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点検情報登録・参照

SmartMaintenance®  巡視・保守点検システム

タブレット端末を活用し、保守点検業務の課題を解決
点検業務の効率化と品質向上を実現

エンジニアリング ソリューション 情報サイト
http://jpn.nec.com/engsl/ 

最新の情報は弊社ホームページにてご確認ください。
http://jpn.nec.com/engsl/pro/smartmainte/index.html

機　能
サーバ機能

端末機能

共通機能

帳票取込機能
帳票編集機能
Excel® ファイル出力機能
ブラウザ画面からの結果登録機能
Excel® ファイルからの結果登録機能
印刷機能
点検作業指示機能
履歴管理機能
選択肢データ管理機能
画像データ管理機能
手順書データ管理機能
共通データ管理機能
操作作業履歴管理機能
ログイン機能
点検帳票選択機能
点検結果入力機能

点検履歴表示機能

四則演算機能
写真データ取込機能
画像データ表示機能
手順書データ表示機能
結果の自動判定
未実施項目のチェック
RFID連携機能[オプション]
地図連携機能（オンライン）[カスタマイズ対応]
地図連携機能（オフライン）[カスタマイズ対応]
マルチランゲージ

仕　様
Excel® 形式の帳票ファイルをシステムに取込みます。 
取込済みのExcel® 形式の帳票をシステムの制御情報を含む形で出力し、Excel® 上で編集/修正して再取込みができます。 帳票は、版数管理され履歴を引き継ぐことができます。
システムに登録された点検結果をExcel® の形式で出力します。写真は、シートに一覧表示します。
Microsoft® Internet Explorer® のブラウザ画面から帳票イメージで点検結果を登録します。
システムから出力したExcel® 形式のファイルに点検結果を入力して、Excel® 形式のファイルを取込むことで結果を登録します。
ブラウザ上で点検結果を帳票イメージでプレビュー表示し、ブラウザの印刷機能で出力ができます。
・取り込み済みExcel® 形式の帳票に対し点検実施者とスケジュールを設定します。 　・点検実施者によってダウンロードできる帳票を設定することができます。
登録された点検結果の履歴管理ができます。
選択肢の新規登録・追加・削除・名称変更・表示順の変更ができます。
単一もしくは複数の画像データを点検対象物に紐付けて表示できます。
単一もしくは複数の手順書データを点検対象物に紐付けて表示できます。
部門/場所/ユーザデータの登録、編集、表示、出力、削除ができます。
部門/場所/ユーザデータに関する操作（データの変更）を蓄積、表示、出力、削除ができます。
端末上のアプリケーションを起動した際、ユーザ名、パスワードを入力しログイン認証します。
点検帳票の一覧を表示し、単一もしくは複数選択できます。
・点検項目にテキスト/数値/選択肢/複数選択/日付の点検結果が入力できます。　・デフォルト値を設定している場合、タップで点検結果が入力
できます。　・タブレット端末に搭載済みの標準または追加アプリケーションを使って、点検項目毎に撮影画像の添付ができます。　・タブレット
端末に搭載済みの標準または追加アプリケーションを使って、撮影した画像データにコメント・手書き入力ができます。
・点検結果入力画面において、点検帳票上またはアイコンをタップすることで、指定している点検項目の履歴データが表示できます。 
・数値入力で実績登録されるデータは、履歴データをグラフ表示できます。
点検結果入力画面において、四則演算ができます。（関数は未対応）
撮影した写真データを帳票内に取り込むことができます。
サーバ側で事前に登録した画像を表示できます。
サーバ側で事前に登録した文書を表示できます。
入力した点検結果の合否判定を行い、結果に応じて対象セルの色が変化します。
端末操作終了時に点検未実施項目があれば、ワーニングメッセージを表示し通知します。
RFタグを読み取り、点検項目のセルをハイライトします。
・Google Maps™ を利用し、点検対象項目の位置を地図上にプロットして表示します。 　・点検結果を入力した位置情報をGPSから取得し、地図上にプロットします。
・ユーザが所有している地図情報を取り込み、点検対象項目の位置を地図上にプロットして表示します。　・点検結果を入力した位置情報をGPSから取得し、地図上にプロットします。
インストールするサーバの言語種別により、表示するランゲージを切り替えることができます。 （標準では日本語版/英語版のみサポート。）

