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 FileMaker Go を
どう活用しますか？
 役に立つ50の活用例を
 ご紹介します。

  1 レストランと酪農場での在庫管理と精算管理
  2 送電線メンテナンスと周囲の木の整備スケジュールをトラッキング
  3 現場でエネルギー効率のデータを収集
  4 顧客訪問中にその場で請求書を作成
  5 製造現場で政府安全基準の検査
  6 ガレージでの車両点検の実施

21 スタジオのどの場所からでも iPhoneで映像編集プロジェクトを管理
22 火災安全点検時に現場でチェックリストに記録
23 仕事の高精度電子ポートフォリオを作成
24 製造現場に居ながら環境にやさしいペット商品の経営効率を監視
25 校外学習時に生徒の緊急連絡先へアクセス
26 路上でのレンタカーの契約と配車管理
27 ストックルームに行かなくてもキルト生地の商品情報を確認
28 病院での回診時に、iPadで患者の医療状態のモニタリング

29 コンベンションセンターで出展者の作業指示を管理
30 学区内のすべてのコンピュータの目録作成
31 お店の現場で複数の印刷プロジェクトのトラッキング
32 研究室での製薬試験結果のトラッキング
33 遠隔のコミュニティへの健康評価を実施

35 音楽学校のオーディションと入学者選考をスタジオから合理化
36 iPhoneまたはiPadで土木工事プロジェクトのための土地測量データを収集
37 移動式の血液バンクでドナー情報を収集
38 法廷でクライアントの訴訟のメモを記録
39 教室で教師の評価を実施
40 試乗中に車のカタログと顧客の詳細情報に

41 外出中に、iPhoneで取引先の連絡先情報にアクセス／アップデート
42 トレードショーでの電子出展者ガイドの照会
43 ワインセラーで、ワインの酸性度、糖分とアルコールの濃度のモニタリング
44  一般の図版に委任されたプロジェクトの詳細をトラッキング
45  店舗販売と輸送のデータをiPadで収集し、デスクトップでレポートを作成
46 住宅のリフォームに関する顧客のデザイン仕様を管理
47 野外で、野生生物に関する生息地、生態および環境のトラッキング

48 iPadを使って教室でテストを実施し、生徒の成績を評価
49 戸別訪問による近隣調査の実施
50 NBAのスターや前途有望な大学選手にコートサイドから勝利のための分析データを提供

  7 店舗で在庫管理とPOS情報を簡略化
  8 保育園で花と植物の在庫を補給
  9 希少な本を探すために店舗の在庫情報にアクセス
10 ホテル内のどこにいてもお客様のリクエストに応答
11 太陽電池パネル取り付けのプロジェクトを現場で管理
12 数万点のレンタル商品を契約から実施、請求まで管理

13 病院のどこからでも医師養成の進捗状況を追跡
14 発掘現場で考古学の埋蔵物を記録
15 オープンハウス見学中に不動産情報にアクセス
16 家畜の遺伝子、血液、予防接種の記録などの詳細な情報を確認
17 手術室で処置の内容や手順を記録
18 入学する学生の文書スキャン、監査、登録の詳細を管理
19 薬の調剤内容を調べるため、社内でモバイルの薬辞典にアクセス
20 食材の卸業者がレストランへの配達時に請求書を作成
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ソリューション 6p - 35p

はじめての FileMaker Go 14 ガイド  36p - 41p

FileMaker Go 14 新機能 42p  -  47pFileMaker Goをどう活用しますか？ 2p - 3p

システム名 カテゴリ 機 能 ページ

 1 見積発行・承認システム【Swing】  6p

 2  営業支援システム【Express】 7p

 3  グループウェア【ScheduleGO】v3.0  8p

 4  訪問記録システム【Visit History】  9p

 5  販売会社向け日報管理システム【セールス名人】  10p

 6 顧客管理／販売支援システム【Tools 4 Sales 2015】 11p

 7  レンタカー受付支援システム【RentalCheck Maker】  12p

 8  美容室向けシステム【Salon Manager】  13p

 9 POSレジシステム【miXRas】   14p

 10 お好み豆診断「COFFEE NAVI」（コーヒーナビ）  15p

 11  産直市場レジシステム  16p

 12  マニュアル作成「Manualizer」 17p

 13  電子カタログ管理システム【Catalog Maker】  18p

 14  検品作業ソリューション【qiw】   19p

 15  「在庫整備 ing」（CheckManシリーズ）  20p

システム名 カテゴリ 機 能 ページ

 16 OSKモバイル棚卸  21p

 17 商品管理システム【StockGO】v3.1  22p

 18 バーコード商品検索システム【ItemMaster】  23p

 19 「点検整備 ing」（CheckManシリーズ） 24p

 20  保守作業報告書システム【メンテナンス名人】  25p

 21  保守管理ソリューション【Maintenance】 26p

 22  アンケートシステム 【enQui】（インキュイ）  27p

 23  GPSマッピングシステム【Yesマッピングシステム】V4.0  28p

 24 イベント・セミナー受付システム【誰簡® Go EventReception】 29p

 25  イベント受付システム【EventGate】 30p

 26  訪問診療支援システム【Beluga】  31p

 27 病床管理・看護経過記録システム【SPACE】 32p

 28 品質試験管理システム【Quick-M】 33p

 29 透析業務支援システム【 dottoHD 】 34p

 30 新生児問診票システム 35p

  顧客管理   営業支援   商品管理   機器管理   イベント   アンケート   電子カタログ   店舗レジ   医　療   教　育   その他   カメラ   バーコード   GPS

fmgo.jp 目　次



6 7

カテゴリ
営業支援

 iPad 用に最適化

カテゴリ
営業支援

 iPad 用に最適化

概要
客先での作業内容、預かり資料を報告書として提示し、その場で署名をいただきま
す。署名後の報告書は編集制御機能により不用意に編集される事を防ぎます。自社に
戻ると同期ボタンひとつでサーバにアップデート。担当者ごと、客先ごとの集計時間
レポートなどもすぐに出せるようになります。

主な機能
• レポート（報告書）作成
• 得意先に署名をもらったら編集をロックする
• レポートの印刷
• レポート一覧表示
• 得意先登録
• 得意先の住所からGoogleマップをブラウザ表示
• 得意先のwebサイトのブラウザ表示
• 得意先のメールアドレスからメールクライアントを利用してのメール送信
• 得意先一覧表示
• アカウントの管理
• 自社情報登録

機能制限
• 得意先の追加と削除
• アカウント管理

 2   営業支援システム【Express】 1   見積発行・承認システム【Swing】

開 発 元
株式会社スプラッシュ

Tel 03-3530-4812　 URL http://www.splash.jp

顧客管理

営業支援

商品管理

機器管理

イベント

アンケート

電子カタログ

店舗レジ

医　療

教　育

カメラ

バーコード

GPS

その他

顧客管理

営業支援

商品管理

機器管理

イベント

アンケート

電子カタログ

店舗レジ

医　療

教　育

カメラ

バーコード

GPS

その他

概要
見積書の作成・承認依頼から、承認者による承認作業、見積発行までのワークフロー
を、iPadを利用して外出先でスムーズに行える営業支援システムです。
社内の販売管理システムとの同期・連携により、最新の商品単価や在庫情報も取得で
き、顧客のニーズに柔軟に対応できます。
主な機能
iPadで見積作成、その場で送信。見積をオンラインで承認
1. iPadで、最新の在庫情報等の確認＆見積書作成
2. 見積承認依頼時、承認者へのメール自動通知機能
3. iPadで、外出先から承認者による承認／非承認処理
4. 承認済の見積書の、印刷・PDF保存・メール送付
5. 外出先からお客様先への見積書FAX送付※
※インターネットFAXのサービス（電子メールを利用して、お客様先へFAXの送付ができるサービス）
　ご契約の場合

