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１．iPhone機能につい
て
※androidでは動作しません
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iPhoneでは、現場登録・作業を行う機能を提供します
【登録系機能】
iPhoneの登録は写真や名称など簡易登録を行います。
収蔵品は「登録中」で登録します。詳細はパソコンで入力します

・収蔵品の写真登録
・施設の写真登録
・部屋の写真登録
・棚の写真登録
・段の登録

【作業系機能】
収蔵品の貸出・返却・箱入・箱出を行います。
バーコードの読み込みで作業しますので簡単に作業できます。
・収蔵品出庫
・収蔵品返却

【バーコード検索】
バーコードを読んで各情報を検索表示します。
情報はパソコン用情報を表示します。
多少読みにくいですが、現場で情報を調べることができます。
バーコードの種類

A:収蔵品
B;作者
C:カルテ
D:掲載等
F:出品
G:人会社
Q:施設
R:部屋
S:棚
T:段
U:地域
V:場所
W:エリア
X:詳細
P:写真
M:図面

アルファベットはバーコードの最初の文字です。

１－１．概要
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１－２．iPhoneメニュー
iPhoneでは、下記の機能を提供します。
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１－３．iPadメニュー
iPadでは、全機能モードと簡易機能の両方が使えます。

「簡易モード」と「全機能モード」のボタンで切り替えします。
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２．収蔵品出庫
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２－１．出庫（展示会などの一括出品）

「収蔵品出庫」をクリック

出庫登録する場合は「OK」をクリックします
作業しないときは「中止」をクリックします

人会社のバーコードを読む
※出品・人会社以外のバーコードを読むとエ
ラーになります

収蔵品登録する場合は「OK」をクリックします
作業しないときは「中止」をクリックします

収蔵品のバーコードを読む
■エラー条件
・収蔵品以外のバーコードを読む
・出庫済みの収蔵品のバーコードを読む

収蔵品登録を続けて行う確認画面です
作業する：続けて収蔵品を登録する場合
中止：作業を中止する場合
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エラーメッセージ
「出品」または「人・会社」ではありません
「OK」で作業を終了します

収蔵品が出庫のため出庫できません
「OK」で作業を終了します

収蔵品以外のバーコードのため出庫できません
「OK」で作業確認を行います
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２－２．出庫（人や会社への個別出品）

「収蔵品出庫」をクリック

出庫登録する場合は「OK」をクリックします
作業しないときは「中止」をクリックします

出品のバーコードを読む
※出品・人会社以外のバーコードを読むとエ
ラーになります

収蔵品登録する場合は「OK」をクリックします
作業しないときは「中止」をクリックします

収蔵品のバーコードを読む
■エラー条件
・収蔵品以外のバーコードを読む
・出庫済みの収蔵品のバーコードを読む

収蔵品登録を続けて行う確認画面です
作業する：続けて収蔵品を登録する場合
中止：作業を中止する場合
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エラーメッセージ
「出品」または「人・会社」ではありません
「OK」で作業を終了します

収蔵品が出庫のため出庫できません
「OK」で作業を終了します

収蔵品以外のバーコードのため出庫できません
「OK」で作業確認を行います
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３．収蔵品返却
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２－３．収蔵品返却

返却作業ができた。
「終了」作業を終了します
「続けて返却」別な収蔵品の返却作業を
します

「収蔵品返却」をクリック
返却するバーコードを読む

収蔵品のバーコードを読む
※収蔵品以外のバーコードを読むとエラーにな
ります

エラーメッセージ
収蔵品以外のバーコードのため返却できません

出庫中の収蔵品でないため返却できません
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４．バーコード検索
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５－１．バーコード検索

「バーコード検索」をクリックでバーコード画
面へ移動

バーコードを読みます

バーコードの情報を表示します
パソコン用レイアウトなので左右上下して情報
を確認します
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５．収蔵品登録
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３－１．収蔵品登録

画像サイズを選択し撮影します
大：900×1280
最大：3264×2448

「収蔵品登録」をクリック

収蔵品情報を入力します
保存場所：場所を設定します
印刷：バーコードの作成・印刷します
写真一覧：写真を一覧表示します

撮影写真を確認し写真の再作成できます。
・再撮影
・サイズ修正
・写真削除
「写真追加」で写真撮影し、追加します
「収蔵品」で収蔵品ページに移動します

明細：写真ページに移動します

写真を撮影します
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６．収蔵品作業中
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６－１．収蔵品作業中

「収蔵品登録」をクリック

収蔵品情報を入力します
保存場所：場所を設定します
印刷：バーコードの作成・印刷します
写真一覧：写真を一覧表示します

撮影写真を確認し写真の再作成できます。
・再撮影
・サイズ修正
・写真削除
「写真追加」で写真撮影し、追加します
「収蔵品」で収蔵品ページに移動します

明細：写真ページに移動します

写真を撮影します
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「カルテ」をクリックしてポップアップメ
ニューを表示します