主な機能

推奨システム構成 動作環境

巡視・保守点検システム
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お問い合わせは、下記へ

Cat.No. H99-15120418J

●Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、Excel、.NETおよびSQL Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国に
おける商標または登録商標です。●Android、Google Mapsは、Google Inc. の商標または登録商標です。●iOSは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会
社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他掲載されている社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本製品の輸出
（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。ご不明
な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。●本紙に掲載
された製品の色は、印刷の都合上、実際のものと多少異なることがあります。また、改良のため予告なく形状、仕様を変更することがあります。

スマートメンテナンス

● Android™ 端末（Android™ OS 4.x）　NEC製タブレット※

● iOS端末※　※推奨機種以外は、別途動作検証が必要です。

● タブレット端末

● RFIDリーダ
● EPCｇlobal C1Gen2準拠対応　※RFタグの選定に関しましては、サポートいたします。

● 対応Excel®
● Microsoft® Excel® 2007～Microsoft® Excel® 2013

〒211-8666　神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地
ＴＥＬ ： 044（435）9416　ＦＡＸ ： 044（435）9423

NECエンジニアリング 営業本部

〒211-8666　神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地

NEC エンジニアリング事業推進センター

● サーバ
OS

必須ソフトウェア
 データベース

 Webサーバ※1

 Webブラウザ
 その他
 ハードウェア

Microsoft® Windows Server® 2008 SP2 Standard Edition/Enterprise Edition (32bit )、Microsoft® 
Windows Server® 2008 R2 SP1 Standard Edition/Enterprise Edition (64bit )、Microsoft® Windows 
Server® 2012 R2 Standard Edition/Datacenter Edition (64bit )、Microsoft® Windows® 7 SP1 (32bit )

Microsoft® SQL Server™ 2008 R2 Express Edition/Standard Edition、Microsoft® SQL Server™ 2012 
Express Edition/Standard Edition
Microsoft® Internet Information Services 7.0 (Windows Server 2008 利用時) 、Microsoft® Internet 
Information Services 7.5 (Windows Server 2008 R2、およびWindows 7 利用時) 、Microsoft® 
Internet Information Services 8.5 (Windows Server 2012 R2 利用時)
Windows® Internet Explorer® 7、Windows® Internet Explorer® 8、Windows® Internet Explorer® 9
.NET Framework 3.5 SP1、Windows Installer 3.1、Windows Installer 4.5※2、AjaxControlToolKit、Ionic.Zip.dll
・上記のOS、及びソフトウェアが正常に動作すること
・ネットワークインタフェースを有すること

● クライアントPC
OS
Webブラウザ
ハードウェア

Microsoft® Windows® Vista SP2、Microsoft® Windows® 7 SP1 (32bit )
Windows® Internet Explorer® 7、Windows® Internet Explorer® 8、Windows® Internet Explorer® 9
・上記のOS、及びソフトウェアが正常に動作すること
・ネットワークインタフェースを有すること

※1 Web サーバにアクセス可能な同時接続数は、OS における接続制限数の制約を受けます。
※2 Microsoft® SQL Server™ 2008 R2 をご利用になられる場合は、同梱のWindows Installer 4.5 をインストールする必要があります。

エコシンボルスター（2013年度認定）
NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与するラベルです。
また先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。
詳しくは、　http://jpn.nec.com/eco/ja/product/eco_toprunner/
をご覧ください。

環境にやさしい植物油インキ
を使用しています。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。



点検者の位置と
点検項目の位置を
表示します。
間違った場所で
点検結果を入力すると、
タブレット端末の画面に
警告が表示されます。

点検情報DB

アップロード
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タブレット端末、RFID、GPSの連携で
保守点検業務の品質向上と効率化を
実現します。

巡視・保守点検システム

点検業務を、『SmartMaintenance® 巡視・保守点検システム』がサポート！ 情報資源を統合し、正確かつ効率的な先進ソリューションをご提供します。

『SmartMaintenance® 巡視・保守点検システム』は、さまざまな点検業務に活用できます。

タブレット端末を利用することで、点検結果はその場で電子化されます。さまざまな点検資料がタブレット端末1台に収まります。

上記以外でも、さまざまな点検業務にご利用いただけます。点検業務でお困りのことがございましたら、ご相談ください。

導入メリット

活用例

機能紹介

◇ 点検作業の負荷軽減を図ることができます ◇ 点検ミス・点検漏れを防止、精度を向上します

◇ 集計作業・報告書作成を効率化しデータを有効活用 ◇ 点検作業の信頼性を確保します

タブレット1台で点検作業ができます。急な追加点検でも必要な帳票や指示書
などは現場でダウンロードすることで、迅速な対応ができます。※
※オンライン環境が必要です。