6. 非承認の見積に対する、印刷・PDF保存・メール送付の制限機能
その他
7. 顧客毎の商品単価・掛率設定
8. 基幹システムとの連携による、データの一元管理 [オプション]

9. 売上履歴、便別・県別売上日報、欠品予報等の集計表 [オプション]

10.  Menu：承認済見積件数、未承認見積件数（決済権限者のみ）をボタン横に表示
 [ver.1.2から追加]

機能制限
• 見積書の作成は10件まで。
• 見積書の明細は5件まで。
• 在庫管理・在庫有無機能を制限。

開 発 元
株式会社ジェネコム

Tel 03-3235-4680　 URL http://www.genecom.co.jp
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 3   グループウェア【ScheduleGO】v3.0  4   訪問記録システム【Visit History】

開 発 元
有限会社グローブネットシステム

Tel 0952-28-3072　 URL http://www.globenet.jp

顧客管理

営業支援

カテゴリ
営業支援
機能
GPS

 iPhone 用に最適化

カテゴリ
営業支援
機能
GPS

 iPhone 用に最適化

概要
ScheduleGO（Yes!営業支援システム）はiPhoneで使えるシンプルなグループウェ
アです。

主な機能
iPhone上で登録したアドレス帳やスケジュールのデータを必要な時だけサーバーと
同期することができるので、軽い動作でネットに繋がらない場所でも利用が可能です。
従来のグループウェアと異なり、FileMakerをベースに作成されているため社内シス
テムとの連動やカスタマイズに柔軟に対応することが可能です。

機能制限
PC上のデータとの同期機能、ユーザー追加登録機能。

ア設定」は使いやすいように自由に設定下さい。
例えば地図を片手に営業されている方であれば、地図のページ番号などをエリアとし
て設定して下さい。
またお客様の目印として地図にマーキングされているのであれば、その部分を写真と
して収めておくことで、雨などで地図が万が一濡れてしまった際でも安心です。
画面レイアウトは iPhone 5 以降でのご利用に最適化しております。

主な機能
1. 顧客訪問記録（新規登録／編集／削除）
・位置情報取得
・位置情報から地図表示（ネットワーク環境が必要です）
・最大4枚までの写真撮影

2. エリア設定（新規登録／編集／削除）
3. 担当者設定（新規登録／編集／削除）

機能制限
• ログ（訪問記録）登録件数：50件
• iPhone でのみ利用可能

開 発 元
株式会社イエスウィキャン

Tel 03-3797-3921　 URL http://ywc.com/yes/support.html

商品管理

機器管理

イベント

アンケート

電子カタログ

店舗レジ

医　療

教　育

カメラ

バーコード

GPS

その他

顧客管理

営業支援

商品管理

機器管理

イベント

アンケート

電子カタログ

店舗レジ

医　療

教　育

カメラ

バーコード

GPS

その他

概要
本ソリューションは「あったらいいな」という思い
から開発を行い、営業をされている方をはじめ、
それ以外の方にも幅広くお使いいただける顧客管理
ソリューションです。
機能はいたってシンプル。
例えばお客様宅などを訪問した際の情報を登録し、
あとで見たり、編集したりするだけです。
本ソリューションの設定メニューの中にある「エリ

9
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 5   販売会社向け日報管理システム【セールス名人】
顧客管理

営業支援

開 発 元
トップオフィスシステム株式会社

Tel 06-6447-0855　 URL http://www.topoffice.co.jp

商品管理

機器管理

イベント

アンケート

電子カタログ

店舗レジ

医　療

教　育

カメラ

バーコード

GPS

その他

顧客管理

営業支援

商品管理

機器管理

イベント

アンケート

電子カタログ

店舗レジ

医　療

教　育

カメラ

バーコード

GPS

その他

カテゴリ
顧客管理

 iPad 用に最適化

概要
セールス名人は簡単に作れる日報管理システムです。
最近では訪問する履歴はもちろん、電話対応やメール対応の履歴を残すことで顧客に
対する対応履歴として管理することが必要不可欠です。
訪問や対応した顧客とのやりとりを入力するだけで日報が作成され、帰社後の日報作
成業務をなくすことができます。
このシステムを応用して、クレームや電話応対管理・病院内での応対履歴・ミーティ
ングでの打合せ履歴など幅広い活用が期待できます。

主な機能
• 顧客管理機能
• 訪問履歴・対応履歴管理機能
• 案件管理機能
• 日報メール送信機能

機能制限
• 新規顧客登録：3件
• ネットワーク共有はできません
• ご利用はiPadのみでご利用可能です

お試しいただく際には、初期設定より各項目の書き換えをしていただくことで自社で
のご利用が簡単にできます。

カテゴリ
顧客管理

 iPad 用に最適化

概要
店舗や訪問営業で利用いただける、顧客管理／販売支援ソリューションです。
顧客管理では対応履歴を登録でき、問合せや電話応対、打合せ内容の管理などに活用
可能です。
商品マスターに登録した商品を選択する事で簡単に見積書を作成する事ができます。

主な機能
【顧客管理】

• 顧客情報の新規登録／編集／検索／一覧表示
• Web接続時に郵便番号から住所入力
• Web接続時に住所から地図表示
• 顧客対応登録（対応履歴表示）
• 見積作成（見積履歴表示）

【見積管理】
• 新規作成／編集／検索／一覧表示
• 商品マスターより選択
• 見積書／提案書のメール送信（PDF）

【商品管理】
• 新規登録／編集／検索／一覧表示
• 商品画像登録（3点）
• バーコード読み取りによる商品番号登録

機能制限
• レコード数：30件まで
• FileMaker Go 14対応
• iPadのみ

 6   顧客管理／販売支援システム
 【Tools 4 Sales 2015】

開 発 元
株式会社ジュッポーワークス

Tel 0120-108-154　 URL http://www.juppo.co.jp
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顧客管理

営業支援

商品管理

機器管理

イベント

アンケート

電子カタログ

店舗レジ

医　療

教　育

カメラ

バーコード

GPS

その他

顧客管理

営業支援

商品管理

機器管理

イベント

アンケート

電子カタログ

店舗レジ

医　療

教　育

カメラ

バーコード

GPS

その他

 7   レンタカー受付支援システム
     【RentalCheck Maker】

開 発 元
株式会社フォーエバー

Tel 099-821-7800　 URL http://www.forever.co.jp

カテゴリ
顧客管理／商品管理

機能
カメラ

 iPad 用に最適化

概要
「RentalCheck Maker」はiPadを使って、レンタカー受付業務で使用する貸渡証を
作成するシステムです。
必要事項はできる限り選択式にするなど入力を簡素化し、お客様・店舗スタッフの手
間を省く事ができます。
また、iPadのカメラを使って車両の外装の状態を正確に記録できるなど、デジタルな
らではのメリットを体験することができます。
主な機能
【貸渡証管理】
レンタカーの貸渡証を作成します。iPadのカメラ
を使って車両の外装の状態を記録したり、お客様
の署名を直接iPadでいただくこともできます。作
成した貸渡証はPDFにしてメールで送信すること
ができます。

