
TOSEIネット店舗管理システム

Web操作仕様書

取　扱　説　明　書

■このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

■ご使用の前に必ず本書「取扱説明書」をよくお読みください。

■お読みになった後は必ず手元に保管してください。
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1. 概要

1-1 はじめに
本Web操作仕様書は、TOSEIネット店舗管理システムVer4.03について説明します。

また、本バージョンは弊社発売の集中精算システムに対応しています。

1-2 動作環境について
パソコン(以後、PC)の動作環境について下記に表します。

　 　1）OS 　　　　　　　 Windows 7 / 8.1 / 10

　2）ＣＰＵ  　　　　 　1GHz以上

　3）メモリ  　　　　　 1GB以上　※1

　4）通信環境　※2　ＡＤＳＬ回線,光回線等のブロードバンド回線

※1 他のアプリケーションを同時に利用する場合は、メモリ容量を1GB以上にすることをお勧めします。

※2 インターネット回線を新規に設置する場合、別途プロバイダと契約・工事を行う必要があります。

○ 各端末のブラウザについて

　　PC、スマートフォン、ダブレット端末における対応ブラウザ※3については、下記表にて確認済です。

　　表記以外のブラウザについては、正常に動作できない場合があります。

※3 この表は、2019年6月現在のものです。

ＯＳ

パソコン Windows 7 Internet Explorer 9

Windows 8.1 Internet Explorer 10

Windows 10 Internet Explorer 11,Edge

スマートフォン iPhone iOS Safali

Android系 Android Chrome

タブレット端末 iPad iOS Safali

Android系 Android Chrome

ブラウザ端末
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1-3 システムに接続する方法について
インターネット接続している、PC上にあるInternet Explorer(以後、IE)を

ダブルクリックして、接続する店舗のURLアドレス(または、固定IPアドレス)をアドレスに入力して、

接続することで店舗側に設置されているシステムコントローラーとインターネット接続します。

☆このWeb操作仕様書では、IE11による操作を前提に記載しております。

　 IE以外でインターネット接続した場合、一部表示が異なります。

　　インターネット接続するためには、店舗側に設置されているシステムコントローラーを、

　　インターネット回線(ADSL、光)へ接続を行ってください。

※ インターネット回線への接続方法は、

　　システムコントローラー [4] 機械設置～システムの運用開始までの流れを参照してください

アドレスの場合(例:tosei-corporation.co.jp)

http://tosei-corporation.co.jp

固定ＩＰアドレスの場合 (例:11.22.33.44)

http://11.22.33.44
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1-4 ログイン
店舗とインターネット接続すると、ログイン画面(タイトル画面)を表示します。

ログインアイコンを選択することで、パスワード確認画面を表示します。

[画面・操作アイコン説明]

※ 接続先のタイトル画面が表示されない、接続できない場合は、下記の項目を確認してください。

1. IE上のアドレスが正しく入力されていますか？

　　　　(サーバ名または固定ＩＰアドレス)

2. クライアント側のPCが、正しくインターネット接続されていますか？

　　　　(ADSLモデム、ルーターの設定含む)

3. 店舗側に接続しているシステムコントローラーの電源が入っていますか？

　　　　(モデム・ルーターの設定、各種電源など)

№ 項目 範囲 説明

1 ログイン なし パスワード画面に移行します。
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1-5 パスワード
パスワード確認画面が表示されたら、ユーザー名(オーナーID、サブID、第3者管理ID、遠隔返金ID)と、

パスワードを入力して、[OK]ボタンを選択します。

ユーザー名・パスワードが一致すると、[2]トップページに移行します。

ただし、第3者管理IDでログインした場合は[4]操作画面に、遠隔返金IDでログインした場合は

[4-5]遠隔返金画面へ移行します。

3回連続でパスワードの認証を失敗した場合、認証失敗画面を表示します。

※ ブラウザによって、パスワード確認画面が異なります。

[画面・操作アイコン説明]

※ ユーザー名は、TOSEIネット店舗管理システムを納入時に、TOSEIより与えられます。

　　オーナー様による変更はできません。

※ パスワードは、6文字以上12文字以内の半角英数字でオーナー様で変更できます。

№ 項目 範囲 説明

1 ユーザー名 なし ID(オーナーID、サブID、第3者管理ID：固定)

2 パスワード
半角英数字のみ
(6～12文字以内)

パスワード(変更可能)

3 OK なし パスワード確認を行う際に選択します。

4 キャンセル なし ユーザー名、パスワードの入力欄を入力前の空白欄に戻します。

<パスワードの管理について>

パスワードを知られることがないよう、オーナー様が責任をもって管理してください。

また、パスワードについては、定期的に変更を行ってください。

パスワードの管理不十分，使用上の過誤，第三者の使用等による損害の責任はお客様が負うものとし、

当社は一切責任を負いません。
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1-6 画面概要
本システムの画面は、ヘッダエリア、第1階層キーエリア、第2階層キーエリア、

表示要件設定エリア、データ表示エリアで構成されています。

[構成部説明]

①ヘッダエリア:システム名、現在時刻、お問合せアイコン、データ更新からなります。

　　　　1）システム名　   ・・・・本システムの名称を表記します。

　　　　2）現在時刻 　　　・・・・接続しているPCの現在時刻を表示します。

　　　　3）お問い合わせ ・・・・サービス連絡先一覧をポップアップ画面で表示します。

　　　　4）ログアウト　  　・・・・ログイン画面に戻ります。

②第1階層キーエリア:トップページ、売上稼動情報、機械情報、設定・変更からなります。

　　　　1）トップページ  　 ・・・・店舗に設置している機械稼動情報などを表示します。

　　　　2）売上稼動情報　・・・・店舗の売上稼動情報を表示します。

　　　　3）機器操作　  　 　・・・・店舗の機械情報を表示します。

　　　　4）設定・変更　　　・・・・パスワード変更などの各種設定を表示します。

　　　　5）機器管理　　　　・・・・店舗の機械の点検情報を表示します。

③第2階層キーエリア：第1階層キーエリアで選択された情報に対応した項目からなります。

　　　　1）売上稼動情報 ・・・・日計情報、月計情報、回収金額

　　　　2）機械操作　　　 ・・・・機械の遠隔操作

　　　　3）設定・変更　 　・・・・基本料金、乾燥時間、割引設定、パスワード、オプションの機器設定

　　　　4）機器管理　　 　・・・・日常点検、機器情報、精算機情報

④表示要件設定エリア:検索期間（選択）、検索開始などの実行ボタンからなります。

⑤データ表示エリア　:第1階層、第2階層、表示要件設定で選択した内容に対応したデータを表示します。

① ②

③

④

⑤
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1-7 メニュー一覧
本システムは、トップページ、売上稼動情報、機器操作、設定・変更,機器管理からなり、

各情報に対応した項目をすることで、各種データを表示します。

○ トップページ

　　現在の店舗情報（店舗売上情報，機械稼動情報など）を表示します。

　　エラーが発生している場合はエラー名をクリックすると、エラー名およびオーナー対処方法を表示します。

○ 売上稼動情報

日計情報

　　　　日単位で売上稼動情報を表示します。

　　　　日付別、期間別で検索ができ、それぞれの売上情報・稼動情報を

　　　　表・グラフで表示します。また、データ保存(CSV形式)を行うこともできます。

月計情報

　　　　月単位で売上稼動情報を表示します。

　　　　月別、期間別の検索ができ、それぞれの売上情報・稼動情報を

　　　　表・グラフで表示します。また、データ保存(CSV形式)を行うこともできます。

回収金額

　　　　現在の回収金額情報を表示でき、売上金額回収後に回収金額のデータクリアを行えます。

　　　　履歴の検索が過去99回まで閲覧でき、表・グラフで表示します。

　　　　また、データ保存(CSV形式)を行うこともできます。
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○ 機器操作

機械の遠隔操作

　　　　店舗に設置されている機械の運転、停止などの操作を、

　　　　遠隔で行うことができます。

払出し

　　　　店内に設置されている集中精算機、または両替機に、

　　　　遠隔で100円硬貨の払出しを行うことができます。

※ 払出しは、遠隔返金IDでログインした時のみ表示します。

○ 設定・変更

基本料金・乾燥時間

　　　　接続されている機械の基本料金および、乾燥時間を変更できます。

割引設定

　　　　接続している機械の割引設定を行うことができます。

　　　　割引設定は、最大5つまで設定できます。

パスワード

　　　　ユーザーのパスワードを変更できます。

　　　　ただし、ユーザー名を変更することはできません。

オプション機器の設定

　　　　オプション機能の設定を変更できます。

　　　　ハローコールシステムのオーナー情報、電話呼び出し設定の

　　　　2つの設定を変更できます。

○ ハローコールシステム

1. オーナー情報

　　暗証番号、第1電話番号、第2電話番号、店名の変更ができます。

2. 電話呼び出し設定

　　終了前・終了コール選択、終了前コール時間、リダイヤル回数の変更ができます。
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○ 機器管理

日常点検

　　　　リントフィルター、グリス、オイルの点検周期の設定、経過日数を表示します。

機器情報

　　　　機械の取扱説明書を取得(PDF)できます。

精算機情報

　　　　精算機のステータス情報(釣銭保有枚数、金庫保有枚数、カード情報、センサー情報)を表示します。

1-8 ログアウト
各Web画面上にある[ログアウト]アイコンを選択すると、ログイン画面に戻ります。
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2. トップページ

トップページでは、現在の店舗情報、店舗売上情報、本日の天候、店舗稼動情報を表示します。

エラー発生時は、異常時の内容にエラー名が表示され、エラー名を選択することで、エラー対応画面を表示します。

また、1分以上画面操作がない場合、リフレッシュ動作を行い、画面を自動更新します。

①現在時刻 ②本日の天候③店舗情報④店舗売上情報

⑤機械番号

⑥稼動状況

⑦残り運転時間 ⑨異常時の内容 ⑩本日の売上金額⑧機械名

⑪一括データ保存

⑫データ自動転送
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[画面・操作アイコン説明]

○ 現在の時刻

　　現在の年、月、日、時間を表示します。

○ 本日の天候

　　本日の天候設定および天候を表示します。本日の天候を選択することで、

　　天候設定を行うことができます。

※天候設定は、[3-1-5] 天候設定を参照して下さい。

○ 店舗情報

　　  店舗の稼動情報を表示します。

・正常に動作しています。

店舗内にある機械およびデータ通信が、正常に動作しています。

・機械に異常が発生しています。

機械にエラーが発生しています。

・接続されている機械とデータ通信ができません。

システムコントローラーと機械とのデータ通信ができない時に表示します。

・システム内のデータ通信ができません。

システムコントローラー内のマイコンと通信ボードとのデータ通信ができない時に表示します。

・システム内のデータ通信ができません。

システムコントローラー内のマイコンと通信ボードとのデータ通信ができない時に表示します。

○ 店舗売上情報

　　本日の店舗売上金額、今月の累計売上金額および前年度月実績を表示します。

　　店舗売上金額、今月の累計売上金額で表示される金額は、集中精算機で精算した金額を含んだ金額です。

№ 項目 範囲 説明

1 現在時刻 なし パソコンで設定されている時刻を表示します。

2 本日の天候 なし 天候の設定および表示を行います。

3 店舗情報 なし

正常に動作しています。

機械に異常が発生しています。
接続されている機械とデータ通信ができません。
精算機で異常が発生しています

4 店舗売上情報 なし 本日の店舗売上情報、今月の累計売上情報を表示します。

5 機械番号 なし 接続されている機械番号を表示します。

6 稼動状況 なし

運転　・・・機械運転中
空き　・・・機械停止中
異常　・・・機械トラブル発生中
－－　・・・運転情報の取得できない機械
調整　・・・機械調整中
修理中・・・機械修理中