RFタグの読取りで、点検対象を正確に把握できます。端末には、タグから
読取った点検項目が表示されます。未点検項目も検索でき、点検漏れがある
場合には、エラー表示されることで、点検漏れが防げます。（オプション機能）

点検結果は作業をしながら端末へ入力。データをアップロードするだけで、
点検結果の報告は完了です。写真データも結果入力時に自動で紐付けされ、
紙帳票の電子化作業が不要です。データを一元化できるため情報資源の
有効活用ができます。

GPS機能で実際の点検実施場所が表示されます。サーバ・端末ともに地図
情報機能で位置が確認できます。誤点検を抑制し、正確な点検作業を支援
できます。オフライン地図データの取り込みができるため、お客様が所持
している地図データの有効活用が図れます。（カスタマイズ対応）

データの電子化と一元管理 AndroidTM/iOSに対応 業務フローを変えずに導入可能

タブレット端末を利用し、点検結果を入力する
ことで、点検データを電子化。点検結果データの
一元化により、データの分析や２次活用ができ
ます。現場では端末上で点検履歴の確認ができ、
異常の早期発見・対策につながります。また点検
手順や画像を簡単に参照でき、点検精度・品質
向上が期待できます。

Android™ 端末とiOS端末に対応している
ため、目的に応じた利活用ができます。用途に
合わせた端末をご導入いただけます。

紙帳票の様式をそのままExce l ®  形式の
ファイルで作成し、タブレット端末上にいつもの
帳票が表示できます。これにより、業務フローを
変えずにシステム導入を行うことができます。

●本業集中
点検済み帳票管理（破損、紛失、誤記修正
など）が不要

●効率的な業務遂行
点検結果提出のために事務所に戻る時間が
不要

通信キャリア、電力関連、鉄道関連、
航空関連、ガス、道路、水道

ビル管理、警備会社、装置販売企業

●コスト削減（人件費）
紙帳票の電子化作業工数の削減

●データの２次活用
データの一元化

●設備台帳との連携
点検結果を踏まえた設備投資計画が可能

●人材育成コスト削減
点検マニュアル／手順書なども一緒に
データ化

●品質向上
安心・安全な環境がもたらすＣＳ向上により、
利用者数が向上
●信頼性向上
不正（みなし）点検などの防止
●利益率向上
人材の利活用、紙やトナーなどの購入品
削減、帳票保管スペースの削減
●収益性向上
分析データに基づく提案により機会損失削減

社会インフラ関連企業

保守サービス関連企業

現場作業者 巡視・点検作業管理者 経営者

現場作業者から管理者向け機能をワンパッケージとして点検業務全域をサポート

『SmartMaintenance® （スマートメンテナンス） 巡視・保守点検システム』は、タブレット端末、RFID、GPSを活用し、正確で迅速な保守点検作業を実現。
点検作業情報を一元管理し現場作業者、管理者が安心してご利用できる機能をご提供します。