【顧客管理】
顧客情報の一覧表示、詳細情報の表示、編集を行
うことができます。貸渡証作成の際に、顧客情報
を参照して自動入力が行えます。

【車両管理】
車両情報の一覧表示、詳細情報の表示、編集を行
うことができます。車両の写真を iPadのカメラ
で撮影して登録することができます。

【スタッフ管理】
スタッフ情報の一覧表示、詳細情報の表示、編集
を行うことができます。スタッフの写真をiPadの
カメラで撮影して登録することができます。

【店舗管理】
店舗情報を登録することができます。貸渡証に店
舗情報、ロゴを載せることができます。

機能制限
• iPadでの動作のみ
• 貸渡証の登録数が10件まで
• 顧客マスタの登録数が5件まで

• 車両マスタの登録数が5件まで
• 各情報の検索機能なし

カテゴリ
顧客管理／店舗レジ

機能
カメラ

 iPad 用に最適化

概要
「SalonManager」は美容室などでご利用いただける顧客管理・売上管理ソリュー
ションです。
簡易的な売上集計機能・精算機能があります。
サンプルデータとして、顧客情報・担当者情報・メニュー商品情報・消費税情報を登
録しておりますので、ダウンロード後すぐにお試しいただくことが可能です。
※サンプルデータとして登録しているメニュー商品情報は、実在する美容室から許可をいただいた上で登録
しております。

主な機能
【メインメニュー機能】

• お客様受付…新たにお越しになられたお客様を登録します。
• 未精算分確認…受付済で精算が終わっていない情報の表示、編集、精算処理、削除が行えます。
• 精算分確認…精算済の情報の表示、削除が行えます。※精算済の場合、情報の編集はできません。
• 売上集計…指定月の売上金額・担当者別売上金額を確認できます。

【設定メニュー機能】
• 店舗情報登録/編集/閲覧
• 担当者情報登録/編集/閲覧/削除
• 顧客登録/編集/閲覧/削除
• メニュー商品登録/編集/閲覧/削除
• 消費税登録/編集/閲覧/削除

機能制限
• 受付登録可能数：20件

 8   美容室向けシステム 【Salon Manager】

開 発 元
有限会社グローブネットシステム

Tel 0952-28-3072　 URL http://www.globenet.jp
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顧客管理

営業支援

商品管理

機器管理

イベント

アンケート

電子カタログ

店舗レジ

医　療

教　育

カメラ

バーコード

GPS

その他

顧客管理

営業支援

商品管理

機器管理

イベント

アンケート

電子カタログ

店舗レジ

医　療

教　育

カメラ

バーコード

GPS

その他

 9   POSレジシステム【miXRas】

カテゴリ
店舗レジ／電子カタログ

 iPad 用に最適化

カテゴリ
店舗レジ／電子カタログ

機能
カメラ／バーコード

 iPad 用に最適化
 iPhone 用に最適化

概要
「COFFEE NAVI (お好み豆診断)」は「ORDER NAVI」シリーズのバリエーションの
一つで、iPadでローストやフレーバーなどコーヒーに関する5つの特性を選択するこ
とで、お客様の好みにあったコーヒー豆を診断します。
お好み診断を通じて、お客様とのコミュニケーションをより活性化させる事ができます。

主な機能
診断用のパラメーターは商品の特性や、優先させたい商品等を加味することができ、
診断項目も自由に編集することが可能です。
これらの項目を活かして、店舗運営にピッタリのお店オリジナルのツールとしてご利
用いただく事が可能です。
この「COFFEE NAVI」はコーヒーだけでなく他の商品にも応用することができ、
「ORDER NAVI」として展開できます。

機能制限
• 店名変更ができません。
• 商品登録が8件までしかできません。

概要
「miXRas」飲食店向けのオーダリングPOSレジシステムです。
物販店での使用も可能です。
実際に導入の際には iOSデバイスの他、FileMaker Pro もしくは、
FileMaker Server が必要となります。

主な機能
• 注文受付（オーダリング）
• レジ会計機能（写真レジ、文字レジ）
• 商品登録（写真入り）
• 商品カテゴリ登録
• 在庫管理
• バーコード対応

• 売上、売上明細一覧
• 累積データ対応
• 各種集計表
• レシート印刷
• キャッシュドロアオープン

機能制限
• 売上（レジ）データは、1日分のみ保存
• 商品マスタは、30件迄登録可能
• iPod touch/iPhone では、レジ機能、売上一覧のみ動作可能
• レシートプリンタ、キャッシュドロアは使用不可
• バーコードは商品マスタで登録のみ
• 在庫管理無し

 10   お好み豆診断「COFFEE NAVI」（コーヒーナビ）

開 発 元
有限会社バンザイクリエイティブ

Tel 03-6277-8338　 URL http://www.ddddddd.cc/software/coffee-navi/

開 発 元
ネビュラ有限會社

Tel 053-478-4155　 URL http://www.nebula.co.jp
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顧客管理

営業支援

商品管理

機器管理

イベント

アンケート

電子カタログ

店舗レジ

医　療

教　育

カメラ

バーコード

GPS

その他

カテゴリ
電子カタログ

機能
カメラ

 iPad 用に最適化
 iPhone 用に最適化

カテゴリ
店舗レジ

機能
バーコード

 iPad 用に最適化

概要
多数の生産者さんが様々な商品を持ち寄ることにより産直市場は開催されますが、会計
システムを IT化していないと売上金の分配など、面倒な処理が手作業になります。
しかし、この産直レジシステムを利用すると、生産者の方は簡単に商品登録やバーコー
ド (値札)印字が行え、レジではバーコード連続入力、会計、レシート印字まで行えます。
生産者さえ集まればいつでもどこでも産直市場が開催でき、面倒な集計業務もワンタッ
チで行えます。
ファイルメーカーの手軽さと機動性をフルに活かしたレジシステムです。
商品登録はPCを使いタッチパネルを利用すると年配の方でも簡単に登録できます。
レジはiPadとバーコードスキャナを使うと効率的ですが、iOSのカメラ機能を使用する
ことも可能です。
商品登録用のPCをサーバーとし、レジ用iPadをクライアントとして利用すると運営が
スムーズです。
主な機能
【商品登録】

• 商品登録はトップメニュー「生産者の方」→
「生産者名選択画面」から登録されている自分
の氏名をプルダウンから選択し商品登録画面へ
移動します。

• 商品名、価格を入力しバーコード付きの値札
シールを印字します。

【レジ画面】
• スキャンはiOSのカメラ機能かバーコードスキャ
ナを切り替えます。

• バーコードスキャナを用いると連続スキャンが
できます。

• お預かり等の数字を入力するフィールドはiOS
キーボードではなくてレジ画面下部に配置され
ているテンキーを使用します。

【帳票】
• 生産者別の売上明細を印字します。
• 売上速報、生産者別売上速報を表示します。

【自動おしらせメール】
• 各生産者への売上速報や残数をお知らせする
メール機能があります。

【動作条件】
• Bluetooth バーコードリーダーがあれば連続スキャンができます。
• unitech社 ワイヤレスバーコードスキャナMS910

機能制限
• 商品登録は20点までです。
• レジは10件までです。

 12   マニュアル作成「Manualizer」 11   産直市場レジシステム

開 発 元
株式会社寿商会

Tel 03-6234-4125　 URL http://kotovuki.co.jp/manualizer/

開 発 元
エーアールシステム株式会社

Tel 087-887-3229　 URL http://www.arsystem.net/sanchoku/

顧客管理

営業支援

商品管理

機器管理

イベント

アンケート

電子カタログ

店舗レジ

医　療

教　育

カメラ

バーコード

GPS

その他

概要
これまでマニュアルや作業手順書をどのように作成してきましたか。
Manualizerなら、PowerPoint、Word、Excelなどを使うことなく、iPadで簡単に
マニュアル作成ができるので、デスクに戻ってPCで作業といった手間は必要ありま
せん。
Manualizerは、FileMakerで動作するソリューションです。マニュアルや手順書を
iPadで簡単に作成できます。また、iPadで撮影した写真をマニュアルに貼り付けた
り、写真の上に描画することもできます。作成したマニュアルはPDFに変換してメー
ルで送信してすぐにメンバーで共有することができます。描画機能としては、保存し
た画像にも追記したり、線の色や太さ、消しゴム機能、アンドゥ・リドゥなどドロー
アプリとしての基本機能を備えます。

