録・更新モード＞ 

  記号－番号を入力し、該当容器データを表示し、 
各ボタンを押下することにより、処理を行うことができます。 

  
「確定・作業票発行」 確定して作業票を発行することができます。 
「耐圧情報確定」  耐圧試験内容を登録・更新できます。 
「確定成績書発行」 全試験内容を登録・更新し、成績書を出力することができます。 
「←」「→」  該当容器の履歴を参照できます。 
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＜削除モード＞ 

  該当容器の対して削除操作を行います。 
削除操作の範囲はデータの状態によって異なります。 

 
  該当容器に作業依頼が発生している場合には、 

下記の画面が表示され、検査依頼を解除することができます。 

 
 

作業依頼が発生していない場合には、現在表示されている履歴、 
または容器自体を削除することができます。 

 
 
 
＜メニューからの起動方法による動作の違い＞ 

「容器登録・作業票発行」から本画面を呼び出だした場合は、 
記号番号を入力した後、自動的に検査依頼をかけるかどうかの確認を行います。 
「検査結果入力」から呼び出した場合には、最新履歴が表示されます。 
また、検査依頼をかけている場合には、試験結果の入力欄がスペースで表示されます。 
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＜参照ボタン＞ 

 左図ボタン（虫眼鏡）を押すと、下記のような検索画面が現れます。 

 
本画面で任意の項目を選択し“「OK」ボタン”を押下すると該当データが所定の位置に挿入されます。 

  後述される各項目で本機能が提供されているものは「（検索可）」という文言で示します。 
 

＜リストボックス＞ 

 
入力項目が選択肢になっている場合、左図のようなリストボックスが自動的に表示されます。 
このときリストボックス内に表示される任意の項目を選んでクリックまたは数字を入力して下さい。 
 

 
「キャンセル」ボタン 画面を初期状態に戻します。 
「終了」ボタン  処理を終了して画面を閉じます。 

 
※ 容器の種類によってそれぞれ動作が異なる場合には、後述の各項で改めて説明します。 
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２．２ シームレス 

 
 記号－番号を入力し、該当した容器を表示します。その後各ボタンの処理に応じて、作業票の出力、 
 成績書出力、履歴の参照等ができます。 
 
 

容器登録 
記号番号  左の欄に記号４桁、右の欄に番号を６桁半角で入力してください（検索可） 
所有者  所有者コードを４桁入力してください（検索可） 
ガス名  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（マスタ照会） 
製造時内容積  数値で入力してください。（999.9） 
製造時質量  数値で入力してください。（999.9） 
依頼者  依頼者コードを４桁入力してください（検索可） 
試験圧力  数値で入力してください。（999.9） 
カードル  左の欄に記号４桁、右の欄に番号を６桁半角で入力してください（検索可） 
登録番号  所有者に準じた登録番号を表示します。 
製造所  製造所コードを３桁入力してください（検索可） 
製造日  西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください 
ユーザ  全角で入力してください。（全角20文字まで） 

 
「確定・作業票発行」 確定して作業票を発行することができます。 
「カードル一括」  同一カードルの作業票が出力されます。 
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試験結果情報 

試験日  西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください。 
事故日  西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください。 
外観検査（腐食など） リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：A １：B ２：C ３：D） 
外観検査（切り傷など） リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：A １：B ２：C ３：D） 
内部検査（腐食など） リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：A １：B ２：C ３：D） 
内部検査（切り傷など） リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：良 １：否） 
ネジ検査  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：良 １：否） 
火炎等  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：良 １：否） 
全増加  数値で入力してください。（999.9） 
恒久増加  数値で入力してください。（999.9） 
恒久増加率  全増加と恒久増加を入力すると自動計算されます 
バルブ  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：良 １：否） 
バルブ種類  バルブが“否”の時、リストボックスに表示されているアイテムを 

入力してください。（マスタ照会） 
キャップ  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：良 １：否） 
キャップ種類  キャップが“否”の時、リストボックスに表示されているアイテムを 

入力してください。（マスタ照会） 
付属品  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：良 １：否） 
付属品明細  付属品が“否”の時、リストボックスに表示されているアイテムを 