タブレット端末を活用し、点検作業を効率化 RFIDを活用し、点検精度を向上

点検作業の信頼性・品質を確保

『巡視・保守点検システム』は、こんな課題にまるごとお応えします！

作業進捗・結果管理
・誰が、いつ、何処で点検したかを一覧管理、
  点検場所と実績は地図表示もサポート

点検内容の確認
・RFID、端末を利用して点検箇所の
  特定と内容の確認を的確に実施

点検作業の作成
・点検日時や
  点検作業者を指示 点検状況に

応じてマークが
変わります

点検結果の入力
・数値や選択肢での結果入力や撮影写真へのコメント入力などの
  機能で現場業務をアシスト

異常検知
・異常値入力などの場合、その場で正誤を確認するよう通知
・過去の履歴とあわせて異常傾向をグラフで確認

点検結果の出力
・点検結果情報をExcel®/CSV出力
・報告書や過去記録の保管に利活用

点検情報DB

管理者向け

管理者向け
管理者向け

点検者向け 点検者向け

点検者向け

RFIDリーダ

タブレット端末

保守点検業務の品質向上と効率化は、思うように進んでいますか？
なるほど
非効率

点検作業時の携行品が多い！ 点検ミス・漏れによる事故が発生！

点検報告書の作成に時間がかかる！ 不正（みなし）を防止したい！

あなたの会社でも
こんなケース、
思いあたりませんか？

帳票、手順書、地図、カメラなど点検前の準備が
大変で時間もかかる

点検作業の時間の確保が難しい
点検情報の共有が難しい

点検は未実施で、報告書のみが提出されている
点検の精度・品質がマチマチ

類似設備/同機種製品は、見た目では判別が
つきにくいため、点検対象の特定が難しい

※推奨機種以外は、別途動作検証が必要です。

データ分析や2次活用など情報資源を有効活用

安心安全な社会に貢献するためのシステム作りを支援します。

ソリューションマップ
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タブレット1台で点検作業ができます。急な追加点検でも必要な帳票や指示書
などは現場でダウンロードすることで、迅速な対応ができます。※
※オンライン環境が必要です。

RFタグの読取りで、点検対象を正確に把握できます。端末には、タグから
読取った点検項目が表示されます。未点検項目も検索でき、点検漏れがある
場合には、エラー表示されることで、点検漏れが防げます。（オプション機能）

点検結果は作業をしながら端末へ入力。データをアップロードするだけで、
点検結果の報告は完了です。写真データも結果入力時に自動で紐付けされ、
紙帳票の電子化作業が不要です。データを一元化できるため情報資源の
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GPS機能で実際の点検実施場所が表示されます。サーバ・端末ともに地図
情報機能で位置が確認できます。誤点検を抑制し、正確な点検作業を支援
できます。オフライン地図データの取り込みができるため、お客様が所持
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データの電子化と一元管理 AndroidTM/iOSに対応 業務フローを変えずに導入可能

タブレット端末を利用し、点検結果を入力する
ことで、点検データを電子化。点検結果データの
一元化により、データの分析や２次活用ができ
ます。現場では端末上で点検履歴の確認ができ、
異常の早期発見・対策につながります。また点検
手順や画像を簡単に参照でき、点検精度・品質
向上が期待できます。

Android™ 端末とiOS端末に対応している
ため、目的に応じた利活用ができます。用途に
合わせた端末をご導入いただけます。

紙帳票の様式をそのままExce l ®  形式の
ファイルで作成し、タブレット端末上にいつもの
帳票が表示できます。これにより、業務フローを
変えずにシステム導入を行うことができます。

●本業集中
点検済み帳票管理（破損、紛失、誤記修正
など）が不要

●効率的な業務遂行
点検結果提出のために事務所に戻る時間が
不要

通信キャリア、電力関連、鉄道関連、
航空関連、ガス、道路、水道

ビル管理、警備会社、装置販売企業

●コスト削減（人件費）
紙帳票の電子化作業工数の削減

●データの２次活用
データの一元化

●設備台帳との連携
点検結果を踏まえた設備投資計画が可能

●人材育成コスト削減
点検マニュアル／手順書なども一緒に
データ化

●品質向上
安心・安全な環境がもたらすＣＳ向上により、
利用者数が向上
●信頼性向上
不正（みなし）点検などの防止
●利益率向上
人材の利活用、紙やトナーなどの購入品
削減、帳票保管スペースの削減
●収益性向上
分析データに基づく提案により機会損失削減

社会インフラ関連企業

保守サービス関連企業

現場作業者 巡視・点検作業管理者 経営者

現場作業者から管理者向け機能をワンパッケージとして点検業務全域をサポート

『SmartMaintenance® （スマートメンテナンス） 巡視・保守点検システム』は、タブレット端末、RFID、GPSを活用し、正確で迅速な保守点検作業を実現。
点検作業情報を一元管理し現場作業者、管理者が安心してご利用できる機能をご提供します。