主な機能
• カメラロールからの取り込み、

iOSカメラからの撮影
• 画像上への描画機能
• 8段階の太さから選べるペンツール、
消しゴムツール

• テキスト入力は、8段階のフォントサイ
ズ、8色のカラー、4段階の太さから選択

• 線の色は8色、線の太さは4段階から選択
• アンドゥ、リドゥ機能
• 保存後に追加して描画可能

• コントラスト調整
• トリミング機能
• ページ順序入れ替え
• ページ項目番号作成
• PDF作成、PDFカラー2パターン
• メールで送信

機能制限
• 同時接続数は1になっています。
• 作成できるマニュアルは2まで、各マニュアルは6手順まで。
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顧客管理

営業支援

商品管理

機器管理

イベント

アンケート

電子カタログ

店舗レジ

医　療

教　育

カメラ

バーコード

GPS

その他

カテゴリ
商品管理
機能
カメラ／バーコード

 iPhone 用に最適化

カテゴリ
電子カタログ

 iPad 用に最適化
 iPhone 用に最適化

概要
「Catalog Maker」はiPadやPCを使って、オリジナルの電子カタログが作成できる
システムです。
商品情報や画像の登録はもちろん、カテゴリの名称やアイコンの登録も可能です。
iPadのカメラ機能を使えば、画像登録も簡単に行えます。
登録した画像でスライドショーを流すことができ、同時にお知らせ等の文章も流すこ
とができます。
営業ツール、店内ディスプレイ、デジタルサイネージなど様々な用途に使えるシステ
ムです。
主な機能
【カテゴリ検索】

• カテゴリから商品を検索し、商品の詳細まで
閲覧できます。

【スライドショー】
• 登録されている画像をスライドショーとし
て流します。

• 予め登録されているお知らせ文章（お知ら
せ情報、広告など）も同時に流れます。

【マスタ管理】
• 店舗情報設定：会社・店舗などの名称、トップページの画像登録ができます。
• カテゴリ管理：オリジナルのカテゴリを自由に登録、設定できます。（名称とアイコンの登録が可能）
• 商品管理：商品名、所属カテゴリ、表示順、おすすめ設定、画像、概要、価格が登録できます。
• スライドショー設定：スライドショー内に表示する文章の設定や、文章の動き方、スライドショー
画像の設定ができます。

機能制限
• 商品の登録数が10個まで
• カテゴリの登録数が5個まで
• 管理画面のパスワードロック機能がありません

 14   検品作業ソリューション【qiw】 13   電子カタログ管理システム【Catalog Maker】

開 発 元
有限会社グローブネットシステム

Tel 0952-28-3072　 URL http://www.globenet.jp

開 発 元
株式会社フォーエバー

Tel 099-821-7800　 URL http://www.forever.co.jp

顧客管理

営業支援

商品管理

機器管理

イベント

アンケート

電子カタログ

店舗レジ

医　療

教　育

カメラ

バーコード

GPS

その他

概要
検品作業を行われている業種で、iPhone または iPod touch 
でお使いいただける、検品管理・商品管理・社員管理が行える
ソリューションです。
【qiw】はQuick Inspection Work（迅速な検品作業）の頭文
字です。

主な機能
各機能の詳細はサンプルソリューション内のインフォメーション画面をご覧下さい。
1.検品作業管理（検品入力／日毎の一覧表印刷、CSVメール送信）
2.商品マスタ
3.社員マスタ（社員コードバーコード一覧表印刷）
1. 検品作業管理について
検品作業を行う際は、予め入力を行う社員コードと、商品バーコード情報が必要です。
そのため、検品作業を行う前にまず商品マスタ及び社員マスタの情報をご確認いただくか、ご登録をお願い致します。
検品作業を保存すると、情報の編集はできません。削除は可能ですがその際はパスワードの入力が必要です。
パスワードは【1234】をご入力下さい。
保存されている検品情報は日毎に一覧表として印刷またはCSVファイルをメールで送信することができます。

2. 商品マスタについて
検品作業を行う際に必要な情報です。検品作業を行う際には商品バーコードで確認を行います。
3. 社員マスタについて
検品作業を行う際に必要な情報です。検品作業を行う際には社員コードで確認を行います。
一覧画面から、登録されている全社員のバーコード一覧表を印刷することが可能です。

4. その他
・本ソリューションは4インチ以上の画面サイズで最適化させており、タテに持ってお使いいただけます。4
インチ以下の画面サイズでもお使いいただくことも可能ですが、推奨は致しません。（弊社動作確認機種：
iPhone 5s / iPhone 6 / iPod touch 第五世代）
・登録されている検品作業の一覧表及び社員コード一覧表の印刷を行うには、AirPrint 対応プリンタが必要
です。
・AirPrint 対応プリンタをお持ちでない場合などは、印刷画面から「PDF」を選択するとPDFファイルをメー
ルで送信したり、FileMaker Go 14 アプリ内に保存することも可能です。

機能制限：以下の機能制限を設定しております。
• iPhone または iPod touch 以外ではご利用いただけません。
• 検品作業で一度に登録できる商品数は5件までです。商品の重複チェックは行いません。
• 商品マスタ及び社員マスタに登録できる件数は10件までです。
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カテゴリ
商品管理／イベント

 iPad 用に最適化

概要
iPadを使って棚卸し業務を効率よく実施するためのツールです。
既にお使いの基幹システムから在庫CSVデータを書き出し後、iPadに取り込んで行う
システムです。
iPad上に大きく配置した数字盤を使ってスピーディに実在庫数を入力し、瞬時に実在
庫数と基幹システム上の理論在庫数との差分を見分けることが可能です。
棚卸進捗確認、在庫差異時のポップアップ表示やエラー音、色分け表示など、ITなら
ではの使い方ができます。
主な機能

• 進捗確認表示（実施中、未実施、進捗率）
• 色分け表示（選択、在庫差異あり・なし、未実施）
• 在庫差異時のポップアップ表示、エラー音
• ロケーション（棚番）選択表示
• 実施中ロケーション（棚番）色分け表示
• 論理在庫及び実在庫との差異数確認画面
• 在庫差異一覧、未実施一覧の表示

機能制限
• 在庫データの取り込みはできません
• iPadを横にしての使用を想定しているため縦にした場合画面が一部見えない場合があります

 15   「在庫整備 ing」（CheckManシリーズ）

開 発 元
株式会社U-NEXUS

Tel 026-217-6037　 URL http://www.u-nexus.com

顧客管理

営業支援

商品管理

機器管理
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アンケート
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カメラ
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顧客管理
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医　療
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カメラ
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GPS
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 16   OSKモバイル棚卸