入力してください。（マスタ照会） 
塗装   リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：有り １：無し） 
塗装種類  塗装が“有り”の時、リストボックスに表示されているアイテムを 

入力してください。（マスタ照会） 
完成日  西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください。 
合否判定  検査情報にもとづき自動的に判断されます。 

 
 「→」   表示されている履歴の前履歴を表示します。 
 「←」   表示されている履歴の次履歴を表示します。 
 「耐圧情報確定」  検査結果情報を登録・更新できます。 
 「確定・成績書発行」 すべての検査結果情報を登録・更新できます。 

本ボタンを押下後に成績書発行確認のメッセージが表示されます。 
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２．３ アセチレン 

 
 記号－番号を入力し、該当した容器を表示します。その後各ボタンの処理に応じて、作業票の出力、 
 成績書出力、履歴の参照等ができます。 
  

－作業票出力時の自社・客先容器の動作の違い― 
＜自社容器の場合＞ 

呼び出した容器を代表にするか否かの確認メッセージが表示されます。 
代表にした場合、同一自社ロットが検査対象とすることができます。 
すでに同一自社ロットが検査対象となっている場合はその旨がメッセージされます。 

 
＜客先容器の場合＞ 

  呼び出した容器を代表容器として、検査依頼をかけることができます。 
また、同一所有者、同一製造所、近似製造年月日の容器の検査履歴を検索し、 
打刻とすることができます。 
このとき代表とする容器が調査中でも、その容器の打刻とすることができます。 
（代表容器が検査完了時に検査結果が打刻容器に反映されます） 
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－削除モード時の自社・客先容器の動作の違い－ 
  該当容器の対して削除操作を行います。削除操作の範囲はデータの状態によって異なります。 

  
＜自社容器の場合＞ 

該当容器が代表容器として作業依頼が発生している場合には、 
下記の画面が表示され、検査依頼を解除することができます。 
打刻容器として扱われている場合は、代表容器の検査解除が必要になります。 

 ＜客先容器の場合＞ 
  該当容器が代表容器として作業依頼が発生している場合には、 

下記の画面が表示され、検査依頼を解除することができます。 
このとき、この容器を代表とする打刻容器がすでに存在する場合、 
すべての検査依頼を解除する事ができます。 
また、対象の打刻容器の中から代表を新たに設定する事ができます。 

 
作業依頼が発生していない場合には、現在表示されている履歴、 
または容器自体を削除することができます。 
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容器登録 

記号番号  左の欄に記号４桁、右の欄に番号を６桁半角で入力してください（検索可） 
所有者  所有者コードを４桁入力してください（検索可） 
ガス名  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（マスタ照会） 
製造時内容積  数値で入力してください。（999.9） 
製造時質量  数値で入力してください。（999.9） 
依頼者  依頼者コードを４桁入力してください（検索可） 
試験圧力  数値で入力してください。（999.9） 
代表番号  該当容器の試験結果の、最新の代表番号を表示します。 
ロット  客先容器の場合は、最新のロットを表示します。自社容器の場合は 
登録番号  所有者に準じた登録番号を表示します。 
製造所  製造所コードを３桁入力してください（検索可） 
製造日  西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください 
ユーザ  全角で入力してください。（全角20文字まで） 

「確定・作業票発行」 確定して作業票を発行することができます。 
 
 
試験結果情報 

試験日  西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください。 
事故日  西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください。 
外観検査  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：良 １：否） 
ネジ検査  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：良 １：否） 
火炎等  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：良 １：否） 
全増加  数値で入力してください。（999.9） 
恒久増加  数値で入力してください。（99.9） 
恒久増加率  全増加と恒久増加を入力すると自動で計算します。 
バルブ  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：良 １：否） 
バルブ種類  バルブが“否”の時、リストボックスに表示されているアイテムを 

入力してください。（マスタ照会） 
キャップ  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：良 １：否） 
キャップ種類  キャップが“否”の時、リストボックスに表示されているアイテムを 

入力してください。（マスタ照会） 
付属品  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：良 １：否） 
付属品明細  付属品が“否”の時、リストボックスに表示されているアイテムを 