7 残り運転時間 なし 運転している機械の残り時間を表示します。

8 機種名 1号機～30号機 機種名を表示します。

9 異常時の内容 なし エラー発生中は、エラー名を表示します。

10 本日の売上金額 なし 本日の売上金額を表示します。

11 一括データ保存 なし 指定された期間の店舗データをCSVファイル形式で取得できます。

12 データ自動転送 なし 店舗売上データのメール送信等ができます。
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○ 機種名

　　接続している機種名を表示します。

　　<洗濯乾燥機>

　　　　SF-124C/224C/324C

　　<洗濯機>

　　　　CW-122/222

　　<乾燥機>

　　　　CT-144G/254G,CT-144W,CT-145G/255G,CT-145W

　　<スニーカー洗濯機>

　　　　スニーカーウォッシャー

　　<スニーカー乾燥機>

　　　　スニーカードライヤー

○ 機械番号

　　接続している機械の、機械番号を表示します。

○ 稼働情報

　　機械の運転情報を表示します。

　　　　　運転　 ・・・機械運転中

　　　　　空き　 ・・・機械停止中

　　　　　異常　 ・・・機械トラブル発生中

　　　　　－－ 　・・・運転情報の取得できない機械

　　　　　調整　 ・・・機械調整中

　　　　　修理中・・・機械修理中   

○ 残り運転時間

　　接続されている機械の残り運転時間を表示します。

○ 異常時の内容

　　エラーが発生した時、エラー名を表示します。また、表示されたエラー名をクリックすることにより、

　　エラー対応画面が表示されます。

○ 本日の売上情報

　　本日の売上金額を表示します。

　　本日の売上金額で表示される金額は、コイン機と集中精算機で精算した金額を含んだ金額です。
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○ 一括データ保存

　　期間を設定することで、必要な店舗データをCSVファイル形式で取得できます。

・機械別売上稼動データ

　　　　選択された期間の売上稼動データを、機械番号別に取得・保存します。

・日付別売上稼動データ

　　　　選択された期間の売上稼動データを、日付別に取得・保存します。

・曜日別売上稼動データ

　　　　選択された期間の売上稼動データを、曜日別に取得・保存します。

・時間帯別売上稼動データ

　　　　選択された期間の売上稼動データを、時間帯別に取得・保存します。
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○ データ自動転送

　　店舗売上データのメール送信および店舗稼動データのFTPサーバーへのデータ送信ができます。

1. 売上情報送信設定

　 店舗管理番号設定および指定したメールへ店舗の日計または月計売上情報（CSV形式）を、送信できます。

 　また、トラブル発生時に、指定したメールへトラブル情報を送信できます。

 　詳細は、[7-2-1]売上情報送信設定を参照してください。

2. 稼動情報送信設定

 　指定したFTPサーバーへ店舗の稼動データを、定期送信できます。

　 詳細は、[7-2-2]稼動情報送信設定を参照してください。
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3. 売上稼動情報

売上稼働情報機能では、次の情報を閲覧できます。

日計情報

　　　　閲覧範囲指定:当日、日付指定、期間指定(1か月以内)

月計情報

　　　　閲覧範囲指定:当月、月指定、期間指定(3年以内)

回収金額

　　　　閲覧範囲指定:現在、履歴指定(99回分)、期間指定

売上稼働情報は、表形式、グラフで表示します。

また、CSV形式のテキストファイルで保存することもできます。

売上および稼働回数の情報は、日次と月次に分けられ、日次は0時から23時までの時間帯別、

月次は1日から月末までの集計になっています。

回収金額は、回収作業を行った日付をもとに、前回の回収日付からの期間を1回として集計します。

日計売上・稼働回数および回収金額は修正できます。

日計は再集計によって月計に反映されますが、回収金額とリンクしていませんので、

ご注意ください。

-16-



3-1 日計情報
日計情報では、日単位で各機械の売上稼動情報を検索・表示します。

検索範囲は、日付指定、期間指定(範囲:1ヵ月)があり年月日指定後、検索開始ボタンを選択することで、

指定した年月日の日計情報を表示します。

[操作ボタン・アイコン説明]

①日付指定 ③検索開始 ④売上情報 ⑤稼動情報⑨データ保存⑧印刷

⑫メモ ⑪天候⑥表 ⑦グラフ②期間指定 ⑩時間帯

№ 項目 範囲 説明

1 日付指定 3年間 検索年月日を指定します。

2 期間指定 1ヵ月 検索する期間の年月日を指定します。

3 検索開始 なし 指定した範囲に基づいて、データ検索をします。

4 売上情報 なし 表示する情報を売上情報に切替えます。

5 稼動情報 なし 表示する情報を稼動情報に切替えます。

6 表 なし 検索した情報を、表で表示します。

7 グラフ なし 検索した情報を、棒グラフで表示します。

8 印刷 なし PCに接続しているプリンターに印刷します。

9 データ保存 なし 現在、表示しているデータを、CSV形式で保存します。

10 時間帯 なし 各機械の時間帯別売上情報を表示します。

11 天候 なし 天候設定画面を表示し、天候設定をします。

12 メモ なし メモ設定画面を表示し、メモ登録をします。
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3-1-1 日計情報・日付指定

■ 日計売上情報:日付指定

　　日付指定では、検索する年月日を指定し売上情報ボタンを選択し、

　　検索開始ボタンを選択することで、

　　指定した年月日の売上情報(合計、コイン機、精算機(現金、プリペイド、電子マネー、その他))を表示します。

　　日付指定で検索可能な年月日は過去3年までです。

　　また、日計稼動情報を表示している時に、売上情報ボタンを選択することで、

　　日計稼動情報画面から日計売上情報画面に切替わります。

　　日計売上情報では、当日の天候※1およびメモ※2を設定できます。

指定した年月日の売上情報を表示します。

<操作手順>

　　① 日付指定を選択します。

　　② 検索する年月日を指定します。

　　③ 売上情報ボタンを選択します。

　　※すでに選している場合は、選択の必要はありません。

　　④ 検索開始ボタンを選択します。

※1 天候設定は、[3-1-5]天候設定を参照してください。

※2 メモ設定は、[3-1-6]メモ設定を参照してください。

②

①

③

④
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・ 時間帯別売上情報

　 日計売上情報の詳細欄にある時間帯別を選択するとことで、

　 選択した機械の時間帯別売上情報を表示します。

※当日以外の日付を指定した場合、時間帯別の売上金額を修正できます。

　 詳細については、[3-4-1]日計売上金額の修正についてを参照してください。

時間帯別を選択することで、

時間帯別売上金額を表示します。
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■ 日計稼動情報:日付指定

　　日付指定では、検索する年月日を指定し稼動情報ボタンを選択し、

　　検索開始ボタンを選択することで、

　　指定した年月日の稼動情報(合計、洗乾回数、洗濯回数、乾燥回数)を表示します。

　　日付指定で検索可能な年月日は過去3年までです。

　　また、日計売上情報を表示している時に、稼動情報ボタンを選択することで、

　　日計売上情報画面から日計稼動情報画面に切替わります。

　　日計稼動情報では、当日の天候※1およびメモ※2を設定できます。

指定した年月日の稼動情報を表示します。

<操作手順>

　　① 日付指定を選択します。

　　② 検索する年月日を指定します。

　　③ 稼動情報ボタンを選択します。

　　※すでに選択されている場合は、選択の必要はありません。

　　④ 検索開始ボタンを選択します。

※1 天候設定は、[3-1-5]天候設定を参照してください。

※2 メモ設定は、[3-1-6]メモ設定を参照してください。

②

①

③

④
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・ 時間帯別稼動情報

　 日計稼動情報の詳細欄にある時間帯別を選択することで、

　 選択した機械の時間帯別稼動情報を表示します。

※当日以外の日付を指定した場合、時間帯別の稼働回数を修正できます。

　 詳細については、[3-4-2]日計稼働回数の修正についてを参照してください。

時間帯別を選択することで、

時間帯別売上金額を表示します。
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3-1-2 日計売上金額・期間指定

■ 日計売上情報：期間指定

　　期間指定では、検索する年月日を指定し、売上情報ボタンを選択し、

　　検索開始ボタンを選択することで、

　　指定した年月日の売上情報(合計、コイン機、精算機(現金、プリペイド、電子マネー、その他))を表示します。

　　期間指定で検索可能な年月日範囲は1ヵ月までです。

　　また、日計稼動情報を表示している時に、売上情報ボタンを選択すると、

　　日計稼動情報画面から日計売上情報画面に切替わります。

指定した年月日の売上情報を表示します。

<操作手順>

　　① 期間指定を選択します。

　　② 検索する期間(年月日)を指定します。

　　③ 売上情報ボタンを選択します。

　　 ※すでに選択されている場合は、選択の必要はありません。

　　④ 検索開始ボタンを選択します。

②

①

③

④
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・ 時間帯別売上情報

　 日計売上情報の詳細欄にある時間帯別を選択することで、

 　選択した機械の時間帯別売上情報を表示します。

時間帯別を選択することで、

時間帯別売上情報を表示します。
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・ 日付別売上情報

　 日計売上情報の詳細欄にある日付別を選択することで、

 　選択した機械の日付別売上情報を表示します。

日付別を選択することで、

日付別売上情報を表示します。
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・ 曜日別売上情報

　 日計売上情報の詳細欄にある曜日別を選択することで、

　 選択した機械の曜日別売上情報を表示します。

曜日別を選択することで、

曜日別売上情報を表示します。
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■ 日計稼動情報:期間指定

　　期間指定では、検索する年月日を指定し稼動情報ボタンを選択し、

　　検索開始ボタンを選択することで、

　　指定した年月日の稼動情報（合計、洗乾回数、洗濯回数、乾燥回数）を表示します。

　　期間指定で検索できる年月日範囲は1ヵ月です。

　　また、日計売上情報が表示されている時に、稼動情報ボタンを選択することで、

　　日計売上情報画面から日計稼動情報画面に切替わります。

　　指定した年月日の稼動情報を表示します。

<操作手順>

　　① 期間指定を選択します。

　　② 検索する期間(年月日)を指定します。

　　③ 稼動情報ボタンを選択します。

　　 ※すでに選択されている場合は、選択の必要はありません。

　　④ 検索開始ボタンを選択します。

②

①
③

④
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・ 時間帯別稼動情報

　 日計稼動情報の詳細欄にある時間帯別を選択することで、

 　選択した機械の時間帯別稼動情報を表示します。

時間帯別を選択することで、

時間帯別稼動情報を表示します。
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・ 日付別稼動情報

 　日計稼動情報の詳細欄にある日付別を選択することで、

　 選択した機械の日付別稼動情報を表示します。

日付別を選択することで、

日付別稼動情報を表示します。
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・ 曜日別稼動情報

　 日計稼動情報の詳細欄にある曜日別を選択することで、

　 選択した機械の曜日別稼動情報を表示します。

曜日別を選択することで、

曜日別稼動情報を表示します。
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3-1-3 日計情報・グラフ