カルテ写真情報を表示します

明細：写真ページに移動します

明細をクリックでカルテを表示します

写真一覧を表示します

明細をクリックでカルテ写真を表示します
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７．カルテ登録
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４－１．カルテ登録

カルテを作成する収蔵品のバーコードをスキャ
ンします

「カルテ登録」をクリック

写真を確認します
写真追加：次の写真を撮ります
最大・大・中：再撮影します
サイズ変更：サイズを変更します
カルテ：カルテの設定します

カルテの作業をします

カルテ用の写真を登録します
撮影サイズを選択して撮影します

写真を撮影します
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８．カルテ作業中
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８－１．カルテ作業中

「カルテ作業中」をクリック

カルテ写真を表示します

明細をクリックでカルテを表示します

写真一覧を表示します

明細をクリックでカルテ写真を表示します
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９．施設登録
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９－１．施設・部屋登録

「施設登録」をクリック

サイズを選択して施設を撮影します

施設の写真を確認
施設：施設情報を表示
写真追加：施設写真を追加

施設情報を確認
「部屋登録」で部屋を登録します

サイズを選択して部屋を撮影します

施設の写真撮影します
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部屋情報を確認します

部屋の写真を確認
部屋：部屋情報を表示
写真追加：施設写真を追加

部屋の写真撮影します

27



１０．箱・棚と段登録

2828



１０－１．箱・棚と段登録

「箱登録」をクリック

サイズを選択して箱を撮影します

箱の写真を確認
箱・棚：箱・棚情報を表示
写真追加：箱写真を追加

箱・棚情報を確認
「段登録」で部屋を登録します

段を登録します
※段写真はありません

段の登録の確認
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１１．施設一覧
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１１－１．施設一覧

「明細」をクリック施設を表示

「施設一覧」をクリック

「明細」をクリックし施設写真を表示

施設情報を確認
写真一覧：施設写真を一覧表示
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１１－２．部屋情報の確認

写真一覧：部屋の写真一覧を表示します

「部屋」をクリックして部屋情報を表示します

「明細」で部屋写真を表示します
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１２．箱・棚一覧と段
表示
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１２－１．箱・棚一覧と段表示

段情報を登録します
棚表示：棚を表示

「明細」をクリックして箱・棚を表示

「箱一覧」をクリック

「明細」をクリックし箱・棚写真を表示

箱・棚情報を確認
写真一覧：箱・棚写真を一覧表示
段：段を表示
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１３．収集場所登録
地域・場所・エリア・詳細場所の登録
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１３－１．地域・場所・エリア・詳細場所登録

「収集場所登録」をクリック

サイズを選択して施設を撮影します

地域の写真を確認
地域：地域情報を表示
写真追加：地域写真を追加

地域情報を確認
「発掘場所登録」で発掘場所を登録します

サイズを選択して発掘場所を撮影します

地域の写真撮影します
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発掘場所情報を確認します
エリア登録：エリアを登録す

発掘場所の写真を確認
発掘場所：発掘場所情報を表示
写真追加：発掘場所写真を追加

発掘場所の写真撮影します

サイズを選択してエリアを撮影します

エリアの写真を確認
エリア：エリア情報を表示
写真追加：エリア写真を追加

エリアの写真撮影します
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詳細場所を確認します

詳細場所の写真を確認
詳細場所：詳細場所情報を表示
写真追加：詳細場所写真を追加

発掘場所の写真撮影します

サイズを選択して詳細場所を撮影します

詳細場所の写真撮影します
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１４．地域一覧
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１１－１．収集場所一覧

「明細」をクリック施設を表示

「収集場所一覧」をクリック

「明細」をクリックし地域写真を表示

地域情報を確認
写真一覧：地域写真を一覧表示
発掘場所：発掘場所情報を表示

地域の写真を確認

発掘場所を確認
写真一覧：発掘場所写真を一覧表示
エリア：エリア情報を表示
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「部屋」をクリックして部屋情報を表示します

「明細」で部屋写真を表示します

「明細」をクリックし発掘場所写真を表示

発掘場所の写真を確認

エリア情報を確認
写真一覧：エリア写真を一覧表示
詳細場所：詳細場所情報を表示

詳細場所を確認
写真一覧：発掘場所写真を一覧表

エリアの写真を確認
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「明細」をクリックし詳細場所写真を表示

詳細場所の写真を確認
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１５．
棚卸処理
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１５－１．スマホで棚卸処理

棚卸をクリックします
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バーコードを読みます

バーコードから棚卸処理します

続けて棚卸：次の収蔵品の処理
終了 ：棚卸を終了

すでに棚卸済みでした

再読み込み：収蔵品を読み込み
終了 ：棚卸を終了



１５－２．棚卸の確認

棚卸一覧をクリックします
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棚卸済を一覧で表示します
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