開 発 元
株式会社OSK

Tel 03-5610-1351　 URL http://www.kk-osk.co.jp

カテゴリ
商品管理

機能
バーコード

 iPhone 用に最適化

【線読】のバーコード連続読取機能に対応しておりますので、複数の商品のバーコー
ドをまとめて読み込むことができます。
※ 本アプリはDEMO版であり単独で動作しますが、カスタマイズによって基幹システムとの連携やロット管
理等にも対応可能です。

当ページからサンプルコード集（PDF）をダウンロードして印刷すれば、すぐにお試し
いただけます。

主な機能
• 一件ずつ棚卸
• まとめて棚卸
• 商品/倉庫/棚番マスタ登録
• 在庫数量登録
• 棚卸更新（在庫データを実地棚卸数量で更新します）
• 棚卸結果PDF出力

機能制限
• 商品登録数上限が10件に制限されています。
• 棚卸登録数上限が10件に制限されています。

概要
無償App Storeアプリ【線読】を利用した棚卸ア
プリです。
iPhone本体カメラを用いてバーコードを読み取
るので、iPhone本体だけで棚卸ができます。
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 18   バーコード商品検索システム【ItemMaster】 17   商品管理システム【StockGO】v3.1

開 発 元
株式会社寿商会

Tel 03-6234-4125　 URL http://kotovuki.co.jp

開 発 元
株式会社イエスウィキャン

Tel 03-3797-3921　 URL http://ywc.com/yes/inventory.html

カテゴリ
商品管理

機能
バーコード

 iPad 用に最適化
 iPhone 用に最適化

カテゴリ
商品管理

機能
バーコード

 iPhone 用に最適化

概要
StockGO（Yes!簡単棚卸システム）は、バーコード読み取り機能で商品バーコード
を読み取り、数値を入力するだけで簡単に棚卸や商品管理ができるシステムです。
ハンディターミナルに比べ安価に導入が可能で、カスタマイズにより、様々な環境に
対応することができます。すぐにご試用いただけるように、あらかじめマスタに登録
してある商品のバーコードサンプル付き。

主な機能
• 商品マスタ登録
• 実績入力（棚卸機能）
• 棚番登録
• バーコードサンプルのエクスポート

機能制限
• 棚卸しデータ登録は20件までに制限。
• アカウントの追加登録はできません。

概要
iPad、iPhone で商品情報の管理を行うソフトです。
Amazon のAPI と連携しているため、バーコードを読むだけで画像を含む商品情報
を取得でき、入力の手間を省けます。Bluetooth バーコードリーダーを接続したり、
カメラのない端末でもISBN やJAN などのコードを入力するだけでOK。商品の情報
は手入力にも対応しているので、Amazon では手に入らないニッチな商材でも心配
ありません。在庫数や金額を入力すれば、在庫状況をグラフで視覚的に確認すること
もできます。

主な機能
• 商品情報登録機能（250 個まで）
• バーコード読み取り機能

機能制限
• AmazonAPI からの商品情報取得機能
• 同時接続端末数：1まで
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 19   「点検整備 ing」（CheckManシリーズ）

カテゴリ
機器管理

機能
カメラ

 iPad 用に最適化

概要
iPadを使って点検業務に必要な情報を効率よく管理します。
点検項目と点検箇所の写真の紐付けや撮影した写真に手描きでコメント（オプショ
ン）を付すことができます。
点検終了後は、ワンボタンでシートの作成とメール送信を実行します。
さらに、収集したデータをサーバーと同期をとることができ、データ管理を一元化す
ることが可能です。

主な機能
• 写真撮影（オプション機能で写真への手描き）
• 進捗確認表示（未点検、点検中、点検終了）
• その他オブジェクト（動画、音声、手書き文字等）の保存
• 点検シートのメール送信

機能制限
• 新規点検レコード追加はできません
• 点検項目マスタの編集はできません

カテゴリ
機器管理

 iPad 用に最適化

概要
メンテナンス名人は、保守作業報告書作成システムです。
機器の修理や定期保守作業から駐車場やビル管理になどさまざまな場面の保守作業の
報告書をiPadで簡単に作成でき、ペーパーレス化とデータ化が図れます。
最小限の入力で作成が可能で、iPadで撮影した写真取り込みも簡単です。
完成した報告書は、PDFファイルに保存され、メール送信もできます。
社内外で簡単に情報共有でき、お客様の御用途に応じてカスタマイズしてお使いいた
だけます。

主な機能
• お客様基本情報
• 保守作業対象機種の管理
• 保守履歴の管理
• 保守作業報告書作成及びメール送信機能
• お客様の署名入力機能
• 保守に関する写真の取り込み

機能制限
• 顧客の新規登録件数：3件

 20   保守作業報告書システム【メンテナンス名人】

開 発 元
トップオフィスシステム株式会社

Tel 06-6447-0855　 URL http://www.topoffice.co.jp

開 発 元
株式会社U-NEXUS

Tel 026-217-6037　 URL http://www.u-nexus.com
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カテゴリ
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 iPad 用に最適化
 iPhone 用に最適化

カテゴリ
機器管理

機能
カメラ

 iPad 用に最適化

概要
いつでも、どこでも、アンケート "enQui"。
アンケートの設問・選択肢の自由設定で、様々な状況で使用可能な電子アンケートシ
ステムです。
iPad、iPhone を利用した簡単操作でアンケートを手軽に収集できます。
アンケート結果をサーバ（PC）と同期することにより一元管理が行え、分析等に活
用できます。

主な機能
iPad、iPhone に対応で楽々アンケート収集

• iPad、iPhone でタップするだけの簡単回答で収集率アップ

アンケートの設問・選択肢を自由に設定
• 設問・選択肢の自由設定：単一回答／複数回答、必須の有無 等（必須の場合は次の設問に進め
なくなります）

• 選択肢の設問ジャンプ機能（例：「参加する」の場合→設問3へ、「参加しない」の場合→設問4へ）
• 選択肢のフリー入力設定（例：選択肢「その他」の場合、フリー入力欄を表示）
• 集計方法の自由設定：円グラフ／棒グラフ

回答結果を同期し、集計結果を素早くグラフ化
• iPad、iPhone のアンケート結果をServer（PC）に同期 [Demo版では制限]
• 回答結果を円グラフ、および棒グラフで設問毎に素早く集計
• 集計結果をPDF保存

機能制限
• 同期機能を制限。
• 新規設問を制限。

概要
機器の修理などを行われている業種でお使いいただける、顧客管理・機器管理・修理
管理が行えるソリューションです。

主な機能：以下の機能をご用意しております。

各機能の詳細はサンプルソリューション内のインフォメーション画面からご覧下さい。
• 顧客情報管理
• 機器情報管理
• 修理情報管理
• 自社情報管理
• 社員情報管理
修理情報を入力したあとは、作業完了報告書を印刷することも可能です。
※ iPad から印刷される場合は、AirPrint 対応プリンタが必要です。
※ iPad から印刷される場合は、PDFファイルのメール送信、FileMaker Go 14 アプリ内へ保存することも
できます。

本ソリューションは FileMaker Server 14 または FileMaker Pro 14 でホストし、
お試しいただくことも可能です。

機能制限：以下の機能制限を設定しております。
• 顧客情報、機器情報、修理情報、社員情報はそれぞれ5件まで登録できます。
• レコードのインポート、エクスポートはできません。
• その他、FileMaker Pro のメニュー項目を制限しています。
• カット＆ペーストなどのショートカットキー以外は無効にしています。
• WebDirect は利用できません。