グラフアイコンを選択することで、現在表示している日計情報を、グラフ表示に切替えます。

グラフアイコンを選択することで、

グラフ表示に切り替わります。
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3-1-4 日計情報・データ保存

データ保存アイコンを選択することで、

現在表示している日計情報をCSV形式でファイル保存できます。

※本システムは、店舗データを3年間保存します。

    しかし、3年を超えた場合は、一番古い日の店舗データから消去されていきます。

    また、災害などによりデータが消去されてしまうことも考えられます。

    このため、小まめにパソコンへデータを保存することをお勧めします。

データ保存を選択することで、
現在表示されている日計情報を
ファイル保存できます。
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3-1-5 天候設定

トップページ画面にて本日の天候または、日計情報-日付指定で天候を選択することで、

天候設定画面が表示され、天候の設定をします。

[操作ボタン説明]

[天候1]

・晴れ

・曇り

・雨

・雪

[天候2]

・空白

・のち

・時々

・一時

[天候3]

・空白

・晴れ

・曇り

・雨

・雪

③閉じる

①登録 ②取消

№ 項目 範囲 説明

1 登録 なし 天候設定した内容を登録します。

2 取消 なし 設定した登録を取消します。

3 閉じる なし 天候設定画面を閉じます。
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3-1-6 メモ設定

日計情報-日付指定にあるメモを選択することでメモ設定画面が表示され、メモ登録をします。

[操作ボタン説明]

③閉じる

①登録 ②取消

予め登録してある広告などを、選択します。

[選択項目] :空白、広告（宣伝）、設定金額変更、設定時間変更

割引営業、時間帯割引営業、曜日別割引営業、店内改装、店内工事、店外改装

店外工事、機械故障あり、機械修理あり、停電

また、手入力で最大16文字までのメモを登録することが可能です。

№ 項目 範囲 説明

1 登録 なし メモ設定した内容を登録します。

2 取消 なし 設定した登録を取消します。

3 閉じる なし メモ設定画面を閉じます。
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3-2 月計情報
月計情報では、月経情報ボタンを選択することで、

各機械の売上稼動情報を検索・表示します。

検索範囲は、月指定、期間指定(範囲:3年間)があり、

年月を入力して検索開始ボタンを選択することで、指定した年月の月計情報を表示します。

※月計売上金額の更新は、毎月1日の0時15分に行います。

[操作ボタン・アイコン説明]

①月指定 ③検索開始 ④売上情報 ⑤稼動情報⑧印刷

⑥表 ⑦グラフ ⑨データ保存②期間指定

№ 項目 範囲 説明

1 月指定 3年間 検索する年月を指定します。

2 期間指定 3ヵ月 検索する期間の年月を指定します。

3 検索開始 なし 指定した範囲に基づいて、データ検索をします。

4 売上情報 なし 表示する情報を売上情報に切替えます。

5 稼動情報 なし 表示する情報を稼動情報に切替えます。

6 表 なし 検索した情報を、表で表示します。

7 グラフ なし 検索した情報を、棒グラフで表示します。

8 印刷 なし PCに接続しているプリンターに印刷します。

9 データ保存 なし 現在、表示しているデータを、CSV形式で保存します。
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3-2-1 月計情報・月指定

■ 月計売上情報:月指定

　　月指定では、検索する年月を指定して検索開始ボタンを選択することで、

　　指定した年月の売上情報(合計、コイン機、精算機(現金,プリペイド、電子マネー、その他))を表示します。

　　月指定で検索する年月は過去3年までです。

　　また、月計稼動情報が表示されている時に、売上情報ボタンを選択することで、

　　月計稼動情報画面から月計売上情報画面に切替わります。

指定した年月の売上情報を表示します。

<操作手順>

　　① 月指定を選択します。

　　② 検索する年月を指定します。

　　③ 売上情報ボタンを選択します。

　　 ※すでに選択されている場合は、選択の必要はありません。

　　④ 検索開始ボタンを選択します。

②

③

④①
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・ 時間帯別売上情報

　 日計売上情報の詳細欄にある時間帯別を選択することで、

 　選択した機械の時間帯別売上情報を表示します。

時間帯別を選択することで、

時間帯別売上情報を表示します。
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・ 日付別売上情報

　 日計売上情報の詳細欄にある日付別を選択することで、

　 選択した機械の日付別売上情報を表示します。

日付別を選択することで、

日付別売上情報を表示します。
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・ 曜日別売上情報

　 日計売上情報の詳細欄にある曜日別を選択することで、

　 選択した機械の曜日別売上情報を表示します。

曜日別を選択することで、

曜日別売上情報を表示します。
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■ 月計稼動情報:月指定

　　月指定では、検索する年月を指定し稼動情報ボタンを選択し、

　　検索開始ボタンを選択することで、

　　指定した年月の稼動情報(合計、洗乾回数、洗濯回数、乾燥回数)を表示します。

　　月指定で検索できる年月は過去3年までです。

　　また、月計売上情報が表示されている時に、稼動情報ボタンを選択することで、

　　月計売上情報画面から月計稼動情報画面に切替わります。

指定した年月の稼動情報を表示します。

<操作手順>

　　① 月指定を選択します。

　　② 検索する年月を指定します。

　　③ 稼動情報ボタンを選択します。

　　 ※すでに選択されている場合は、選択の必要はありません。

　　④ 検索開始ボタンを選択します。

②
① ③

④
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・ 時間帯別稼動情報

 　月計稼動情報の詳細欄にある時間帯別を選択することで、

　 選択した機械の時間帯別稼動情報を表示します。

時間帯別を選択することで、

時間帯別稼動情報を表示します。
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・ 日付別稼動情報

 　月計稼動情報の詳細欄にある日付別を選択することで、

　 選択した機械の日付別稼動情報を表示します。

日付別を選択することで、

日付別稼動情報を表示します。
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・ 曜日別稼動情報

 　月計稼動情報の詳細欄にある曜日別を選択することで、

　 選択した機械の曜日別稼動情報を表示します。

曜日別を選択することで、

曜日別稼動情報を表示します。
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3-2-2 月計情報・期間指定

■ 月計売上情報:期間指定

　　期間指定では、検索する年月を指定し売上情報ボタンを選択し、

　　検索開始ボタンを選択することで、

　　指定した年月の売上情報(合計、コイン機、精算機(現金、プリペイド、電子マネー、その他))を表示します。

　　期間指定で検索できる年月範囲は3年までです。

　　また、月計稼動情報が表示されている時に、稼動情報ボタンを選択することで、

　　月計稼動情報画面から月計売上情報画面に切替わります。

　　

指定した年月の売上情報を表示します。

<操作手順>

　　① 期間指定を選択します。

　　② 検索する期間(年月)を指定します。

　　③ 売上情報ボタンを選択します。

　　 ※すでに選択されている場合は、選択の必要はありません。

　　④ 検索開始ボタンを選択します。

②

③

④

①
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・ 時間帯別売上情報

　 月計売上情報の詳細欄にある時間帯別を選択することで、

　 選択した機械の時間帯別売上情報を表示します。

時間帯別を選択することで、

時間帯別売上情報を表示します。
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・ 月別売上情報

 　月計売上情報の詳細欄にある月別を選択することで、

　 選択した機械の月別売上情報を表示します。

月別を選択することで、

月別売上情報を表示します。
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・ 曜日別売上情報

 　月計売上情報の詳細欄にある曜日別を選択することで、

　 選択した機械の曜日別売上情報を表示します。

曜日別を選択することで、

曜日別売上情報を表示します。

-46-



■ 月計稼動情報:期間指定

　　期間指定では、検索する年月を指定し、稼動情報ボタンを選択し、

　　検索開始ボタンを選択することで、

　　指定した年月の稼動情報(合計、洗乾回数、洗濯回数、乾燥回数)を表示します。

　　月指定で検索できる年月は過去3年までです。

　　また、月計売上情報が表示している時に、稼動情報ボタンを選択することで、

　　月計売上情報画面から月計稼動情報画面に切替わります。

指定した年月の稼動情報を表示します。

<操作手順>

　　① 期間指定を選択します。

　　② 検索する期間(年月)を指定します。

　　③ 稼動情報ボタンを選択します。

　　 ※すでに選択されている場合は、選択の必要はありません。

　　④ 検索開始ボタンを選択します。

②
①

③④
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・ 時間帯別稼動情報

　 月計稼動情報の詳細欄にある時間帯別を選択することで、

 　選択した機械の時間帯別稼動情報を表示します。

時間帯別を選択することで、

時間帯別稼動情報を表示します。
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・ 月別稼動情報

　 月計稼動情報の詳細欄にある月別を選択することで、

　 選択した機械の月別稼動情報を表示します。

月別を選択することで、

月別稼動情報を表示します。

-49-



・ 曜日別稼動情報

 　月計稼動情報の詳細欄にある曜日別を選択することで、

　 選択した機械の曜日別稼動情報を表示します。

曜日別を選択することで、

曜日別稼動情報を表示します。
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3-2-3 月計情報・グラフ

グラフアイコンを選択することで、現在表示している月計情報を、グラフ表示に切替えます。

グラフアイコンを選択することで、
グラフ表示に切り替わります。
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3-2-4 月計情報・データ保存

データ保存アイコンを選択することで、

現在表示している月計情報をCSV形式でファイル保存できます。

データ保存を選択することで、

現在表示されている月別累計売上額を

ファイル保存できます。
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3-3 回収金額
現在の各機械の売上回収金額(現金売上,100円硬貨、500円硬貨)を、検索・表示します。

売上回収金額は、回収実施によるデータクリアが可能で、99回前までの売上回収情報を記録・表示します。

[操作ボタン・アイコン説明]

⑨非接続機器の追加・変更①履歴指定 ③検索開始⑦データ保存⑥印刷

④表 ⑤グラフ②期間指定 ⑧回収実施

№ 項目 範囲 説明

1 履歴指定 99 検索する年月を指定します。

2 期間指定 1ヵ月 検索する期間の年月を指定します。

3 検索開始 なし 指定した範囲に基づいて、データ検索をします。

4 表 なし 検索した情報を、表で表示します。

5 グラフ なし 検索した情報を、棒グラフで表示します。

6 印刷 なし PCに接続しているプリンターに印刷します。

7 データ保存 なし 現在、表示しているデータを、CSV形式で保存します。

8 回収実施 なし 現在の回収金額をクリアします。

9
非接続機器の追加・
変更

なし 非接続機器の追加・変更画面を表示します。
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3-3-1 回収金額:履歴指定・現在

現在の売上回収金額を表示します。

履歴指定で、今回を選択して現在の回収金額情報を表示します。

<操作手順>

　　① 履歴指定を選択します。

　　② 期間指定で現在を選択します。

　　③ 検索開始を選択します。

②

③

①
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3-3-2 回収金額:履歴指定・前回回収金額(～99回前)

