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1. ユーザー登録について 

『千手観音』をご使用になるには、ユーザー登録が必要となります。 

※ 携帯版で既に登録済みの方は登録の必要はありません。 

以下は登録方法です。 

① PC 版【千手観音.com】画面  

ⅰ) PC 版［千手観音.com］のページを開きます。 

・ URL からアクセスする 

http://www.senjukannon.com/archives/2006/06/pccom.h

tml 

 

ⅱ) 右側のメニューから[ユーザー登録]をクリックして 

ください。 

② ユーザー登録画面  

ⅰ) 登録画面が表示されましたら、あなたのことを 

［千手観音さま］に伝えてください。 

 

《必須入力項目》 

・貴社名(フリガナ) 

∟ 今後の参考にさせていただきます。 

・業種 

∟ 今後の参考にさせていただきます。 

・御氏名(フリガナ) 

∟ 認証に使用します 

・郵便番号 

∟ 認証に使用します 

・都道府県 

∟ 認証に使用します 

・Eメールアドレス 

∟ パスワードを送信します 

・アンケート 

∟ 今後の参考にさせていただきます。 

 

※ 注意 

・半角カタカナはご使用できません。 

・郵便番号、電話番号、FAX 番号は半角数字で 

入力してください。 

・郵便番号、電話番号、FAX 番号は半角ハイフン(-)で 

区切ってください。 

http://www.senjukannon.com/archives/2006/06/pccom.html
http://www.senjukannon.com/archives/2006/06/pccom.html
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③ ユーザー登録確認画面 

 

 

ⅰ) 入力情報を確認して、間違いが無ければ 

[送信する]をクリックしてください。 

 

ⅱ) 入力情報を修正する場合は、[前画面に戻る]を 

  クリックしてください。 
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④ ユーザー登録申請完了画面 

 

 

ⅰ) ③で登録情報を送信すると、左のような画面が表示

されます。 

 

※ ユーザーID とパスワードはご入力していただいた

E-Mail アドレスに折り返し送信されますので、 

しばらくお待ちください。 

 

ⅱ) [登録ページを閉じる]をクリックして 

  ページを閉じてください。 

 

 

☆ 個人情報の取扱いについて (セキュリティポリシー) 
 

1. 法令及びその他の規範の遵守 

ヒトエキスプレス株式会社（以下、当社言う）は、当社のサービスをご利用になる皆様のプライバシー及び個人情報の保護にあた

り、適用される法令及びその他の規範を遵守いたします。  

2. 個人情報の取得・利用 

当社は、ご利用者から個人情報をご提供いただくときは、提供サービスごとにその利用目的をあらかじめ明示し、適正な方法で取

得します。ご提供いただいた個人情報は、明示した利用目的の範囲で利用します。 

3. 個人情報の提供 

当社は、ご利用者からご提供いただきました個人情報を第三者に開示又は提供いたしません。ただし、法令に基づく場合など、正

当な理由がある場合を除きます。 

4. 個人参加・公開 

当社は、保有する個人情報を正確かつ最新の内容に保ちます。また、ご利用者本人から、当社が保有する個人情報の開示、訂正又

は削除を求められたときは、ご本人確認後、速やかにこれに応じます。ただし、法令等により、個人情報の保存期間が定められて

いるときは、保存期間の経過後に削除します。 

5. 安全管理対策 

当社は、収集した個人情報に対し、不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏えい等の予防並びに是正措置を講じ、厳正な管理の

下で安全に蓄積・保管します。  

6.継続的改善 

当社の個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムは、従業員及び業務委託先に対して周知徹底するとともに、継続的に

見直し改善を行います。 

本件に関するお問い合わせは【 info@senjukannon.com 】までお願いします。 

 

 

 

 

mailto:info@senjukannon.com
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2. ポータルページについて 

ユーザー登録が完了しますと、登録完了のメールが届きます。 

ユーザー登録が済みましたら、いよいよ『千手観音』をご使用になる準備完了となります。 

 

① PC 版【千手観音.com】画面  

ⅰ) PC 版［千手観音.com］のページを開きます。 

・ URL からアクセスする 

http://www.senjukannon.com/archives/2006/06/pccom.h

tml 

 

ⅱ) 左側のページから［千手観音さま］に手伝ってほしい 

項目をクリックしてください。 

 

 

http://www.senjukannon.com/archives/2006/06/pccom.html
http://www.senjukannon.com/archives/2006/06/pccom.html
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3. Xpress ポイントについて 

虎の巻登録など、［千手観音さま］に情報を提供していただいた方には、登録情報 1件に対して

Xpress ポイントがつきます。 

また、その情報を利用した人からの評価によってもポイントは加算、減算されて変動します。 

 