 22   アンケートシステム 【enQui】（インキュイ） 21   保守管理ソリューション【Maintenance】

開 発 元
株式会社ジェネコム

Tel 03-3235-4680　 URL http://www.genecom.co.jp

開 発 元
有限会社グローブネットシステム

Tel 0952-28-3072　 URL http://www.globenet.jp
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カテゴリ
イベント

 iPad 用に最適化
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イベント
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 iPad 用に最適化
 iPhone 用に最適化

概要
参加者多数のイベント、セミナー受付ではITの活用が欠かせません。しかし、印刷
された参加者リストを使ったり、ノートパソコンやExcelを使った受付システムは
決してスマートではありません。できるだけスピーディーに、かつ人手も減らした
い・・・そんなときは参加者自らがクリックして受付が可能なこちらのソリューショ
ンはいかがでしょうか？

主な機能
姓・名の始めのカナ1文字ずつで検索し、該当した名前を選んでいくだけのシンプルな流れで
す。管理機能では当日新規受付や参加者一覧表示もできますので、会場での管理も容易です。

さらに、株式会社マジェスティックの誰簡® Webソリューション、ホスティングサービスと
組み合わせることにより、Webからの参加者受付、会員登録などのシステムをFileMaker
ベースでトータルに構築することができます。

機能制限
試用版のため、管理権限はありません。またレコード数が100を超えると検索機能が制限さ
れます。現在、サンプルレコードが含まれておりますので適宜レコード削除してください。

一覧表示と新規登録へのボタンがついた管理画面レイアウトに進むにはパスワード「1234」
を入力してください。こちらのパスワードは変更不可能です。

 24   イベント・セミナー受付システム
 【誰簡® Go EventReception】

 23   GPSマッピングシステム
【Yesマッピングシステム】V4.0

開 発 元
株式会社マジェスティック

Tel 03-5762-7156　 URL http://www.majestic.co.jp

開 発 元
株式会社イエスウィキャン

Tel 03-3797-3921　 URL http://ywc.com/yes/mapping.html

サーバーに直接アクセスしてタイムリーな直接共有ができます。
（利用事例）

• 不動産物件や駐車場等の事前調査情報収集ツールとして
• 自動販売機設置のための地域戦略資料の作成ツールとして
• 水道局のマンホールデータ
•  政党の選挙ポスター掲載管理ツールとして

主な機能
1.写真撮影および撮影位置情報の取得。
2.撮影位置情報のマップへの表示
3.その他オブジェクト（動画、音声、手書き文字等）の保存
4.テキストデータの保存
5.上記データのメール送信
6. PCとの同期機能
7.サーバーを利用してのタイムリーな情報管理

機能制限
1.カテゴリ登録は 1つ　マップ登録は30まで。
2.カテゴリ削除はできません
3.サーバーとの同期はできません。
4.サンプルデータに登録されている位置情報や写真やその他の情報は、実際のデータとは異なります。
5.PINの色選択はできません。

その他 Google Maps のご利用等も含め、利用許諾条件をよくお読みいただいたうえでご利用ください。

概要
iPhoneやiPod touch、またはiPadに内蔵のカメ
ラで写真を撮影するだけで、位置情報から住所
データを取得しデータベース化して地図上に表示
します。
写真を撮るだけで、様々な情報を効率よく管理・
資料化が可能です。
また収集したデータをPCと同期を取ったり、
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カテゴリ
イベント

 iPad 用に最適化
 iPhone 用に最適化

概要
Beluga（ベルーガ）は、在宅医療を支える医療従事者を支援するためのツールです。
医療では患者の情報は慎重な取扱いを必要としますが、在宅医療の現場において情報
を閲覧しないわけにはいきません。迅速かつ、セキュアな状態で診療所の外でもそれ
を可能にすることが重要です。紙カルテの持ち歩きは、場所を取る、必要な情報を探
す手間がかかる、情報量が多過ぎるなどの問題を含んでいます。このツールは、現場
で必要な情報をすぐに閲覧できるように構築されました。紙カルテとの併用はもちろ
ん、電子カルテとの連携のカスタマイズも可能です。
主な機能
このデモソリューションは、医療従事者が訪問時にiPadで利用することを想定しています。
すでにスケジュールが組み込まれている往診予定を元に、当日の訪問リストを閲覧
し、訪問時に患者の詳細を確認し、訪問時の記録を残す事ができます。

ホーム画面：
その日の訪問予定また、医師の場合は担当のもの
のみを一覧表示します。サンプルデータが入って
いますので、こちらを元にご確認ください。

患者の詳細：
訪問レコードをタップすると、患者の詳細が表示で
きます。基本情報・訪問時の記録・訪問スケジュー
ル・地図を表示できます。
注:新規患者の追加、およびデータの編集はできません。

【迅速な情報確認】
簡単な検索で、即座に該当する患者情報にたどり
着くことを支援します。
また、訪問先地図を画面内にて確認できます。
住所にマンション部屋番号等が含まれており適切
な地図が表示されない場合は、本来のデータを修
正することなく、地図だけを表示させることも可
能です。

【迅速な情報連携】
事務所にて受けた電話の内容を、院外のスタッフに
メール連絡する際に、即座に患者情報を開けるリン
クテキストを追加します。
（デモファイルではご確認いただけません）
また診療情報提供書等、地域連携に必要な帳票を、
現地にて作成することも可能です。
（デモファイルではご確認いただけません）

【セキュアなデータ持出し】
ログイン認証を指定回数失敗すると、全データを消去します。（デモファイルではご確認いただけません）

機能制限
• 診療情報提供書等、地域連携に必要な帳票 はデモファイルではご確認いただけません
• セキュアなデータ持出しはデモファイルではご確認いただけません

概要
本ソリューションは、PC で iPad で iPhone でお使いいただける受付管理ソリュー
ションです。
FileMaker Pro 14 または FileMaker Server 14 で共有することで、ネットワークに
接続できる全てのデバイスで受付を行うことが可能です。
またイベントごとにデータを削除したり、ファイルをコピーする必要はありません。
「イベントマスタ管理」からイベント情報を登録し、参加者の方を登録する際にイベ
ント名を選択することで複数のイベントを管理することができます。
※ iPad は横向きでご使用ください。
※ iPhone は縦向きでご使用ください。画面サイズは4インチ以上に最適化しております。
※ サンプルデータとして、イベントマスタに1件、参加者リストに10件登録しています。必要に応じて編集、
削除を行って下さい。

※ サンプルデータの人物、メールアドレスおよびイベントなどのデータはすべて架空のもので、実在する人
物、メールアドレスおよびイベントとは一切関係ありません。

主な機能
• イベント受付
• 参加者管理（参加者の新規登録、編集、削除）
• 参加者リストExcel取り込み（所定のフォーマットのみ対応）
• イベントマスタ管理（イベントの新規登録、編集、削除）

機能制限：本ソリューションには、以下の制限がございます。
• イベントの種類に関わらず、参加者の方の登録数は最大50件までとなっております。
• 参加者リストExcel取り込み機能はご利用いただけません。
• WebDirectによるアクセスは許可しておりません。

 26   訪問診療支援システム【Beluga】 25   イベント受付システム【EventGate】

開 発 元
有限会社グローブネットシステム

Tel 0952-28-3072　 URL http://www.globenet.jp

開 発 元
株式会社スプラッシュ

Tel 03-3530-4812　 URL http://www.splash.jp
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概要
iPadを利用して、場所を選ばずに病床（ベッド）の管理・看護経過記録の作成が行え
る病床管理システムです。視覚的にわかりやすい画面表示やタッチパネルの簡単操作
により、ITに不慣れな方でも使用可能です。また、基幹システムとの連携により、最
新の患者情報・入院情報も取得でき、医師や看護師の間でスピーディーな情報共有が
可能です。