過去の回収金額履歴を表示します。

履歴指定で、過去の回収金額情報を表示します。

<操作手順>

① 履歴指定を選択します。

② 期間指定で、前回回収時間(～99回前)を指定します。

③ 検索開始を選択します。

②① ③
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3-3-3 回収金額:期間指定

指定した期間内にある回収金額（履歴データから取得）を表示します。

期間内の回収金額情報を表示します。

<操作手順>

　　① 期間指定を選択します。

　　② 期間範囲を指定します。

　　③ 検索開始を選択します。

②
①

③
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3-3-4 回収金額・グラフ

グラフアイコンを選択することで、

現在表示している売上回収金額を、グラフ表示に切替えます。

グラフアイコンを選択することで、

グラフ表示に切り替わります。
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3-3-5 回収金額・データ保存

データ保存アイコンを選択することで、

現在表示している売上回収金額をCSV形式でファイル保存できます。

データ保存を選択することで、

現在表示されている売上回収金額を

ファイル保存できます。
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3-4 日計売上および回収金額の修正
日計売上・稼働回数および、回収金額の修正を行うことができます。

修正可能な情報は、当日以外の指定日を履歴で表示している場合に限ります。

日計売上を修正した場合、月計情報画面集計し直すことで月計に反映されます。

自動的には反映されません。

日計売上を修正しても、回収金額には反映されませんのでご注意ください。

回収金額を修正しても、日計売上には反映されません。

3-4-1 日計売上金額の修正について

◎ 日計売上金額の修正について

　　オーナーIDでログインした時、日計売上金額の修正を行うことができます。

　　売上金額の修正は、時間帯別売上金額画面で時間単位にできます。

　　ただし、日計売上金額の修正は、前日以前の売上金額しか修正することができません。

　　売上金額の修正方法は下記手順にて行ってください。

1）売上金額の修正を行う日の日計売上情報を、

　　[3-1-1]日計情報・日付指定を参照し、検索します。
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2）修正を行う機械の時間帯別売上金額画面を選択します。

3）時間帯別売上金額画面が表示されたら、修正を行う時間を選択します。
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4）修正画面が表示されたら、修正欄に修正金額を入力します。

　　① 「+」、「-」の符号を選択します。

　　② 修正する金額を手動で入力します。

5）修正金額を入力後、変更ボタンを選択します。

②①
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6）修正した金額が、時間帯別売上金額に反映します。

　  以上で、売上金額の修正終了です。

・修正した金額は、日計売上金額にも反映します。

※ 修正した売上金額は、回収金額には反映されません。

※ 前月の売上金額を修正した場合、月計情報には自動的に反映されません。

　  月計情報に反映する場合、[3-2]月計情報画面にて集計開始ボタンをご利用ください。
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3-4-2 日計稼働回数の修正について

◎ 日計稼動回数の修正について

　　オーナーIDでログインした時、日計稼動回数の修正を行うことができます。

　　稼動回数の修正は、時間帯別稼動回数画面で時間単位にできます。

　　ただし、日計稼動回数の修正は、前日以前の稼動回数しか修正できません。

　　稼動回数の修正方法は下記手順にて行ってください。

1）[3-1-1]日計稼働情報:日付指を参照し、

　　定稼動回数の修正を行う日の、日計稼動回数情報を検索します。

2）修正を行う機械の時間帯別稼動回数を、選択します。
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3）時間帯別稼動回数画面が表示されたら、修正を行う時間を選択します。

4）修正画面が表示されたら、修正欄に修正回数を入力します。

　　① 「+」、「-」の符号を選択します。

　　② 修正する回数を手動で入力します。

②①
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5）修正回数を入力後、変更ボタンを選択します。

6）修正した回数が、時間帯別稼動回数に反映します。

 　 以上で、稼動回数の修正は終了です。
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・修正した稼動回数は、日計稼動回数にも反映します。

※ 前月の稼働回数を修正した場合、月計情報には自動的に反映されません。

　  月計情報に反映する場合、[3-2]月計情報画面にて集計開始ボタンをご利用ください。
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3-4-3 回収金額のクリアについて

[3-3] 回収金額画面にて回収実施ボタンを選択することで、クリア確認画面を表示し、

OKボタンを選択することで、現在の回収金額をクリアします。

◎ 回収金額のクリア方法について

　　回収実施ボタンによる回収金額クリア以外に、回収金額をクリアする方法が2つあります。

　　1:システムコントローラー上の操作パネルで、回収SWを3秒以上長押しすることで、

　　　自動的に回収金額がクリアされます。

　　2:集中精算機にて、オーナー専用設定画面の回収金額印刷画面より

　　　印刷を行うことで、自動的に回収金額がクリアされます。

　　　回収金額印刷の詳細については、TSC-100 取扱説明書 [4.3.1]回収金額印刷画面を参照してください。

1) 回収実施を選択することで、

クリア確認画面を表示します。

2) クリア確認で、OKアイコンを選択すると、

売上回収金額をクリアします。
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3-4-4 回収金額の修正について

オーナーIDでログインした時、回収金額の修正を行うことができます。

回収金額の修正を行う場合は、修正欄にある修正数値を選択することにより、

回収金額修正画面が表示され、修正する金額欄に修正する金額を入力して更新します。

ただし、現在の回収金額画面では、回収金額の修正はできません。

回収金額の修正は、下記の手順で行います。

<修正手順>

　　① 修正する機械の修正欄にある数値を選択します。

　　② 「+」、「-」の符号を選択します。

　　③修正する実金額を手動で入力します。

　　④ 変更ボタンを選択します。

※ 回収金額は、非接続機器の情報も入力することができます。

　　回収金額の修正で修正した金額は、日計情報、月計情報には反映されません。

①

③

②

④
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3-4-5 非接続機器の追加・変更

非接続機器の追加・変更ボタンを選択することで、非接続機器の設定を行います。

非接続機器の設定は、最大10機器まで追加できます。

また、非接続機器の追加・変更は、[3-3]回収金額画面にて履歴指定が選択されている時のみ選択できます。

非接続機器の追加・変更を行う場合は下記の手順で行ってください。

<変更手順>

　　① 機器の名称を入力します。(最大16文字まで入力可能)

　　② 機器の有無にあるチェックボタンにチェックを付けます。

　　 ※機器を外す場合は、チェックボタンからチェックを外します。

　　③ 変更ボタンを選択します。

①

②

③
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4. 機器操作

接続している機械の稼働状況を表示し、遠隔操作を行うことができます。

一覧で表示している各機械の状況により、使用できる機能が異なります。

また、過去に行った遠隔操作の履歴を表示することができます。

4-1 機械の稼働状況表示
接続している機械の稼働状況を表示します。

各号機表示右端の"操作"を選択することで、遠隔操作画面を表示します。

[画面・操作アイコン説明]

Ｎｏ 項目 範囲 説明

1 操作 なし 選択した機械の遠隔操作画面を表示します。

2 操作履歴 なし 選択した機械のエラー履歴情報を表示します。

3 機械番号/機種名 なし 接続している機械の機械番号、機種名を表示します。

4 稼動状況 なし 機械の稼動状況を表示します。

5 コース なし 現在、選択しているコースを表示します。

6 残り運転時間 なし 残り運転時間を表示します。

7 工程 なし 現在、稼動している工程を表示します。

8 投入金額 なし 投入している金額を表示します。

9 情報 なし 機械のエラー情報等を表示します。

①操作⑦工程④稼働状況

②操作履歴 ⑧投入金額

⑤コース

③機械番号/機種名 ⑨情報⑥残り運転時間
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4-2 機械の遠隔操作
一覧表示で選択した機械の遠隔操作を行います。

遠隔操作では次の手順に沿い、画面の操作を行ってください。

[画面・操作アイコン説明]

① 操作選択 　 :運転、追加動作、停止、調整、リセットなどの、動作を選択します。

② コース選択　:運転動作時に、洗乾多・少、乾燥などのコースを選択します。

③ 開始工程　　:コースごとにどの工程から運転開始するかを選択します。

これらの選択を行い、[次へ]ボタンを選択することで最終確認画面を表示します。

①操作項目 ②コース選択

③開始工程

⑥閉じる

④戻る ⑤次へ

№ 項目 範囲 説明

1 操作選択 なし 機械の操作項目を選択します。

2 コース選択 なし 運転するコースを選択します。

3 開始工程 なし 開始する工程を選択します。

4 戻る なし 操作選択画面に戻ります。

5 次へ なし 最終確認画面へ進みます。

6 閉じる なし 操作選択画面を閉じます。
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最終確認画面で[はい]を選択すると機械が動作を開始します。

遠隔動作の画面操作中に機械の状況が変わった場合、画面で設定した操作が行えない可能性があります。

遠隔操作を行う際には十分に注意してください。

稼働状況は次の種類があります。

空き :機械は正常な状態で動作をしていません。

運転 :機械は正常な状態で動作中です。ソフトリンクルもこの表示となります。

停止 :機械上のスタート・ストップスイッチまたは遠隔操作で停止状態となっています。

異常 :機械にトラブルが発生しています。

調整 :遠隔操作により、機械の状態を調整中にしています。

また、ドアが開いている場合にも遠隔操作する機能に制限があります。
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4-2-1 操作選択、コース選択、開始工程選択

機械の操作項目、コース選択、開始工程を選択します。ただし、選択できる操作項目は、

稼動状況により異なります。また、コース選択,開始工程は、操作選択で"機械の運転を行う"を選択した

場合のみ表示します。

■ 稼動状況が"空き"の時

[操作選択項目]

　　・機械の運転を行う       ・・・ 機械の遠隔運転を行います。

　　・機械を調整中にする  　・・・ 機械を調整中にします。

　　・機械をリセットする　     ・・・ 機械のリセットを行います。

※ 機械を調整中にすると、コイン、プリペイドカードを投入禁止状態となり、

　  機械の異常ランプが点滅して、金額表示が"- - - -"になります。

 　 また、調整中にすることで、ドアロック、排水弁、給水弁の操作が可能になります。
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■ 稼動状況が"運転"の時

[操作選択項目]

　　・機械を停止する   　　　　 ・・・　機械の一時停止を行います。

　　・追加乾燥 100円を行う 　・・・　追加乾燥を100円分行います。

　　・追加乾燥 200円を行う　 ・・・　追加乾燥を200円分行います。

　　・追加乾燥 300円を行う　 ・・・　追加乾燥を300円分行います。

※ 追加乾燥について

　  追加乾燥は、乾燥機および洗濯乾燥機で乾燥コースが運転されている時のみ表示します。

　  それ以外は、追加乾燥を行うことができません。
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■ 稼動状況が"停止"の時

[操作選択項目]

　　・再運転を行う　　　　　  ・・・　現在、停止している工程から再運転を行います。

　　・機械を調整中にする　・・・　機械を調整中にします。

　　・機械をリセットする 　　・・・　機械のリセットを行います。
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■ 稼動状況が"異常"の時

[操作選択項目]