現在、Xpress ポイントの使用内容は企画中です。 

お楽しみに！ 

 

登録内容 Xpress ポイント 

虎の巻登録（ノウハウの登録） + 500pt 

おすすめ定食登録 + 100pt 

 

評価基準 Xpress ポイント 

拍手喝采 + 5pt 

役に立った + 3pt 

普通 + 1pt 

今一歩 - 3pt 

酷すぎる - 5pt 
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4-1．【勤怠登録】を行う 

 

現在、【勤怠登録】の内容はバージョンアップ中です。 

完成までには、しばらくお時間を頂きます。 
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4-2．【虎の巻登録】を行う 

① PC 版千手観音.com 作業選択画面 

 

 

ⅰ) 駅務サービスマンの巻、【虎の巻登録】の[開く]を 

クリックして虎の巻登録を開きます。 

 

② 虎の巻登録 TOP 画面  

ⅰ) 虎の巻登録 TOP 画面の[Enter]をクリックして 

ログイン画面へ移動します。 

 

※ 【虎の巻登録】とは、サービスマンが 

「この現象はこう直せばいい！」 

「この現象にはこう対処すると時間が短縮できる！」

などといった、日ごろの発見を仲間に伝え、 

それを互いに活用するための登録機能です。 

 

 

テクノエキスプレス株式会社 
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③ 虎の巻登録ログイン画面  

ⅰ) ログイン画面が開きましたら、あなたのユーザーID を

一番上のテキストエリアに入力します。 

 

ⅱ) 次に、メールでお知らせいたしましたパスワードを 

中央のテキストエリアに入力します。 

  

ⅲ) 最後にユーザー登録の際、あなたが登録された地域を

選択ボックスで選択しましたら、 

［次へ］をクリックしてください。 

④ 作業地域選択画面 

 

 

ⅰ) 選択ボックスをクリックして、作業を行った地域を 

  選択します。 

 

ⅱ) [次へ]をクリックしてください。 

 

 

テクノエキスプレス株式会社 
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⑤ 鉄道選択画面  

ⅰ) 選択ボックスをクリックして、作業を行った鉄道を 

選択します。 

 

ⅱ) [次へ]をクリックしてください。 

 

⑥ 線区選択画面 

 

 

ⅰ) 選択ボックスをクリックして、作業を行った線区を選

択します。 

 

ⅱ) [次へ]をクリックしてください。 

 

 

⑦ 駅名選択画面 

 

 

ⅰ) 選択ボックスをクリックしてトラブルの発生した駅名

を入力します。 

 

ⅱ) 該当する駅名が見つからない場合は 

[登録するボタンを]クリックして、 

⑧-a1 未登録駅連絡画面に移動します。 

 

ⅲ) [次へ]をクリックして、 

⑧-b メーカー、機種選択画面へ移動します。 

 

テクノエキスプレス株式会社 
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⑧-a1 未登録駅連絡画面 

 

 

ⅰ) 登録したい駅名を入力し、 

[送信]をクリックしてください。 

 

※ 送信者と線区名は自動で入力されます。 

⑧-a2 未登録駅連絡完了画面 

 

 

ⅰ) 完了画面が表示されるので、[前に戻る]をクリックして

  ⑦ 駅名選択画面に戻ります。 

 

テクノエキスプレス株式会社 
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⑧-b メーカー、機種選択画面  

ⅰ) 選択ボックスをクリックして、トラブルが起きた 

マシンのメーカーと機種を選択します。 

 

ⅱ) [次へ]をクリックしてください。 

 

⑨ 型式選択画面 

 

 

ⅰ) 選択ボックスをクリックして、トラブルが起きた 

マシンの型式を選択してください。 

 

ⅱ) 何号機でトラブルが起きたのかを入力してください。

 

ⅲ) [次へ]をクリックしてください。 

 

テクノエキスプレス株式会社 



資料 No.Senju-20110407-a 

ヒトエキスプレス株式会社 

 

⑩ エラーコード入力画面 

 

 

ⅰ) 表示されたエラーコード、現象の発生時刻、 

  現象の発生頻度を入力してください。 

 

※ エラーコードが分からない場合は 

空白でも検索できます。 

 

ⅱ) [次へ]をクリックしてください。 

 

⑩ 発生現象入力画面 

 

 

ⅰ) 選択ボックスをクリックして現象の種類を 

選択します。 

 

ⅱ) テキストエリアに発生した現象を詳しく入力します。

 

ⅲ) 解説用の画像があれば、[参照]ボタンをクリックして、

  添付したい画像を選択します。 

 

ⅳ) [次へ]をクリックしてください。 

 

 