入力してください。（マスタ照会） 
塗装   リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：有り １：無し） 
塗装種類  塗装が“有り”の時、リストボックスに表示されているアイテムを 

入力してください。（マスタ照会） 
完成日  西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください 
合否判定  検査情報にもとづき自動的に判断されます。 
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「→」   履歴を表示します。 
 「←」   最新履歴を表示します。 
 「耐圧情報確定」  検査結果情報を登録・更新できます。 
 「確定・成績書発行」 すべての検査結果情報を登録・更新できます。 

本ボタンを押下後に成績書発行確認のメッセージが表示されます。 
 
 ＜自社←→客先変更＞ 
 該当容器を呼出ます。「自社」または「客先」と表示されている記号番号横のエリアをクリックします。 
 （このとき容器は検査依頼がかかっていない状態である必要があります） 
 

 
 

 
 上記画面が表示され、自社から客先へ移行する場合は、「自社→客先」ボタンを押下します。 
 客先から自社へ移行する場合は、画面下部に候補一覧が表示され、既存ロットへの組み込み 
 または、新規自社ロットを生成し移行することができます。 
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２．４ 超低温 

 
 記号－番号を入力し、該当した容器を表示します。その後各ボタンの処理に応じて、作業票の出力、 
 成績書出力、履歴の参照等ができます。 
 

容器登録 
記号番号  左の欄に記号４桁、右の欄に番号を６桁半角で入力してください（検索可） 

リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 
（１：自社 ２：客先） 

所有者  所有者コードを４桁入力してください（検索可） 
ガス名  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（マスタ照会） 
製造時内容積  数値で入力してください。（9999.9） 
製造時質量  数値で入力してください。（9999.9） 
依頼者  依頼者コードを４桁入力してください（検索可） 
試験圧力  数値で入力してください。（999.9） 
登録番号  所有者に準じた登録番号を表示します。 
製造所  製造所コードを3桁入力してください（検索可） 
製造日  西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください 
ユーザ  全角で入力してください。（全角20文字まで） 

「確定・作業票発行」 確定して作業票を発行することができます。 
 

検査情報 
試験日  西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください。 
事故日  西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください。 
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外観検査  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 
（０：良 １：否） 

気密試験圧力  数値で入力してください。（99.9） 
気密試験判定  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：良 １：否） 
安全弁  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：合格 １：調整 ２：修理 ３：交換 ４：なし） 
圧力計  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：合格 １：調整 ２：修理 ３：交換 ４：なし） 
上部充填弁  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：合格 １：調整 ２：修理 ３：交換 ４：なし） 
下部充填弁  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：合格 １：調整 ２：修理 ３：交換 ４：なし） 
放出弁  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：合格 １：調整 ２：修理 ３：交換 ４：なし） 
加圧元弁  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：合格 １：調整 ２：修理 ３：交換 ４：なし） 
加圧調整器  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：合格 １：調整 ２：修理 ３：交換 ４：なし） 
降圧調整器  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：合格 １：調整 ２：修理 ３：交換 ４：なし） 
液取出口  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

   （０：合格 １：調整 ２：修理 ３：交換 ４：なし） 
放出口  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

   （０：合格 １：調整 ２：修理 ３：交換 ４：なし） 
破裂板  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

   （０：合格 １：調整 ２：修理 ３：交換 ４：なし） 
液面計  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

   （０：合格 １：調整 ２：修理 ３：交換 ４：なし） 
付属品  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

   （０：良 １：否） 
付属品明細  付属品が“否”の時、リストボックスに表示されているアイテムを 

  入力してください。（マスタ照会） 
外気温  数値で入力してください。（99.99） 
気化率  数値で入力してください。（9.999） 
測定開始圧力  数値で入力してください。（99.99） 
測定終了圧力  数値で入力してください。（99.99） 
測定時間  数値で入力してください。（99.99）  
侵入熱量   自動計算されます。 
断熱性能判定   リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：良 １：否） 
塗装   リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：有り １：無し） 
塗装種類  塗装が“有り”の時、リストボックスに表示されているアイテムを 