 　 ・再運転を行う　　　　　　　      ・・・　現在、停止している工程から再運転を行います。

　　・品物を取出せるようにする　 ・・・　機械から品物を取出せるようにするための動作を行います。

　　・機械を調整中にする　　　　　・・・　機械を調整中にします。

　　・機械をリセットする　　　　　 　・・・　機械のリセットを行います。

※ [品物を取出せるようにする]を選択実施すると、排水弁を開けてドラム回転を行います。

　  ドラム内の水がなくなると、ドラム回転を上げて脱水動作を行います。

　  脱水終了後、ドラム回転の停止を行い終了します。ただし、工程が"乾燥"、"冷却"の時は、動作を行いません。
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■ 稼動状況が"調整"の時

[操作選択項目]

　　・調整中を解除する　　　　　 ・・・　調整中を解除します。※1

　　・ドアロックを解除する　　　　・・・　ドアロックの解除指示をします。

　　・ドアロックを行う　　　　　　 　・・・　ドアロック指示をします。

　　・ドアロックを開閉する　　　　・・・　ドアロックの開閉動作を指示します。

　　・排水弁を開ける　　　　　　　・・・　排水弁を開ける指示をします。

　　・排水弁を開閉する　　　　　 ・・・　排水弁の開閉動作を指示します。

　　・給水弁を閉める　　　　　　　・・・　給水弁を閉める指示をします。

　　・給水弁を開閉する　　　　 　・・・　給水弁の開閉動作を指示します。

　　・ドアロックを強制解除する　・・・　ドアロックの強制解除を指示します。※2

※1 選択した機械が乾燥機の場合は、[調整中を解除する]以外の項目は表示しません。

　　　また、機械側の操作パネル上にあるリセットSWを押すことでも、調整中を解除できます。

※2 [ドアロックを強制解除する]は、ドラム内に水があってもドアロックを解除できます。

　　　　このため、この動作を行う際は必ずドラム内に水がないことを確認してください。
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◎　ドアが開いている場合

　　選択している機械のドアが開いている場合は、"<注意>ドアを閉めてください"を表示します。

-78-



■ コースの選択項目

　　選択した機種により、選択可能なコースが異なります。

<洗濯乾燥機 4コース仕様 SFシリーズ>

　　・洗乾多コース　　　　　・洗乾少コース　　　　　・洗濯コース

　　・乾燥コース 100円　　・乾燥コース 200円　　・乾燥コース 300円

　　・乾燥コース 400円　　・乾燥コース 500円

<洗濯機 2コース仕様 CW-122/222>

　　・洗濯多コース　　　　　・洗濯少コース

<乾燥機>

　　・乾燥コース 100円　・乾燥コース 200円　・乾燥コース 300円

　　・乾燥コース 400円　・乾燥コース 500円

<スニーカーウォッシャー>

　　・洗濯コース

<スニーカードライヤー>

　　・乾燥コース 100円
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■ 開始工程の選択項目

　　選択した機種・コースにより、開始可能な工程が異なります。

<洗乾多、洗乾普、洗乾少コース>

　　・最初から　　　　　 ・・・・・・　最初の工程から運転を行います。

　　・本洗工程から　　 ・・・・・・　本洗工程から運転を行います。

　　・すすぎ1工程から ・・・・・・　すすぎ1工程から運転を行います。

　　・すすぎ2工程から ・・・・・・　すすぎ2工程から運転を行います。

　　・すすぎ3工程から ・・・・・・　すすぎ3工程から運転を行います。

　　・脱水工程から　　  ・・・・・・　脱水工程から運転を行います。

　　・乾燥工程から　　  ・・・・・・　乾燥工程から運転を行います。

　　・冷却工程から 　　 ・・・・・・　冷却工程から運転を行います。

○ 選択しているコースにより表示しない工程があります。

<洗濯,洗濯多,洗濯少コース>

　　・最初から　　　　　 ・・・・・・　最初の工程から運転を行います。

　　・本洗工程から　　 ・・・・・・　本洗工程から運転を行います。

　　・すすぎ1工程から ・・・・・・　すすぎ1工程から運転を行います。

　　・すすぎ2工程から ・・・・・・　すすぎ2工程から運転を行います。

　　・すすぎ3工程から ・・・・・・　すすぎ3工程から運転を行います。

　　・脱水工程から　　  ・・・・・・　脱水工程から運転を行います。

<乾燥コース>

　　・最初から　　　　 　 ・・・・・・　最初の工程から運転を行います。

最初から 予洗 本洗 すすぎ1 すすぎ2 すすぎ3 脱水 乾燥 冷却

洗乾多 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

洗乾普 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

洗乾少 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

洗濯 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

乾燥 ○ × × × × × × × ×

工程
コース

［洗濯乾燥機の工程表示について］
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4-2-2 最終確認

機械の遠隔操作画面にて[次へ]を選択した時に表示します。

※この画面は、操作項目で、"機械の運転を行う"を選択した場合に表示する画面です。

[画面・操作アイコン説明]

③閉じる④操作機械 ⑤操作選択 ⑥コース選択 ⑦開始工程

①はい ②いいえ

№ 項目 範囲 説明

1 はい なし 選択した操作内容に基づいて、操作を実施します。

2 いいえ なし 前画面に戻ります。

3 閉じる なし 最終確認画面を閉じます。

4 操作機械 なし 選択した機械番号、機種名を表示します。

5 操作選択 なし 運転要求を表示します。

6 コース選択 なし
選択したコースを表示します。
※遠隔操作画面で”機械を運転する”を選択した場合のみ表示します。

7 開始工程 なし
選択した開始工程を表示する。

※遠隔操作画面で”機械を運転する”を選択した場合のみ表示します。
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4-2-3 実行確認画面

最終確認画面で、[はい]ボタンを選択した時、操作する機械側へ操作を要求し、

操作が完了した際に表示します。

[正常動作]

操作が正常動作した時、実行確認画面を表示します。

※実行確認画面は操作要求により表示が異なります。

[正常動作時の文面]

№ 操作要求 表示

1 機械の運転を行う 機械の運転を行いました。

2 機械を調整中にする 機械を調整中にしました。

3 機械をリセットする リセットを行いました。

4 機械を停止する 機械を一時停止しました。

5 追加乾燥１００円 １００円の追加乾燥を行いました。

6 追加乾燥２００円 ２００円の追加乾燥を行いました。

7 追加乾燥３００円 ３００円の追加乾燥を行いました。

8 再運転を行う 再運転を行いました。

9 品物を取出せるようにする 品物を取出せるようになりました。

10 異常を解除する 異常を解除しました。

11 調整中を解除する 調整中を解除しました。

12 ドアロック行う ドアロックを行いました。

13 ドアロックを解除する ドアロックの解除を指示しました。

14 ドアロックを開閉する ドアロックの開閉を指示しました。

15 排水弁を開ける 排水弁を開けるように指示をしました。

16 排水弁を開閉する 排水弁の開閉を指示しました。

17 給水弁を閉める 給水弁を閉めるように指示しました。

18 給水弁を開閉する 給水弁の開閉を指示しました。
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[異常動作]

 操作を要求し、機械側から異常を受信した時、

 異常動作の実行確認画面を表示します。

※異常動作の実行確認画面は操作要求および返信コードにより表示が異なります。

[異常動作時の文面]

№ 操作要求 表示

1 機械の運転を行う ドアが開いているため運転ができません。

2 再運転を行う ドアが開いているため運転ができません。

ドアが開いているため、品物を取出せるようにするための
機械動作ができません。

排水ができないため、品物を取出すことができません。

<注意>もう一度、操作を行うか又は機械を調整中にして
　　  排水弁の開閉を行って下さい。

ドアロックを解除できないため、品物を取出すことができません。
<注意>もう一度、操作を行うか又は機械を調整中にして

　　  ドアロック解除を行って下さい。

4 ドアロックを解除する

5 ドアロックを開閉する

6 排水弁を開ける

7 排水弁を開閉する

8 全操作要求対応
機械と通信ができないため、操作することができません。
<注意>もう一度、操作を行うか、代理店又は最寄りの

　　  弊社支店のサービスマンに連絡して下さい。

排水ができないため、ドアロックを解除できません。
<注意>機械を調整中にして排水弁の開閉を行って見て下さい。

排水弁の開閉操作を行いましたが、排水できません。
<注意>機械を調整中にして、サービスマンに連絡して下さい。

3 品物を取出せるようにする
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[再操作画面]

 再操作を行う場合、再操作画面を表示します。この画面は、実行確認画面で異常動作画面が表示され、

 [OK]ボタンを選択した時のみ表示します。

[画面・操作アイコン説明]

№ 項目 範囲 説明

1 OK なし 再度、選択した操作を行います。

2 キャンセル なし 操作画面に戻ります。
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4-3 操作履歴
この画面は、[4-1]機械の稼働状況表示にて操作履歴を選択した時に表示します。

遠隔操作を行った時の履歴情報を表示します。

操作履歴情報数は30履歴まで残ります。

30履歴を超えると一番古い履歴情報から消去されます。

[画面・操作アイコン説明]

№ 項目 制限 説明

1 印刷 なし 操作履歴を印刷します。

2 閉じる なし 操作履歴を閉じます。

3 操作日時 なし 操作日時を表示します。

4 機械番号/機種名 なし 操作した機械番号、機種名を表示します

5 運転情報 なし 運転情報を表示します

6 コース情報 なし 選択したコースを表示します。

7 開始工程 なし 選択した開始工程を表示します。

②閉じる③操作日時

⑥コース選択

①印刷

⑦開始工程

⑤運転情報④機械番号/機種名
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4-4 操作例
機器の遠隔操作を行う際の画面の動きの例を示します。

4-4-1 遠隔で機械を運転する

機械の運転を遠隔で行う場合は、次の操作を行います。

1）[4-1]機械の稼働状況表示画面で、

　　運転する機械を選択します。
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2）操作選択項目を選択します。

3）操作選択項目を選択し、

　"機械の運転を行う"を選択します。

4）開始工程項目を選択し、

　"洗乾多コース"を選択します。
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5）開始工程項目で、を選択し、

　 “最初から”を選択します。

6）操作選択、コース選択、開始工程を選択後、[次へ]ボタンを選択します。
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7）[はい]を選択します。

8）[OK]ボタンを選択し、画面を閉じます。

　　機械が運転を開始します。
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4-4-2 遠隔で運転中の機械を、停止(一時停止)にする

運転中の機械を一時停止する場合は、次の操作を行います。

1）[4-1]機械の稼働状況表示画面で、

　　運転を停止する機械を選択します。

2）操作選択項目を選択します。

3）操作選択項目を選択し、

  "機械を停止する"を選択します。

-90-



4）操作選択を選択後、[次へ]ボタンを選択します。

5）[はい]を選択します。

6）[OK]ボタンを選択し、画面を閉じます。

　　機械が運転を一時停止します。
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4-4-3 遠隔で停止している機械を、リセット(解除)する

機械の異常状態を解除し、運転の継続をする場合は次の操作を行います。

１）[4-1]機械の稼働状況表示画面で、

　　異常を解除する機械を選択します。

2）操作選択項目を選択します。

3）操作選択項目を選択し、

　"機械をリセットする"を選択します。

-92-



4）操作選択を選択後、[次へ]ボタンを選択します。

5）[はい]を選択します。

6）[OK]ボタンを選択し、画面を閉じます。

　　機械をリセットします。
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4-4-4 遠隔操作したが、操作できなかった場合