主な機能
空床状況を視覚で瞬時に把握。簡単操作の入退院処理

• 指定期間でベッドの空き状況を検索。空き状況は期間毎に一覧表示で視覚化、空床を見逃しません
• 入院予約、入院・退院・転出・転棟処理は、フロアマップを直接タップする等、直感的なイン
ターフェースで簡単に操作可能

• 病床の状態（空床・在床・予約等）によって色の変化をつけ、視覚的にわかりやすく把握可能

看護経過を写真や動画で記録
• 病院内でiPadを利用し、その場で写真や動画付きの看護経過記録を作成
• 患者の氏名・診療科・担当医・アレルギー等の情報を指定し、入院患者の検索が可能

その他
• 平均在院日数、病床稼働率などの病床情報の集計
•  病床状況、看護記録、その他病棟ごとの申送り事項等の情報共有
•  基幹システム（電子カルテ等）から患者情報・入院情報を取得 [オプション]

機能制限
• 新たなフロアマップの作成
• データ連動
• Admin権限

概要
製品ごとの品質検査項目に沿って検査作業を実施し、検査結果報告書を作成します。
生産側からの検査依頼を受け、管理者による検査実施計画立案から検査実施結果の管
理を行います。
検査項目と検査対象物の試験結果の用紙や写真などのドキュメントを紐付けして保管
することができます。
検査終了後に、製品試験結果報告書を作成し、PDFファイルとして関係部署にメール
送信ができます。

主な機能
• 進捗確認表示（検査依頼、検査実施指示、検査実施、検査結果報告）
• 検査対象物の色彩などの写真の取り込み
（iPadのカメラを使用して、即時に写真の取り込みができます）

• 製品試験検査結果報告書の印刷

機能制限
• このサンプルソリューションでは、各種マスタの編集はできません。
• 画面レイアウトはiPad横向きに最適化しています。
• 縦向きでもご使用いただけますが、画面を適宜拡大・縮小して下さい。

 28   品質試験管理システム【Quick-M】 27   病床管理・看護経過記録システム【SPACE】

開 発 元
株式会社ジェネコム

Tel 03-3235-4680　 URL http://www.genecom.co.jp

開 発 元
株式会社 アイ・アンド・シー

Tel 054-202-1030　 URL http://www.iandc.co.jp/shizuoka/business/filemaker.html
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 iPhone 用に最適化

概要
電子カルテを導入していない透析施設における看護師・臨床工学技士の透析業務支
援を目的とし、透析関連業務をデータベース化することで、業務の効率化を図り、
ヒューマンエラーを低減します。

災害時透析カード作成、メール送信、リムーバルメディアへのCSV/PDFファイル出
力などの災害対策を備えています。

iPadを利用することで、ベッドサイドでの入力作業・患者教育が可能となり、フット
ケアの管理や患者様とのコミュニケーションが可能になります。

主な機能
• 患者管理・・・基本情報・透析条件・看護計画・履歴
• 各種マスタ・・・VA・原疾患・治療法・ダイアライザー・死因・透析液etc.

• 各種業務ファイル・・・透析サマリー・透析記録印刷・検査・血液検査
• 予定管理・・・検査・血液検査・カレンダー・ToDoリスト
• 各種一覧表・・・連絡先・準備薬・医材料・施設情報・ダイアライザー
• その他・・・災害対策・至適透析・文書管理・処方管理・紹介状管理・患者データ入出力

機能制限
• iPadのみのご利用となり、PCとの共有はできません。
• また一部の機能がご利用いただけません。

 29   透析業務支援システム【 dottoHD 】  30   新生児問診票システム

開 発 元
トップオフィスシステム株式会社

Tel 06-6447-0855　 URL http://www.topoffice.co.jp

開 発 元
株式会社ジュッポーワークス

Tel 0120-108-154　 URL http://www.juppo.co.jp

概要
新生児1ヶ月健診は、多いところでは、20人から30人の新生児を2～3時間で、問
診、計測、診察、育児相談までこなす、非常に濃密な外来業務である。すなわち、出
生時から退院までの早期新生児期の入院中の情報の把握を行い、かつ、退院後の児の
状況を母親から聴取し、短い診察時間で全身をくまなく診て、児の健康状態を把握
し、医療が必要な児には、適切な処置、手続きを行い、母親の育児不安にも答えなけ
ればならない。
そこでは、様々な情報が行き交うが、ほとんどの医療機関では、紙媒体もしくは口頭
での情報交換が主となっており、業務負荷の点のみならず、情報の有効利用の意味か
らも改善すべき点は多い。
新生児健診iPad問診票システムは、上記の問題点を解決するためのソリューションで
ある。

主な機能
• 外部システム（新生児管理ファイル）から健診予約情報を受け取り、当日の受診予定者一覧画
面を有し、患者を選択すると新生児健診の問診票が起動する。この一覧画面は、進捗管理機能
も有しており、「待機中」「問診中」「計測中」等の健診状況が色別に表示される。

• 母親による問診の内容は、母子手帳記載内容を網羅し、かつ、育児に関するQ&A機能も有して
いる。すなわち、新生児期から乳児期にかけて健診で受けることが多い約150個の質問とその
回答を自由に閲覧できる。さらに予防接種に関する質問および簡単な解説も用意している。

• 母親の問診が終わると、スタッフによる児の計測および各種記録入力画面となり、最後に、外
部システム（新生児管理ファイル）に結果を送信する機能を有する。

機能制限
• FileMaker Pro 14と連動して使用する事を想定しています。
• テーブル、レイアウト、スクリプト等の変更はできません。
• 起動時に、当日の10人分のデモ用予約患者が表示されます。10人分の試用が終われば、再起
動すると何度でも新たに10人分の試用が可能です。

• 外部システムとの連携はできません。
• 問診結果の出力はできません。
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はじめての FileMaker Go 14 ガイド
iPad と iPhone で FileMaker Pro データベース
を利用するためのガイド
このガイドでは、FileMaker Go 14 を使用したことがないユーザを対
象に、基本操作の説明を行います。
下記の説明や画面ショットは iPad のものです。
* データベースを作成したり、修正したりするには、FileMaker Pro 14 または FileMaker Pro 14 Advanced が必要です。

1. FileMaker Go の起動
FileMaker Go のアイコンをタップし起動します。

[フォルダアイコン]  をタップし、
[起動センター]  に移動します。

[デバイス]  をタップし、ファイルの
一覧からダウンロードしたサンプルソ
リューションをタップして開きます。

［最近使った項目］
最近使ったファイルの一覧が表示されます。

 
［デバイス］
  端末に保存されているデータベースファイルの一覧が
表示されます。

［ホスト］
Wi-Fi 接続をしているときに、同じネットワーク内にある
コンピュータ上の共有ファイルを指定できます。

2. サンプルソリューションを開く
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3. 情報の閲覧

4. 情報の編集

リスト形式では、レコードを縦にスクロール
できます。
リスト形式では、レコードを縦にスクロール
できます。

ツールバーのスライダをドラッグするこ
とにより、素早くレコード間を移動する
ことができます。

フィールド（情報が保存されている場所） 
をタップするとキーボードが表示されま
す。入力後、フィールドの外側をタップす
ると変更内容が保存されます。

フォーム形式では、２本指でスワイプし、
レコード間を移動できます。

ツールバーを表示するには、3本指で下方へ
スワイプします。
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6. 情報の並び替え

5. 情報の検索 7. その他の操作
[検索アイコン]  をタップし、[クイック
検索]  をタップします。
検索テキストボックスに単語を入力し、
[検索] をタップします。