タブレット端末を活用し、点検作業を効率化 RFIDを活用し、点検精度を向上

点検作業の信頼性・品質を確保

『巡視・保守点検システム』は、こんな課題にまるごとお応えします！

作業進捗・結果管理
・誰が、いつ、何処で点検したかを一覧管理、
  点検場所と実績は地図表示もサポート

点検内容の確認
・RFID、端末を利用して点検箇所の
  特定と内容の確認を的確に実施

点検作業の作成
・点検日時や
  点検作業者を指示 点検状況に

応じてマークが
変わります

点検結果の入力
・数値や選択肢での結果入力や撮影写真へのコメント入力などの
  機能で現場業務をアシスト

異常検知
・異常値入力などの場合、その場で正誤を確認するよう通知
・過去の履歴とあわせて異常傾向をグラフで確認

点検結果の出力
・点検結果情報をExcel®/CSV出力
・報告書や過去記録の保管に利活用

点検情報DB

管理者向け

管理者向け
管理者向け

点検者向け 点検者向け

点検者向け

RFIDリーダ

タブレット端末

保守点検業務の品質向上と効率化は、思うように進んでいますか？
なるほど
非効率

点検作業時の携行品が多い！ 点検ミス・漏れによる事故が発生！

点検報告書の作成に時間がかかる！ 不正（みなし）を防止したい！

あなたの会社でも
こんなケース、
思いあたりませんか？

帳票、手順書、地図、カメラなど点検前の準備が
大変で時間もかかる

点検作業の時間の確保が難しい
点検情報の共有が難しい

点検は未実施で、報告書のみが提出されている
点検の精度・品質がマチマチ

類似設備/同機種製品は、見た目では判別が
つきにくいため、点検対象の特定が難しい

※推奨機種以外は、別途動作検証が必要です。

データ分析や2次活用など情報資源を有効活用

安心安全な社会に貢献するためのシステム作りを支援します。

ソリューションマップ



点検情報DB

保守管理サーバ SmartMaintenance

LAN

クライアントPC 無線LAN
アクセスポイント

点検対象設備

タブレット端末
（OS:Android™/iOS）

RFIDリーダ
RFFタグ

点検情報登録・参照

SmartMaintenance®  巡視・保守点検システム

タブレット端末を活用し、保守点検業務の課題を解決
点検業務の効率化と品質向上を実現

機　能
サーバ機能

端末機能

共通機能

帳票取込機能
帳票編集機能
Excel® ファイル出力機能
ブラウザ画面からの結果登録機能
印刷機能
点検作業指示機能
履歴管理機能
選択肢データ管理機能
画像データ管理機能
手順書データ管理機能
共通データ管理機能
操作作業履歴管理機能
ログイン機能
点検帳票選択機能
点検結果入力機能

点検履歴表示機能

四則演算機能
写真データ取込機能
画像データ表示機能
手順書データ表示機能
結果の自動判定
未実施項目のチェック
RFID連携機能[カスタマイズ対応]
地図連携機能（オンライン）[カスタマイズ対応]
地図連携機能（オフライン）[カスタマイズ対応]
マルチランゲージ

仕　様
Excel® 形式の帳票ファイルをシステムに取込みます。 
取込済みのExcel® 形式の帳票をシステムの制御情報を含む形で出力し、Excel® 上で編集/修正して再取込みができます。 帳票は、版数管理され履歴を引き継ぐことができます。
システムに登録された点検結果をExcel® の形式で出力します。写真は、シートに一覧表示します。
Microsoft® Internet Explorer® のブラウザ画面から帳票イメージで点検結果を登録します。
ブラウザ上で点検結果を帳票イメージでプレビュー表示し、ブラウザの印刷機能で出力ができます。
・取り込み済みExcel® 形式の帳票に対し点検実施者とスケジュールを設定します。 　・点検実施者によってダウンロードできる帳票を設定することができます。
登録された点検結果の履歴管理ができます。
選択肢の新規登録・追加・削除・名称変更・表示順の変更ができます。
単一もしくは複数の画像データを点検対象物に紐付けて表示できます。
単一もしくは複数の手順書データを点検対象物に紐付けて表示できます。
部門/場所/ユーザデータの登録、編集、表示、出力、削除ができます。
部門/場所/ユーザデータに関する操作（データの変更）を蓄積、表示、出力、削除ができます。
端末上のアプリケーションを起動した際、ユーザ名、パスワードを入力しログイン認証します。
点検帳票の一覧を表示し、単一もしくは複数選択できます。
・点検項目にテキスト/数値/選択肢/複数選択/日付の点検結果が入力できます。　・デフォルト値を設定している場合、タップで点検結果が入力
できます。　・タブレット端末に搭載済みの標準または追加アプリケーションを使って、点検項目毎に撮影画像の添付ができます。　・タブレット
端末に搭載済みの標準または追加アプリケーションを使って、撮影した画像データにコメント・手書き入力ができます。
・点検結果入力画面において、点検帳票上またはアイコンをタップすることで、指定している点検項目の履歴データが表示できます。 
・数値入力で実績登録されるデータは、履歴データをグラフ表示できます。
点検結果入力画面において、四則演算ができます。（関数は未対応）
撮影した写真データを帳票内に取り込むことができます。
サーバ側で事前に登録した画像を表示できます。
サーバ側で事前に登録した文書を表示できます。
入力した点検結果の合否判定を行い、結果に応じて対象セルの色が変化します。
端末操作終了時に点検未実施項目があれば、ワーニングメッセージを表示し通知します。
RFタグを読み取り、点検項目のセルをハイライトします。
・Google Maps™ を利用し、点検対象項目の位置を地図上にプロットして表示します。 　・点検結果を入力した位置情報をGPSから取得し、地図上にプロットします。
・ユーザが所有している地図情報を取り込み、点検対象項目の位置を地図上にプロットして表示します。　・点検結果を入力した位置情報をGPSから取得し、地図上にプロットします。
インストールするサーバの言語種別により、表示するランゲージを切り替えることができます。 （標準では日本語版/英語版のみサポート。）