テクノエキスプレス株式会社 
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⑩ 処置内容入力画面 

 

 

ⅰ) テキストエリアにトラブルの処置内容を入力します。

 

※ 注意 

   テキストエリアの文字入力に改行は使えません。 

 

ⅱ) 解説用の画像があれば、[参照]ボタンをクリックして、

  添付したい画像を選択します。 

 

ⅲ) [次へ]をクリックしてください。 

 

 

⑩ 原因入力画面 

 

 

ⅰ) テキストエリアにトラブルの原因を入力します。 

 

※ 注意 

   テキストエリアの文字入力に改行は使えません。 

 

ⅱ) 解説用の画像があれば、[参照]ボタンをクリックして、

  添付したい画像を選択します。 

 

ⅲ) [次へ]をクリックしてください。 

 

 

テクノエキスプレス株式会社 
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⑩-1 裏技入力画面 

 

⑩-2 書き込み確認画面 

 

 

ⅰ) テキストエリアに技術員のノウハウや裏技を 

入力します。 

 

※ 注意 

   テキストエリアの文字入力に改行は使えません。 

 

ⅱ) 解説用の画像があれば、[参照]ボタンをクリックして、

  添付したい画像を選択します。 

 

ⅲ) [次へ]をクリックすると、書き込みの確認画面が 

表示されますので[確認]をクリックしてください。 

 

 

テクノエキスプレス株式会社 
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⑩ 虎の巻入力内容確認画面 

 

 

ⅰ) 入力した虎の巻が表示されます。 

  虎の巻を修正する場合は、[虎の巻を修正]を 

クリックして、⑪ 虎の巻修正画面へ移動します。 

 

ⅱ) 間違いが無ければ、[虎の巻に登録]をクリックして 

  ⑫ 継続登録有無確認画面へ移動します。 

 

 

テクノエキスプレス株式会社 
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⑪ 虎の巻修正画面 

 

 

ⅰ) 虎の巻を修正して下さい。 

 

ⅱ) 修正が終わりましたら[編集内容確認]をクリックして

  ⑩ 虎の巻入力内容確認画面に戻ります。 

 

 

テクノエキスプレス株式会社 
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⑫ 継続登録有無確認画面 

 

 

ⅰ) 他にも【虎の巻】を登録する場合は 

[はい]をクリックして、⑤ 鉄道選択画面に戻ります。

 

ⅱ) 虎の巻登録を完了する場合は 

[いいえ]をクリックしてください。 

 

⑬ 虎の巻登録完了画面 

 

 

ⅰ) 虎の巻登録が完了し、Xpressポイントが加算されます。

 

※ 虎の巻登録など、［千手観音さま］に情報を 

提供していただいた方には、登録情報 1 件に対して

Xpress ポイントがつきます。 

また、その情報を利用した人からの評価によっても 

ポイントは加算、減算されて変動します。 

 

現在、Xpress ポイントの使用内容は企画中です。 

お楽しみに！ 

 

 

 

テクノエキスプレス株式会社
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4-3．【虎の巻検索】を行う 

① PC 版千手観音.com 作業選択画面 

 

 

ⅰ) 駅務サービスマンの巻、【虎の巻検索】の[開く]を 

クリックして虎の巻検索を開きます。 

 

② 虎の巻検索 TOP 画面  

ⅰ) 虎の巻検索 TOP 画面の[Enter]をクリックして 

ログイン画面へ移動します。 

 

※ 『千手観音』の機能追加は随時行われます。 

新しい機能が追加されているのを発見しましたら、 

機能の内容はメールマガジンでご確認ください。 

 

テクノエキスプレス株式会社 
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③ 製造元、機種選択画面  

ⅰ) ログイン画面が開きましたら、あなたのユーザーID を

一番上のテキストエリアに入力します。 

 

ⅱ) 次に、メールでお知らせいたしましたパスワードを 

中央のテキストエリアに入力します。 

 

ⅲ) 最後にユーザー登録の際、あなたが登録された地域を

選択ボックスで選択しましたら、 

［次へ］をクリックしてください。 

④ 検索条件選択画面 

 

 

ⅰ) 虎の巻を検索する方法を選択します。 

エラーコードから虎の巻を検索したい場合は、 

  選択ボックスをクリックして 

「エラーコードから探したい」を選びます。 

 

ⅱ) [次へ]をクリックすると、 

⑤-a メーカー、機種選択画面に移動します。 

 

ⅲ) 資料番号から虎の巻を検索したい場合は、選択ボック

スをクリックして「資料番号から探したい。」を選択し

ます。 

 

ⅳ) [次へ]をクリックすると、⑤-b 資料番号入力画面に 

  移動します。 

 

 