入力してください。（マスタ照会） 
完成日  西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください。 
合否判定  検査情報にもとづき自動的に判断されます。 

 
 「→」   履歴を表示します。 
 「←」   最新履歴を表示します。 
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 「成績書発行」  すべての検査結果情報を登録・更新できます。 
本ボタンを押下後に成績書発行確認のメッセージが表示されます。 

３．成績書一覧 

３．１ シームレス 

 
 期間内に行われたシームレス容器の成績を出力します。 
 

・ 期間   西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください（必須）。 
・ 社容器  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（１：自社 ２：客先） 
・ 所有者  所有者コード先頭１桁または４桁入力してください（検索可）。 
・ ガス名  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（マスタ照会） 
・ 合否   リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：合 １：否） 
※ 期間以外の各条件は未入力で全検索できます。 

 
 
「検索開始」  検索条件に従い該当容器を検索・抽出します。 
「容器毎印刷」  容器毎に成績書を出力します。 
「一覧印刷」  期間内の容器の成績を一覧形式で出力します。 
「キャンセル」  画面を初期状態に戻します。 
「終了」   処理を終了して画面を閉じます。 
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３．２ アセチレン 

 
 期間内に行われたアセチレン容器の成績を出力します。 
 

・ 期間   西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください（必須）。 
・ 社容器  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（１：自社 ２：客先） 
・ 所有者  所有者コード先頭１桁または４桁入力してください（検索可）。 
・ 代表・打刻  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（１：代表 ２：打刻） 
・ 合否   リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：合 １：否） 
※ 期間以外の各条件は未入力で全検索できます。 

 
「検索開始」  検索条件に従い該当容器を検索・抽出します。 
「容器毎印刷」  容器毎に成績書を出力します。 
「一覧印刷」  期間内の容器の成績を一覧形式で出力します。 
「キャンセル」  画面を初期状態に戻します。 
「終了」   処理を終了して画面を閉じます。 
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３．３ 超低温 

 
 期間内に行われた超低温容器の成績を出力します。 
 

・ 期間   西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください（必須）。 
・ 社容器  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（１：自社 ２：客先） 
・ 所有者  所有者コード先頭１桁または４桁入力してください（検索可）。 
・ ガス名  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（マスタ照会） 
・ 合否   リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：合 １：否） 
※ 期間以外の各条件は未入力で全検索できます。 

 
 

「検索開始」  検索条件に従い該当容器を検索・抽出します。 
「容器毎印刷」  容器毎に成績書を出力します。 
「一覧印刷」  期間内の容器の成績を一覧形式で出力します。 
「キャンセル」  画面を初期状態に戻します。 
「終了」   処理を終了して画面を閉じます。 
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４．作業明細 

４．１ シームレス 

 
 期間内に行われたシームレス容器の再検査内容を出力します。 
 

・ 期間   西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください（必須）。 
・ 社容器  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（１：自社 ２：客先） 
・ 依頼者（窓口） 依頼者コード先頭１桁または４桁入力してください（検索可）。 
・ ガス名  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（マスタ照会） 
・ 合否   リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：合 １：否） 
※ 期間以外の各条件は未入力で全検索できます。 

 
「検索開始」  検索条件に従い該当容器を検索・抽出します。 
「切替」   期間内に行われた再検査内容とその集計結果の表示を切り替えます。 
「明細印刷」  期間内に行われた再検査内容の一覧と集計結果を出力します。 
「キャンセル」  画面を初期状態に戻します。 
「終了」   処理を終了して画面を閉じます。 
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４．２ アセチレン 

 
 期間内に行われたアセチレン容器の再検査内容を出力します。 
 

・ 期間   西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください（必須）。 
・ 社容器  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（１：自社 ２：客先） 
・ 依頼者（窓口） 依頼者コード先頭１桁または４桁入力してください（検索可）。 
・ 代表・打刻  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（１：代表 ２：打刻） 
・ 合否   リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：合 １：否） 
※ 期間以外の各条件は未入力で全検索できます。 