遠隔操作の手順を行い、確認画面で[OK]を選択した後、

機械の異常等により、操作が行われない場合があります。

原因は様々ですが、ここでは"ドアが開いているため運転できない"場合の例を記載します。

操作が行われるタイミングでエラーが発生すると、次のような画面を表示します。

1）ドアを閉めて、[OK]ボタンを選択します。

　　

2）[OK]ボタンを選択し、指定した遠隔操作をもう1度行います。

※ 操作を再度試みる場合、操作が行えない原因を解消していることを確認してください。

　　原因を解消しない場合、操作は再び失敗することとなります。
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4-5 遠隔返金操作手順
遠隔返金IDでログインした場合のみ、使用できます。

集中精算機の払出し画面は、払出し対象、払出し枚数、過去の払出し履歴を表示します。

集中精算機の払出しを行う場合、払出し枚数を指定し、[払出し]ボタンを選択してください。

[画面・操作アイコン説明]

①払出し対象 ②払出し枚数 ③払出しボタン

④過去の払出し履歴

№ 項目 範囲 説明

1 払出し対象 なし 常時、現金選択となります。

2 払出し枚数 100円～2,000円 払出し枚数を選択します。

3 払出し なし 払出し確認画面に移行します。

4 過去の払出し履歴 なし 過去に払出しした履歴情報を表示します。
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○ 払出し対象

　　払出し対象を選択します。

　　現金のみ対象となります。

○ 払出し枚数

　　払出し枚数を指定します。

　　払出し枚数は、100円～2,000円まで指定できます。

○ 払出しボタン

　　払出し確認画面に移行します。

　　払出し枚数の選択を行わないで払出しボタンを選択すると、

　　払出し枚数選択メッセージを表示します。
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○ 過去の払出し履歴

　　過去に払出しを行った時の情報を表示します。

<表示される内容>

　　① 払出し日時

　　　　払出し処理が行われた時間を表示します。

　　② 払出し対象

　　　　払い出しした対象物を表示します。

　　③ 払出し指定金額

　　　　指定した払出し金額を表示します。

　　④ 払出し状態

　　　　払出し処理が行われた時の状態を表示します。

【正常終了】

　正常に払出しが行われた時に表示します。

【受信異常1(2)】

　集中精算機からの正常な応答ができなかった時に表示します。

【機械トラブル】

　集中精算機の払出し中に払出し硬貨が不足になった場合または、

　エラーで全額払出されなかった場合、

　機械トラブルにより払出されなかった金額と、

　正常に払出された金額を同時に表示します。

① ② ③ ④
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○ 払出し枚数選択メッセージ

　　払出し枚数の選択を行わずに[払出し]ボタンを選択した時、表示します。

○ 払出し確認

　　払出し確認画面で[はい]ボタンを選択した時、払出しを開始します。

　　払出し確認画面で[いいえ]ボタンを選択した時、払出し画面に戻ります。

［画面・操作アイコン説明］

③払出し対象 ④払出し枚数

①はい ②いいえ

№ 項目 範囲 説明

1 はい なし 選択された操作内容に基づいて、払出し操作を実施します。

2 いいえ なし 払出し画面に戻ります。

3 払出し対象 なし 選択された払出し対象を表示します。

4 払出し枚数 なし 選択された払出し枚数を表示します。
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○ 払出し終了

　　集中精算機からの払出しが終了した時、過去の払出し履歴に

　　払出し完了メッセージを表示します

※ 払出し終了後、連続で払出し操作を行うことはできません。

　　払出しを再度行う場合、ログアウトし、操作画面から抜けてから再度ログインしてください。

　ブラウザの[戻る]機能(ブラウザ画面左上隅にある[←]アイコンなど)は使用しないでください。

　お使いのブラウザによっては、過剰に払出し動作を実行する可能性があります。

払出しが終了すると払出し完了メッセージを
表示します。
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5. 設定・変更

運用中の機械および、ハローコールを含めたシステム全体の設定を変更することができます。

変更可能な項目は次の通りです。

○ 基本料金・乾燥時間  ：コースの料金および、乾燥時間を設定します。

○ 割引設定  　　　　 　　  ：コースごとの割引のパターンと適用について設定します。

○ パスワード  　 　　 　 　：システムで使用するユーザーのパスワードを変更します。

○ オプション機器 　　 　 ：ハローコールシステムについて設定します。

それぞれの設定方法は、次ページからの各項目を参照してください。
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5-1 基本料金・乾燥時間
接続されている機械の基本料金および乾燥時間を変更できます。

現在設定している各機器のコース別の基本料金、乾燥時間を一覧で表示します。

変更する号機の詳細欄にある"変更"をクリックすることで、

その機械の基本料金・乾燥時間を変更する画面を開きます。

［画面・操作アイコン説明］

№ 項目 範囲 説明

1 機械番号/種名 なし 接続している機械番号、機種名を表示します。

2 コース なし コース名を表示します。

3 基本料金 なし 現在設定している基本料金を表示します。

4 運転時間 なし コースの運転時間（合計）を表示します、

5 詳細 なし 詳細を選択することで、設定画面を表示します。

6 変更 なし 選択した機械の基本料金,乾燥時間を表示します。

②コース①機械番号/機種名 ③基本料金 ④運転時間 ⑤詳細

⑥変更
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■ 変更画面

基本料金、乾燥時間画面にて[変更]を選択することで、基本料金、乾燥時間の変更画面を表示します。

[画面・操作アイコン説明]

変更可能な項目は次の通りです。

洗濯機 　 　　:洗濯コースの基本料金

乾燥機　　  　:基本料金での乾燥時間(冷却時間を除く)

洗濯乾燥機  :洗乾、洗濯コースの基本料金および乾燥コースの100円あたりの乾燥時間

②取消①更新

④コース

③閉じる

⑤運転時間 ⑦乾燥時間⑥基本料金

№ 項目 範囲 説明

1 更新 なし 設定した基本料金、乾燥時間の更新をします。

2 取消 なし 変更した値を元に取消します。

3 閉じる なし 設定画面を閉じます。

4 コース なし コース名を表示します。

5 運転時間 なし コースの運転時間(合計)を表示します。

6 基本料金 100円～9,900円 基本料金を選択します。

7 乾燥時間 0分0秒～60分00秒 乾燥時間を選択します。

-102-



5-2 割引設定
現在、接続している機械の割引設定を行うことができます。

割引は、割引条件＋各号機での割引金額の組合せで設定します。

割引条件は5つまで設定できます。

各号機にて、どの割引条件を有効とするか、また有効とした割引条件で割引く額を設定します。

割引条件は、日付の期間指定、曜日指定および日付指定(月に4日まで指定可能)と、

時刻の範囲指定の組合せになります。

(0時をまたがる指定は2つの条件を組み合わせてください)。

機械指定は、各号機でどの条件を有効にするかを指定し、その際の各コースの割引額を設定します。

割引設定の画面では、これら情報を一覧にて表示し、設定の変更を行うことができます。

［画面・操作アイコン説明］

⑧設定有無③割引指定 ①設定

⑤機械番号/機種名

⑥コース ⑦基本料金・基本時間

④割引条件②詳細

№ 項目 範囲 説明

1 設定 なし 割引設定画面を表示します。

2 詳細 なし 詳細画面を表示します。

3 割引指定 なし 割引設定が指定しているか表示します。

4 割引条件 なし 現在設定している割引条件を表示します。

5 機械番号/機種名 なし 現在、接続している機械番号と機種名を表示します。

6 コース なし 機械のコースを表示します。

7 基本料金・基本時間 なし 現在設定しているコースの基本料金・基本時間を表示します。

8 設定有無 なし 割引設定の有無状態を表示します。
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■ 割引設定画面

　　一覧画面にて、[設定]ボタンを選択すると、割引設定画面を表示します。

　　この画面では、割引条件および各号機への割引適用を設定します。

　　割引は、割引の利用をする、しないの"割引指定"と、割引条件を指定する"割引条件"と、

　　各号機への割引適用を指定する"機械指定"を設定します。

　　割引指定および割引条件の設定画面は以下の通りです。

[画面・操作アイコン説明]

№ 項目 範囲 説明

1 設定確認 なし 割引確認画面に移行します。

2 取消 なし 割引設定した内容を設定前の状態に戻します。

3 閉じる なし 割引設定画面を閉じます。

4 割引指定 なし 割引指定を行います。

5 期間指定 なし 割引期間を指定できます。

日曜日～土曜日 曜日指定を行います。

1日～31日 日付指定を行います。4日まで指定できます。

7 時間指定 0時～23時 割引設定時刻を指定します。

0円～900円 割引金額を指定します。

0分～9分 サービス時間を設定します。

曜日／日付

金額/時間

6

8

③閉じる①設定確認 ②取消 ④割引指定 ⑤期間指定 ⑥曜日/日付

⑦時間指定
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1. 割引指定を"割引する"に設定することで、"割引条件"を設定できます。

2. 割引条件は"設定No.1"から"設定No.5"まであります。

　 各割引条件は、"期間指定"、"曜日/日付"、"時間指定"をそれぞれ設定できます。

 　設定をする場合は、"なし"から"あり"もしくは"曜日指定"/"日付指定"にすることで指定が可能となります。

 　期間指定の場合は、適用開始日と終了日を範囲指定します。

 　曜日の場合は、日曜日から土曜日で適用する曜日のチェックを入れます。

　 日付の場合は、1日から31日を最大で4日まで指定します。

 　時間の場合は、適用時間の開始と終了を範囲指定します。

※時間の範囲指定は日をまたぐことはありませんので、0時を超える割引を行う場合は、

　 ○日 22時-24時　○日 0時-5時と、2つの割引設定を設定してください。

3. 機械指定は、各号機への割引条件の適用有無と、

　 その金額・乾燥時間を設定できます。

 　各号機への適用有無および金額・乾燥時間設定は次ページを参照してください。
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[画面・操作アイコン説明]

№ 項目 範囲 説明

1 機械番号/機種名 なし 機械番号、機種名を表示します。

2 コース なし コース名を表示します。

3 基本料金・基本時間 なし 設定した基本料金、基本時間を表示します。

0円～5,900円 割引金額を設定します。

0分～59分 乾燥時間を設定します。

5 設定有無 なし 割引設定の有無を選択します。

6 設定確認 なし 割引設定確認画面を表示します。

7 取消 なし 変更した値を取消ます。

各号機への適用有無を設定します。

一覧表では、店舗にある機械を機械番号ごとに表示します。

それぞれの機種で使用可能なコースと、設定している基本料金(乾燥は基本時間)が表示され、

適用時の各コースの割引額(乾燥の場合は追加時間)の設定をします。

割引を行う条件のチェックを付け、割引条件を設定します。

割引は設定した条件・機械(コース)でのみ適用されます。

割引条件は複数設定できますが、条件が重なった場合には、

それぞれの割引額(追加時間)が加算された形で適用されます。

ただし、基本料金から加算した割引額を差し引いた額が、

100円以下の場合は、機械側で100円と認識します。

設定を終了後、画面下端にある[設定確認]ボタンを選択してください。

割引設定確認画面を表示します。

設定した内容を確認してください。

4 金額/時間

①機械番号/機種名 ②コース ③基本料金・基本時間 ④金額/時間 ⑤設定有無

⑥設定確認 ⑦取消
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■ 割引設定確認画面

　　設定画面にて[設定確認]ボタンを選択すると、割引設定確認画面が表示されます。

　　この画面では、割引条件および各号機への適用状況が一覧で表示されます。

設定した内容に間違えがなければ[はい]を、設定を修正するには[いいえ]ボタンを選択します。

[いいえ]ボタンを選択すると、設定画面へ戻ります。

[はい]ボタンを押した際、各号機へ送信しますので、しばらく時間がかかります。

送信時に機械と通信ができなかった場合には、サーバ内に情報が保持され、1日に1度、定期的に送信します。

■ 割引設定正常終了画面

　　各号機への送信が終了すると、次の画面を表示します。

[OK]ボタンを選択すると、割引設定の一覧表示画面へ戻ります。
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■ 詳細画面