主な機能

推奨システム構成 動作環境

巡視・保守点検システム

お問い合わせは、下記へ

●Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、Excel、.NETおよびSQL Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国に
おける商標または登録商標です。●Android、Google Mapsは、Google Inc. の商標または登録商標です。●iOSは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会
社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他掲載されている社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本製品の輸出
（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。ご不明
な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。●本紙に掲載
された製品の色は、印刷の都合上、実際のものと多少異なることがあります。また、改良のため予告なく形状、仕様を変更することがあります。

スマートメンテナンス

● Android™ 端末（Android™ OS 4.x以上）
● iOS端末※　※推奨機種以外は、別途動作検証が必要です。

● タブレット端末

● RFIDリーダ
● Android™ : DOTR-900J
● iOS: RFIDリーダ連携のカスタマイズ対応が必要
※RFタグの選定に関しましては、サポートいたします。

● 対応Excel®
● Microsoft® Excel® 2007～Microsoft® Excel® 2013

〒211-8666　神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地
ＴＥＬ ： 044（435）9416

NECプラットフォームズ  エンジニアリング営業本部

〒211-8666　神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地

NEC  エンジニアリング事業推進センター

● サーバ（保守管理サーバ）
OS

必須ソフトウェア
 データベース

 Webサーバ※1

 Webブラウザ
 その他
 ハードウェア

● クライアントPC
OS
Webブラウザ
ハードウェア

Windows® 7 SP1(32bit)、Windows® 8.1
Windows® Internet Explorer® 10、Windows® Internet Explorer® 11
・上記のOS、及びソフトウェアが正常に動作すること
・ネットワークインタフェースを有すること

※1 Microsoft® SQL Server™ 2008 R2をご利用になられる場合は、Windows Installer4.5をインストールする必要があります。

エコシンボルスター（2013年度認定）
NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与するラベルです。
また先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。
詳しくは、　http://jpn.nec.com/eco/ja/product/eco_toprunner/
をご覧ください。

環境にやさしい植物油インキ
を使用しています。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

2017年4月現在

最新情報は以下ホームページでご確認ください。
https://www.necplatforms.co.jp/

H99-17040487JCat.No.ENG005

Windows Server® 2008 SP2 Standard Edition/Enterprise Edition (32bit)、
Windows Server® 2008 R2 SP1 Standard Edition/Enterprise Edition (64bit)、
Windows Server® 2012 R2 Standard Edition/Datacenter Edition (64bit)

Internet Information Services 7.0 
Internet Information Services 7.5 
Internet Information Services 8.5 
Windows® Internet Explorer® 10、Windows® Internet Explorer® 11
.NET Framework 3.5 SP1、Windows Installer 3.1、Windows Installer 4.5※1、AjaxControlToolKit、Ionic.Zip.dll、Microsoft Excel 2010,2013

SQL Server™ 2012 R2 Express Edition/Standard Edition、
SQL Server™ 2014 Express Edition/Standard Edition 

・上記のOS、及びソフトウェアが正常に動作すること
・ネットワークインタフェースを有すること