 
「検索開始」  検索条件に従い該当容器を検索・抽出します。 
「切替」   期間内に行われた再検査内容とその集計結果の表示を切り替えます。 
「明細印刷」  期間内に行われた再検査内容の一覧と集計結果を出力します。 
「キャンセル」  画面を初期状態に戻します。 
「終了」   処理を終了して画面を閉じます。 
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４．３ 超低温 

 
 期間内に行われた超低温容器の再検査内容を検索条件に準じて出力します。 
 

・ 期間   西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください（必須）。 
・ 社容器  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（１：自社 ２：客先） 
・ 所有者  所有者コード先頭１桁または４桁入力してください（検索可）。 
・ ガス名  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（マスタ照会） 
・ 合否   リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（０：合 １：否） 
※ 期間以外の各条件は未入力で全検索できます。 

 
「検索開始」  検索条件に従い該当容器を検索・抽出します。 
「明細印刷」  期間内に行われた再検査内容を個別に出力します。 
「キャンセル」  画面を初期状態に戻します。 
「終了」   処理を終了して画面を閉じます。 
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５．集計表 

５．１ シームレス 

 
 期間内に行われたシームレス試験本数・完成本数等を検索条件に準じて出力します。 
 

・ 期間   西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください（必須）。 
・ 社容器  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（１：自社 ２：客先） 
・ 所有者  所有者コード先頭１桁または４桁入力してください（検索可）。 
・ ガス名  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（マスタ照会） 
※ 期間以外の各条件は未入力で全検索できます。 

 
「検索開始」  検索条件に従い該当容器を検索・抽出します。 
「印刷」   検索結果を印刷します。 
「キャンセル」  画面を初期状態に戻します。 
「終了」   処理を終了して画面を閉じます。 
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５．２ アセチレン 
 

 
 期間内に行われたアセチレン試験本数・完成本数等を検索条件に準じて出力します。 
 

・ 期間   西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください（必須）。 
・ 社容器  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（１：自社 ２：客先） 
・ 所有者  所有者コード先頭１桁または４桁入力してください（検索可）。 
・ 代表・打刻  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（１：代表 ２：打刻） 
※ 期間以外の各条件は未入力で全検索できます。 

 
「検索開始」  検索条件に従い該当容器を検索・抽出します。 
「印刷」   検索結果を印刷します。 
「キャンセル」  画面を初期状態に戻します。 
「終了」   処理を終了して画面を閉じます。 
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５．３ 超低温 

 
 期間内に行われた超低温試験本数・完成本数等を検索条件に準じて出力します。 
 

・ 期間   西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください（必須）。 
・ 社容器  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（１：自社 ２：客先） 
・ 所有者  所有者コード先頭１桁または４桁入力してください（検索可）。 
・ ガス名  リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。 

（マスタ照会） 
※ 期間以外の各条件は未入力で全検索できます。 

 
「検索開始」  検索条件に従い該当容器を検索・抽出します。 
「印刷」   検索結果を印刷します。 
「キャンセル」  画面を初期状態に戻します。 
「終了」   処理を終了して画面を閉じます。 
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５．４ アセチレン自社ロット期限切れ（自社当月期限該当ロット） 

 
 該当期限に切れるアセチレン自社ロットを検索・抽出します。 
 

・ 期限   西暦（YYYYMM）の形式で入力してください（必須）。 
（デフォルト：当月） 

 
「検索開始」  検索条件に従い該当容器を検索・抽出します。 
「一覧印刷」  検索結果を印刷します。 
「終了」   処理を終了して画面を閉じます。 
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５．５アセチレン自社ロット期限切れ（,当月まで期限の自社ロット） 
 

 
 該当期限までに検査が未処理のアセチレン自社ロットを検索・抽出します。 
 

・ 期限   西暦（YYYYMM）の形式で入力してください（必須）。 
（デフォルト：当月） 

 
「検索開始」  検索条件に従い該当容器を検索・抽出します。 
「一覧印刷」  検索結果を印刷します。 
「終了」   処理を終了して画面を閉じます。 
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６．マスタメンテナンス  