　　一覧画面にて[詳細]ボタンを選択すると、詳細画面を表示します。

　　詳細画面では、割引設定の適用状況をカレンダー上で確認できます。

割引条件が重なって適用している場合、その時間帯の表示がピンク色になり、"割重"と表示されます。

割引が適用されてる

日付(ピンク)

現在表示中の日付
(オレンジ)

表示する機械番号

表示している機械の

コース別・時間帯別

割引額
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5-3 パスワード
現在、設定されているパスワードを、変更できます。

パスワードの変更が可能なIDは、オーナーID、サブID、第3者管理IDの3つです。

遠隔返金IDは変更できません。

遠隔返金IDのパスワード変更を行う場合、弊社もしくは最寄りの代理店にご連絡ください。

各IDは、システム導入時に予め設定されていて、変更はできません。
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5-4 オプションの設定機器
オプション機器の設定では、ハローコールシステムの設定をします。

ハローコールシステムでは、オーナー情報、電話呼び出し設定の変更をします。

[画面・操作アイコン説明]

②電話呼び出し設定・変更①オーナー情報・変更

№ 項目 範囲 説明

1 オーナー情報・変更 なし オーナー設定画面を表示します。

2 電話呼び出し設定・変更 なし システム設定画面を表示します。
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5-4-1 ハローコールシステム

■ オーナー情報

　　ハローコールシステムで使用する暗証番号、第1電話番号、第2電話番号、

　　店名の変更ができます。

 ※この設定で変更した暗証番号は、TSC-100でも適用されます。

[画面・操作アイコン説明]

②第1電話番号 ①暗証番号設定③第2電話番号

⑤登録 ⑥取消
④店名設定

⑦閉じる

№ 項目 範囲 説明

1 暗証番号 0000～9999 ハローコール、TSC-100で使用するオーナー暗証番号です。

2 第1電話番号 10、11桁の電話番号 エラー発生時の連絡先電話番号です。

3 第2電話番号 10、11桁の電話番号 エラー発生時の第2連絡先電話番号です。

4 店名設定 28文字以内の半角英数字 ハローコールの音声案内で使用します。

5 登録 なし オーナー設定で変更したデータを登録します。

6 取消 なし オーナー設定で変更したデータを取消ます。

7 閉じる なし オーナー設定画面を閉じます。
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☆ オーナー情報の詳細説明

　　オーナー情報は、ハローコールシステムがオプション装備されている時に有効です。

　　ハローコールシステムがない場合、この設定は無効になります。

1. 暗証番号設定 (設定範囲:0000～9999)

　 この暗証番号は、電話で売上情報サービスを聞く時、

　 TSC-100でシステム設定を行う時に使用される暗証番号です。

2. 第1電話番号設定

 　この電話番号は、店内に設置されている機械などにエラーが発生した時に、

　 音声でエラー発生したことを連絡するために使用される電話番号です。

 　電話番号登録されていない場合は、エラーが発生しても連絡を行いません。

 　電話番号登録は、10桁(市外局番含む一般電話)、11桁(携帯電話)以外のみ登録できます。

　 また、0120(フリーダイヤル)、0990(災害募金サービス)は登録できません。

3. 第2電話番号設定

 　この電話番号は、店内に設置されている機械などにエラーが発生した時に、

　 音声でエラー発生したことを連絡するために使用される電話番号です。

 　第1電話番号が登録されている時は、第1電話番号に電話信後、第2電話番号に発信を行います。

 　電話番号登録されていない場合は、エラーが発生しても連絡を行いません。

 　電話番号登録は、10桁(市外局番含む一般電話)、11桁(携帯電話)以外のみ登録できます。

　 また、0120(フリーダイヤル)、0990(災害募金サービス)は登録できません。

4. 店名設定 (28文字以内の半角文字)

　 店名設定は、ハローコールシステムの音声案内(ハローサービス、空き情報など)で使用します。

 　この設定を変更することで、音声案内で発声する店名を変更できます。
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■ 電話呼び出し設定

　　ハローコールシステムで使用する終了前・終了コール、終了前コール時間、リダイヤル回数の

　　設定を行います。

　　

[画面・操作アイコン説明]

①終了前・終了コール選択 ⑥閉じる

④登録 ⑤取消③リダイヤル回数

②終了前コール時間

№ 項目 範囲 説明

1
終了前・
終了コール選択

0:なし
1:終了前コールのみ
2:終了コールのみ
3:両コール

終了前コール、終了コールの選択を行います。

2 終了前コール時間 5分～25分 終了前コール時間を設定します。

3 リダイヤル回数 1回～3回 不着信できない時のリダイヤル回数を設定します。

4 登録 なし システム設定で変更したデータを登録します

5 取消 なし システム設定で変更したデータを取消します

6 閉じる なし システム設定画面を閉じます。

-114-



◎ 電話呼び出し設定の詳細説明

　　電話呼び出し設定は、ハローコールシステムがオプション装備されている時に有効です。

　　ハローコールシステムがない場合、この設定は無効になります。

1. 終了前コール・終了コール選択

　 ハローサービスで、終了前コール、終了コールそれぞれの発信選択を行います。

　　　　0: なし　　　  　　  ・・・ハローサービスなし

　　　　1: 終了前コール ・・・終了前コールのみ有効

　　　　2: 終了コール   　・・・終了コールのみ有効

　　　　3: 両コールあり　 ・・・終了前コール、終了コールを有効。

2. 終了前コール時間(設定範囲：5分～25分) 初期設定:5分

 　ハローサービスで終了前コールを連絡する時間を設定します。

 　残り時間が、設定している時間を下回ったら、ハローサービスで登録している電話番号に終了前コールを行います。

　　コール内容 :おはようございます。(こんにちは，こんばんは)お洗濯ものの仕上がりが、

　　　　　　　　　　あとX分ですご準備ください。

3. リダイヤル回数 (設定範囲:1回～3回)

 　ハローサービスで登録されている電話番号に発信した際、通話中などで着信できない場合に

　 再発信する回数を設定します。
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6. 機器管理

機器管理には、日常点検、機器情報、精算機情報の3つの項目があります。

日常点検

機器情報

精算機情報
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6-1 日常点検
日常点検には、リントフィルター点検、グリス点検、オイル点検があります。

それぞれ、設定した時間,日に到達した時、トップページにアイコンを表示し、点検をお知らせします。

点検が必要な時は、
トップページにアイコンで表示されます。
アイコンをクリックすると、
クリックされた点検画面に移動します。
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6-1-1 リントフィルター点検

リントフィルターの点検確認を行います。設定した稼動時間(ファン稼動時間)に到達すると、

稼動時間欄の背景色が黄色になり、リントフィルターの点検をお知らせします。

[画面・操作アイコン説明]

※ ファン稼動時間(累積)により、リントフィルター点検を告知しています。

　　乾燥する品物の量、種類により、リントフィルターに付着するリントの量は異なります。

　　目安としてご利用ください。

①点検の設定 ②全て実施③機械番号/機種名 ④ファン稼動時間

⑤前回の掃除日 ⑥実施

№ 項目 範囲 説明

1 点検の設定 なし リントフィルター点検の設定画面を表示します。

2 全て実施 なし 接続している機械全ての稼働時間をクリアします。

3 機械番号／機種名 なし 現在、接続している機械の機械番号と機種名を表示します。

4 ファン稼動時間 なし ファン稼動時間(累積時間)を表示します。

5 前回の掃除日 なし 前回、クリア(掃除)した日付を表示します。

6 実施 なし 選択した機械の稼動時間をクリアします。
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■ リントフィルター点検の設定画面

　　リントフィルター点検画面にて、[点検の設定]ボタンを選択した時に表示します。

[画面・操作アイコン説明]

※ ファン稼動時間を、0時間00分に設定することで、

　  設定した機械のリントフィルター点検を行いません。

⑤閉じる④取消 ⑥初期設定に戻す①点検確認なし ②稼働時間による点検確認

③更新

⑦ファン稼動時間

№ 項目 範囲 説明

1 点検確認なし なし リントフィルターの点検を行いません。

2 ファン稼動時間による点検確認 なし リントフィルターの点検を行います。

3 更新 なし 設定した稼動時間に更新します。

4 取消 なし 更新する前の値に戻します。

5 閉じる なし 接待画面を閉じます。

6 初期設定値に戻す なし 稼動時間を初期設定値に戻します。

7 ファン稼動時間 0時間00分～50時間59分 設定しているファン稼動時間を表示します。
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6-1-2 グリス点検

グリスの点検確認を行います。設定した日(前回の補給日からの経過日数)に到達すると、

経過日数欄の背景色が黄色になり、グリスの点検をお知らせします。

[画面・操作アイコン説明]

①点検の設定 ②全て実施③機械番号/機種名 ④経過日数

⑤前回の補給日 ⑥実施

№ 項目 範囲 説明

1 点検の設定 なし グリス点検の設定画面を表示します。

2 全て実施 なし 接続している機械全ての経過日数をクリアします。

3 機械番号/機種名 なし 現在、接続している機械番号と機種名を表示します。

4 経過日数 なし 前回補給した日からの経過日数を表示します。

5 前回の補給日 なし 前回、クリア(補給)した日付を表示します。

6 実施 なし 選択した機械の経過日数をクリアします。
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■ グリス点検の設定画面

　　グリス設定画面にて、[点検の設定]ボタンを選択した時に表示します。

※ 経過日数を、0日に設定することで、

　　設定した機械のグリス点検を行いません。

③更新

⑤閉じる④取消 ⑥初期設定に戻す①点検確認なし ②経過日数による点検確認

⑦経過日数

№ 項目 制限 説明

1 点検確認なし なし グリスの点検を行いません。

2 経過日数による点検確認 なし グリスの点検を行います。

3 更新 なし 設定された経過日数に更新します。

4 取消 なし 更新される前の値に戻します。

5 閉じる なし 接待画面を閉じます。

6 初期設定値に戻す なし 経過日数を初期設定値に戻します。

7 経過日数 0日～365日 設定されている経過日数を表示します。
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6-1-3 オイル点検

オイルの点検確認を行います。設定した日(前回の交換日からの経過日数)に到達すると、

経過日数欄の背景色が黄色になり、オイルの点検をお知らせします。

[画面・操作アイコン説明]