キーチェーンの管理
[メニューアイコン ] をタップし、 
メニューを表示します。
[キーチェーンの管理] をタップします。

ウィンドウ切り替え
ウィンドウ名をタップすると現在開いて
いるファイルをスワイプで移動できます。

[ソートアイコン]  をタップし、[フィー
ルドを選択]をタップします。ソート対象
フィールドを全てチェックします。必要
に応じて[昇順]、[降順]および[値一覧]か
ら並び替えを指定します。



FileMaker Go 14 for iPad & iPhoneをダウンロード

FileMaker Go 14の新機能
FileMaker Go 14は、iPadおよびiPhoneでFileMakerソリューションを実行する
無料アプリの最新版です。

 NEW! FileMaker Go 14
速いデータ入力、多くのiOS機能、より強固なセキュリティ

FileMaker Go 14 for iPad & iPhoneは、
App Storeから無料でダウンロードできます。

モバイルブラウザに対応
モバイルタブレットを使用して、Web ブラウザから 
FileMaker デスクトップソリューションを利用できる
ようになりました。FileMaker WebDirect でモバイル
タブレットがサポートされたことで、外出中でもビジネ
スデータを管理、共有しやすくなりました。

起動センター
ソリューションが一目瞭然
新しい起動センターでは、すべての FileMaker ソリューションが見やすく整
理され、必要なソリューションをすぐに見つけることができます。見栄えのす
るアイコンが 29 種類も用意されており、自由に選んで起動センターに表示す
る自分のソリューションに指定できます。または、カスタムアイコンでご自身
のデザインを作成することもできます。

ビデオとオーディオの再生コントロール
ビデオをオブジェクトフィールドでもフルスクリーンでも再生できます。また、ビデオの再生中
でもレイアウトを操作できます。新しいスクリプトで、ビデオまたはオーディオの再生を開始 / 
停止するポイントを自動化できます。これは、複数のユーザーに特定の章やセクションを同時に
表示するようなトレーニングに適しています。

新しいデザインのツールバー
FileMaker WebDirect のツールバーが全体的に再設計され、今日のニーズを満たすよ
うな外観に大きく変わりました。直感的なデザインにより、一番使う機能がすぐ手元に
表示されます。FileMaker WebDirect のツールバーは、モバイルデバイス向けにも最
適化され、どんなコンピュータでも使いやすく、機能が新たに大きく改善されました。
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位置情報の取得

署名キャプチャ機能の強化
署名キャプチャ画面を縦方向にも横方向にも表示できます。スクリプトを使用すれば、下記の詳
細情報も追加できます。

機能：バーコードのスキャン（読み込み可能なバーコード）

•  コード 39

•  コード 93

•  コード 128

•  Codabar

•  EAN-8

•  EAN-13

•  EAN/UPC コンポジット
•  GS1 2桁アドオン
•  GS1 5桁アドオン
•  GS1 データバー拡張

•  GS1 データバー (RSS)

•  ITF-14

•  ISBN-10 (EAN-13)

•  ISBN-13 (EAN-13)

•  QRコード
•  UPC-A

•  UPC-E

•  LocationValues 関数 と Location 関数
を利用することにより、GPS、携帯ネッ
トワーク、または Wi-Fi から得られる位
置情報を利用する事ができます。

• 取得した位置情報はデータベースに保存
したり、Web ビューアを利用して地図上
に表示したりすることができます。

• 敬称
• 説明テキスト
• 署名行の下のテキスト

iOSキーボードタイプ
• 新しいキーボードタイプには、ASCII、URL、電子メール、テンキー、数値キー
パッド、数字と句読点、電話番号が含まれています。

• FileMaker Pro 14でキーボードを指定し、FileMaker Go 14で使用します。
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ユニバーサルアプリ
• FileMaker Go for iPad および  FileMaker Go for 

iPhoneは、ひとつのユニバーサルアプリに統合され、
FileMaker Go 14 for iPad & iPhone になりました。

• FileMaker Go 14 を1回ダウンロードするだけで、
iPad、iPad mini、iPhone、iPod touch にインストールで
きます。使用するデバイスには iOS 8.1以降 が必要です。

データの暗号化
• ネットワーク上やWeb上のデータを暗号化するだけで
なく、データがデバイス上にある間、またFileMaker 
Server 14でホストされている間も暗号化します。AES 
256ビットの暗号化によって、ファイルやデバイスが自分
でコントロールできない場所にあっても、データのセキュ
リティを確実に保護できます。

暗号化状態のインジケータ
• FileMaker Serverでホストされているファイルにアクセ
スする場合に、暗号化状態を確認します。

スワイプジェスチャー
• 指1本のスワイプジェスチャーで、スライドコントロールで
パネルを変更します。

• 指2本のスワイプジェスチャーで、レコードを変更します。

スライドコントロール
• タブコントロールと同様に、新しいスライドコントロールを使用すればフォームに
複数のスライドパネルを追加でき、変更可能なコンテンツ領域を作成できます。

• FileMaker Pro 14でスライドコントロールを実装し、FileMaker Go 14で使用し
ます。

アニメーションのサポート
新しいスワイプジェスチャーは、レコードを変更する場合、もしくは次の
パネルにスライドする際に、視覚的にスムーズに切り替わるアニメーションを
サポートします。 注：FileMaker Server 14でホストされるソリューションへの接続には、

　　 "同時接続"（別売）をご利用ください。

スワイプジェスチャー
• 指1本のスワイプジェスチャーで、スライドコントロールで
パネルを変更します。

• 指2本のスワイプジェスチャーで、レコードを変更します。

アニメーションのサポート
新しいスワイプジェスチャーは、レコードを変更する場合、もしくは次の
パネルにスライドする際に、視覚的にスムーズに切り替わるアニメーションを
サポートします。
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外出先でもっとたくさんのことを

青果市場の仲卸業が FileMaker Go for iPad 
を使って手作業だった伝票業務を合理化し、
大幅なコスト削減で ROI 260% を達成
青果の仲卸業務は時間との勝負。iPadを
使って誰でもすぐに入力できる伝票入力シス
テムの実現は夢のようです。相談してから
わずか1週間後に、FileMaker で作られた 
iPadの画面に触ってみて、これだったら大
丈夫だと確信できました。
― 丸友青果株式会社　取締役　北形 典子 氏

FileMaker Go 14サンプルファイルを今すぐチェック

http://fmgo.jp

FileMaker Go
 for iPad & iPhone

iPad および iPhone 向け
データベースアプリのベストセラー

 FileMaker 導入事例  注目のカスタマ・ストーリーはこちら（動画あり）
 http://www.filemaker.com/jp/solutions/customers/
 （導入事例随時募集中。導入事例をお聞かせいただける方は filemaker_japan_pr@filemaker.comまでご連絡下さい）

ⓒ 2015 FileMaker, Inc. All Rights Reserved. FileMaker 及びファイルメーカーは、FileMaker, Inc. の米国及びその他の国々に
おける登録商標です。ファイルフォルダロゴは、FileMaker, Inc. の商標です。 その他のすべての商標は該当する所有者の財産です。

カタログNo. 15002A

An Apple Subsidiary

お問い合わせ先
ファイルメーカー株式会社 
法人営業部 受付時間： 10：00～17：30（祝日を除く月曜日から金曜日）

FileMaker Goについて http://www.filemaker.com/jp/products/filemaker-go/

FileMaker Proについて http://www.filemaker.com/jp/products/filemaker-pro/