テクノエキスプレス株式会社 
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a.エラーコードから虎の巻を検索する場合。 

⑤-a メーカー、機種選択画面  

ⅰ) 上の選択ボックスをクリックして、 

検索したいマシンのメーカーを選択します。 

 

ⅱ) 下の選択ボックスをクリックして 

  検索したいマシンの機種を選択します。 

 

ⅲ) [次へ]をクリックしてください。 

 

※ 注意 

 選択しないまま次の画面へ進むと、入力中にエラー画面

が表示されますのでご注意ください。 

 

⑥-a 型式選択画面 

 

 

ⅰ) 選択ボックスをクリックして、 

検索したいマシンの型式を選択します。 

 

ⅱ) [次へ]をクリックしてください。 

 

※ 注意 

   選択しないまま次の画面へ進むと、入力中にエラー画面

が表示されますのでご注意ください。 

 

テクノエキスプレス株式会社 
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⑦-a 検索エラーコード入力画面 

 

 

ⅰ) 検索したいエラーコードを入力してください。 

 

※ エラーコードが分からない場合は 

空白でも検索できます。 

 

ⅱ) 選択ボックスをクリックして、 

表示基準を選んでください。 

 

 

⑧-a 虎の巻検索結果画面 

 

 

ⅰ) 検索条件に該当する虎の巻が表示されます。 

  閲覧したい虎の巻の現象をクリックください。 

    ⑨ 虎の巻詳細画面に移動します。 

 

ⅱ) 5 件以降の虎の巻を閲覧したい場合は、ページ下部の

ページ数をクリックしてください。 

 

 

テクノエキスプレス株式会社 
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b.資料番号から虎の巻を検索する場合。 

⑤-b 資料番号入力画面 

 

 

ⅰ) 閲覧したい虎の巻の資料番号を入力してください。 

  

ⅱ) 資料番号を入力しましたら、[検索]をクリックしてく

ださい。 

⑥-b 資料番号検索結果画面 

 

 

ⅰ) 検索した資料番号に該当する【虎の巻】が 

表示されます。 

[表示]をクリックすると、⑨ 虎の巻詳細画面に 

移動します。 
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⑨ 虎の巻詳細画面  

ⅰ) 選択した虎の巻の詳細が表示されます。 

虎の巻を印刷する場合は、[虎の巻を印刷]をクリック

して下さい。 

 

ⅱ) 「虎の巻を印刷しますか？」とメッセージが 

表示されるので[OK]をクリックしてください。 

 

印刷のウィンドウが開きますので、 

プリンターを選択して印刷してください。 

 

ⅲ) 虎の巻を閉じる場合は、[虎の巻をしまう]を 

クリックしてください。 

 

ⅳ) 「この虎の巻をしまってもよろしいですか？」と 

メッセージが表示されるので[OK]を 

クリックしてください。 

 

⑩ 虎の巻評価画面 

 

 

ⅰ) 閲覧した虎の巻を評価します。 

5 段階の評価から 1つを選んでください。 

 

ⅱ) [選択］をクリックしてください。 

 

テクノエキスプレス株式会社 
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⑪ 虎の巻評価完了画面 

 

 

ⅰ) 閲覧した虎の巻に評価ポイントが加算されます。 

 

※ ポイントの高い虎の巻は 

良い評価を受けている情報と［千手観音さま］が 

判断し、上位に表示されるようになります。 

 

ⅱ) 他の虎の巻を見る場合は、選択ボックスを 

クリックして、「次の虎の巻を見る」を 

選択してください。 

[選択]をクリックすると 

⑧-a 虎の巻検索結果表示画面に戻ります。 

 

ⅲ) 別現象の虎の巻を探す場合は、選択ボックスを 

クリックして、「別現象の虎の巻探す」を 

選択してください。 

[選択]をクリックすると、④ 検索条件選択画面に 

戻ります。 
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4-4．【おすすめ定食】を使用する 

 

現在、【おすすめ定食】の内容はバージョンアップ中です。 

完成までには、しばらくお時間を頂きます。 
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4-5．【情報 BOX】を使用する 

 

現在、【情報 BOX】の内容はバージョンアップ中です。 

完成までには、しばらくお時間を頂きます。 
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4-6．【経理の巻】を使用する 

 

現在、【経理の巻】の内容はバージョンアップ中です。 

完成までには、しばらくお時間を頂きます。 
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 サービスマン支援サイト・“頑張れ!!サービスマン!” 

http://www.nnindex.com/serviceman/  

 

 

 
［千手観音.com］（携帯用） 

http://www.senjukannon.com/m/ 

［千手観音.com］（パソコン用） 

http://www.senjukannon.com/ 
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