６．１ 基本操作 
 

 
 上記画面のエントリモードは必ず選択されます。 
 選択されているエントリモードに従ってデータ操作が行われます。 

データ内容の更新等が終了した後に 「確定」ボタンを押すことによって、 
データ操作が完了し、画面が初期状態に戻ります。 

  
  「キャンセル」・・・画面を初期状態に戻します。 
  「終了」・・・・・・処理を終了して画面を閉じます。 

「一覧印刷」・・・・一覧を印刷します。 
「確定」・・・・・・入力された項目を確定しデータベースに入力します。 

この際にデータに変更あった場合、データを破棄するか、確定するか確認メッセージが表示します。 
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６．１．１ 顧客 

 
 
・ 顧客ＮＯ   数値４桁を入力してください（必須）。 
・ 登録番号  半角入力してください。（１２文字まで） 
・ 会社名（カナ）  半角カタカナ入力してください。（２０文字まで） 
・ 会社名  全角入力してください。（４０文字まで） 
・ 略称   全角入力してください。（２０文字まで） 
・ 郵便番号  半角入力してください。（例：000-0000） 
・ 住所   全角入力してください。（８０文字まで） 
・ 電話番号  半角入力してください。（14文字まで） 
・ ＦＡＸ番号  半角入力してください。（14文字まで） 
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６．１．２ ガス名 

 
 

・ 作業区分  1～３までの数値を入力してください。（必須） 
・ ガスコード   数値２桁を入力してください（必須）。 
・ ガス名  全角入力してください。 
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６．１．３ 製造所 

 
 

・ 製造所コード   数値３桁を入力してください（必須）。 
・ 会社名（カナ）  半角カタカナ入力してください。（２０文字まで） 
・ 会社名  全角入力してください。（４０文字まで） 
・ 略称   全角入力してください。（２０文字まで） 
・ 郵便番号  半角入力してください。（例：000-0000） 
・ 住所   全角入力してください。（８０文字まで） 
・ 電話番号  半角入力してください。（14文字まで） 
・ ＦＡＸ番号  半角入力してください。（14文字まで） 
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６．１．４ バルブ 

 
 

・ 作業区分  1～３までの数値を入力してください。（必須） 
・ バルブコード   数値２桁を入力してください（必須）。 
・ バルブ名  全角入力してください。 
・ 単価   数値入力してください。（６桁まで） 
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６．１．５ キャップ 

 
 

・ 作業区分  1～３までの数値を入力してください。（必須） 
・ キャップコード  数値２桁を入力してください（必須）。 
・ キャップ名  全角入力してください。 
・ 単価   数値入力してください。（６桁まで） 
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６．１．６ 塗装 

 
 

・ 作業区分  1～３までの数値を入力してください。（必須） 
・ 塗装コード   数値２桁を入力してください（必須）。 
・ 塗装名  全角入力してください。 
・ 単価   数値入力してください。（６桁まで） 
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６．１．７ 付属品 

 
 
 

・ 作業区分  1～３までの数値を入力してください。（必須） 
・ 付属品コード   数値２桁を入力してください（必須）。 
・ 付属品名  全角入力してください。 
・ 単価   数値入力してください。（６桁まで） 
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６．１．８ 担当者 

 
 

・ 担当者ＮＯ  数値を入力してください。（３桁まで）（必須） 
・ 担当者名（カナ）  半角カタカナ入力してください。（３０文字まで） 
・ 担当者名  全角入力してください。 
・ 検査主任該当  入力している担当者が、現在の検査主任である場合はチェックしてください。 

（チェックされている担当者が成績書の検査主任者名の対象となります） 
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６．１．９ 試験単価入力 

 
 

・ シームレス 合格 シームレス容器合格時の試験単価を入力してください。 
・    不合格 シームレス容器不合格時の試験単価を入力してください。 
・ アセチレン 耐圧 アセチレン容器の試験単価を入力してください。 
・    打刻 アセチレン容器の打刻単価を入力して下さい 
・    不合格 アセチレン容器不合格時の試験単価を入力してください。 
・ 検査場所 検査場所を全角で入力してください。本内容が成績書の検査場所に採用されます。 

 
 