①点検の設定 ②全て実施③機械番号/機種名 ④経過日数

⑤前回の交換日 ⑥実施

№ 項目 範囲 説明

1 点検の設定 なし オイル点検の設定画面を表示します。

2 全て実施 なし 接続している機械全ての経過日数をクリアします。

3 機械番号/機種名 なし 現在、接続している機械番号と機種名を表示します。

4 経過日数 なし 前回交換した日からの経過日数を表示します。

5 前回の交換日 なし 前回、クリア(交換)した日付を表示します。

6 実施 なし 選択した機械の経過日数をクリアします。
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■ オイル点検の設定画面

　　オイル点検の点検確認画面にて、[点検の設定]ボタンを選択した時に表示します。

※ 経過日数を、0日に設定することで、

　　設定した機械のグリス点検を行いません。

③更新

⑤閉じる④取消 ⑥初期設定に戻す①点検確認なし ②経過日数による点検確認

⑦経過日数

№ 項目 範囲 説明

1 点検確認なし なし オイルの点検を行いません。

2 経過日数による点検確認 なし オイルの点検を行います。

3 更新 なし 設定した経過日数に更新します。

4 取消 なし 更新する前の値に戻します。

5 閉じる なし 接待画面を閉じます。

6 初期設定値に戻す なし 経過日数を初期設定値に戻します。

7 経過日数 0日～365日 設定している経過日数を表示します。
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6-2 機器情報
機械の取扱説明書一覧を表示します。

[画面・操作アイコン説明]

①取扱説明書一覧へ

№ 項目 範囲 説明

1 取扱説明書一覧へ なし パスワード確認画面を表示します。
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6-2-1 取扱説明書

当社が現在（2018年05月27日現在)販売している機械の取扱説明書を、電子データ(PDF)で取得できます。
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6-3 精算機情報
集中精算機のステータス情報確認を行います。

精算機の各種情報（釣銭保有枚数、金庫保有枚数、保有枚数、販売枚数、各センサー情報）を

表示します。

［画面・操作アイコン説明］

③釣銭保有枚数

⑤保有枚数

④金庫保有枚数

⑥販売枚数

①取得日時 ②情報更新

⑦センサー情報

№ 項目 範囲 説明

1 取得日時 なし 前回集金して日時から現時点の情報を取得した日時を表示します。

2 情報更新 なし 精算機の情報を更新します。

3 釣銭保有枚数 なし 釣銭保有枚数を表示します。

4 金庫保有枚数 なし 金庫保有枚数を表示します。

5 保有枚数 なし カード保有枚数を表示します。

6 販売枚数 なし カード販売枚数を表示します。

7 センサー情報 なし 精算機のセンサー情報を表示します。
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■ 精算機からステータス情報を取得できない場合

　　精算機からステータス情報を取得できない場合、下記画面を表示します。

　　取得できない場合、少し時間を空けてから再度取得してください。

※ ステータス情報を取得できない場合、以下を確認してください。

　・精算機操作中（ホーム画面，機械選択画面以外が表示されている時）

　・精算機の電源が入っていない。

　・精算機の故障
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7. その他

7-1 お問合せ
お問合せアイコンを選択することで、TOSEIの連絡先を表示します。

※ 2019年09月現在の各支社店のサービス対応連絡先電話番号です。

また、Webからもお問合せできます。

株式会社TOSEIホームページ

http://www.tosei-corporation.co.jp/
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7-2 データ自動転送
データ自動転送機能を使用すると、店舗売上データ、トラブル情報のメール送信および

店舗稼動データのＦＴＰサーバー送信ができます。

データ自動転送ボタンを選択すると、選択画面が表示されますので、設定する機能を選択してください。
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7-2-1 売上情報送信設定

店舗売上データを、設定したメールアドレスへメール送信します。

前月の店舗売上データを、設定した時間に自動送信します。

また、指定した月の店舗売上データを送信することもできます。

※ メール機能を使用する場合、「非暗号化のメールサービス」を使用してください。

■ 店舗管理設定番号

店舗から送信される売上情報データを管理しやすくするため、店舗管理番号を設定することができます。

店舗管理番号を設定した場合、送信する売上情報ファイルに店舗管理番号を付加えます。

店舗管理番号を設定しない場合、送信する売上情報ファイルにオーナーＩＤを付加えます。

＜店舗管理番号を設定しない場合＞

ファイル名に、オーナーＩＤを付加えて送信します。

件名：“［店名］：日計売上稼働ファイル”

添付ファイル名：uriage_kadou_[年月日]_[オーナーID].csv

＜店舗管理番号を設定した場合＞

ファイル名に、店舗管理番号を付加えて送信します。

件名：“［店名］：日計売上稼働ファイル”

添付ファイル名：uriage_kadou_[年月日]_[店舗管理番号].csv
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■日計売上情報送信

　 日計売上稼働データを、設定したメールアドレスにメール送信する機能です。

　 前日の売上稼働データを、設定した時間に自動送信します。

　 また、指定した日の売上稼働データを送信することもできます。

☆ 1～4の各項目を変更した時、必ず［はい］ボタンを選択してください。

-131-



1. メール送信先設定

　 メール送信先のメールアドレスを、最大2つまで登録できます。

　 メールアドレス入力後、チェックボックスにチェックすることで、

　 入力されたメールアドレスにメール送信が可能になります。

 　

<メール1>

　1つ目のメールアドレスの入力を行います。

　チェックボックスにチェックすることで、メール送信が可能になります。

<メール2>

　2つ目のメールアドレスの入力を行います。

　チェックボックスにチェックすることで、メール送信が可能になります。

<送信確認>

　送信確認ボタンを選択することで、チェックしたメールアドレスに

　確認用のメールを送信します。(送信するファイルは、圧縮ファイルで送信します)

　数分経過してもメールが送信されない場合、下記事項の確認を行ってください。

　・メールアドレス

　・メールサーバ設定(システム設定)

　・DNSサーバ設定(システム設定)

[注意]

　　メール送信する場合、店舗のメールアドレス取得をしてください。

　　このため、契約しているプロバイダにメールアドレス契約を行ってください。

　　また、システム設定で、メールサーバ設定およびDNSサーバ設定を行ってください。

　 ※ システム設定については、現地設置・設定編 [11]システム設定を参照してください。 
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2. データ選択

　 メール送信する店舗売上データを選択します。店舗売上データは、

 　日単位のデータとしてCSVファイルで送信します。送信する店舗売上データは複数選択できます。

□ 日付別売上稼動データ　

　　日付別の売上稼動データを送信します。チェックボックスにチェックすることで、

　　データのメール送信を行います。

□ 時間帯別売上稼動データ

　　時間帯別の売上稼動データを送信します。チェックボックスにチェックすることで、

　　データのメール送信を行います。

3. 定期送信日時指定

　 定期送信の有無および定期送信する時間を指定します。

4. データ再送

　 日計売上データを再送する日を選択します。

　 データ送信ボタンを選択することで、指定した日の売上データを送信します。
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■月計売上情報送信

　 月計売上稼働データを、設定したメールアドレスにメール送信する機能です。

　 前月の売上稼働データを、設定した時間に自動送信します。

　 また、指定した月の売上稼働データを送信することもできます。

☆ 1～4の各項目を変更した時、必ず［はい］ボタンを選択してください。
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1. メール送信先設定

　 メール送信先のメールアドレスを、最大2つまで登録できます。

　 メールアドレス入力後、チェックボックスにチェックすることで、

　 入力されたメールアドレスにメール送信が可能になります。

 　

<メール1>

　1つ目のメールアドレスの入力を行います。

　チェックボックスにチェックすることで、メール送信が可能になります。

<メール2>

　2つ目のメールアドレスの入力を行います。

　チェックボックスにチェックすることで、メール送信が可能になります。

<送信確認>

　送信確認ボタンを選択することで、チェックしたメールアドレスに

　確認用のメールを送信します。(送信するファイルは、圧縮ファイルで送信します)

　数分経過してもメールが送信されない場合、下記事項の確認を行ってください。

　・メールアドレス

　・メールサーバ設定(システム設定)

　・DNSサーバ設定(システム設定)

[注意]

　　メール送信する場合、店舗のメールアドレス取得をしてください。

　　このため、契約しているプロバイダにメールアドレス契約を行ってください。

　　また、システム設定で、メールサーバ設定およびDNSサーバ設定を行ってください。

　 ※ システム設定については、現地設置・設定編 [11]システム設定を参照してください。 
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2. データ選択

　 メール送信する店舗売上データを選択します。店舗売上データは、

 　月単位のデータとしてCSVファイルで送信します。送信する店舗売上データは複数選択できます。

□ 機械別売上稼動データ

　　機械別の売上稼動データを送信します。チェックボックスにチェックすることで、

　　データのメール送信を行います。

□ 日付別売上稼動データ

　　日付別の売上稼動データを送信します。チェックボックスにチェックすることで、

　　データのメール送信を行います。

□ 時間帯別売上稼動データ

　　時間帯別の売上稼動データを送信します。チェックボックスにチェックすることで、

　　データのメール送信を行います。

□ 曜日別売上稼動データ

　　曜日別の売上稼動データを送信します。チェックボックスにチェックすることで、

　　データのメール送信を行います。

3. 定期送信日時指定

　 定期送信の有無および定期送信する時間を指定します。

4. データ再送

　 月計売上データを再送する月を選択します。

　 データ送信ボタンを選択することで、指定した月の売上データを送信します。
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■トラブル情報送信

　 店舗でトラブルが発生した時、トラブル情報を、設定したメールアドレスにメール送信する機能です。

☆ 1～2の各項目を変更した時、必ず［はい］ボタンを選択して下さい。
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1. メール送信先設定

　 メール送信先のメールアドレスを、最大2つまで登録できます。

　 メールアドレス入力後、チェックボックスにチェックすることで、

　 入力されたメールアドレスにメール送信が可能になります。

 　

<メール1>

　1つ目のメールアドレスの入力を行います。

　チェックボックスにチェックすることで、メール送信が可能になります。

<メール2>

　2つ目のメールアドレスの入力を行います。

　チェックボックスにチェックすることで、メール送信が可能になります。

<送信確認>

　送信確認ボタンを選択することで、チェックしたメールアドレスに

　確認用のメールを送信します。(送信するファイルは、圧縮ファイルで送信します)

　数分経過してもメールが送信されない場合、下記事項の確認を行ってください。

　・メールアドレス

　・メールサーバ設定(システム設定)

　・DNSサーバ設定(システム設定)

[注意]

　　メール送信する場合、店舗のメールアドレス取得をしてください。

　　このため、契約しているプロバイダにメールアドレス契約を行ってください。

　　また、システム設定で、メールサーバ設定およびDNSサーバ設定を行ってください。

　 ※ システム設定については、現地設置・設定編 [11]システム設定を参照してください。 

2. 定期送信日時指定

　 トラブル発生メールの送信有無を選択します。
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7-2-2 稼動情報送信設定

店舗の稼動情報データを指定したＦＴＰサーバへ送信します。

また、送信時刻設定を変更することで、送信する時間を変更します。

1. 送信時刻設定

 　稼動情報を送信する間隔を選択します。

 　送信なし(初期値)が設定されている時は稼動情報を送信しません。

　 設定値 = 送信なし、3分間隔、5分間隔、10分間隔、15分間隔、30分間隔、1時間間隔
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