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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。 

以下は登録方法です。 

 

① Top 画面 

 

 

 

ⅰ) 携帯端末から［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/m/ 

・ QR コードからアクセスする 

 

※ 携帯端末のブラウザ機能から、URL を直接打ち込むか、

バーコードリーダーを起動して QR コードを読み取って

ください。 

(詳しくはご利用端末の説明書をご参照ください) 

 

ⅱ) Top ページの［入口］に選択を合わせ、携帯端末の決

定ボタンを押します。 

② 作業選択画面(１) 

 

 

 

ⅰ) 左のような画面が表示されたら、【ユーザー登録】に選

択を合わせ、携帯端末の決定ボタンを押してください。

 

※【千手観音と対話】はユーザー登録の後、使用できるよ

うになります。 

 

http://www.senjukannon.com/m/
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③ ユーザー登録画面 

 

  

 

ⅰ) 登録画面が表示されたら、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》 

・ご氏名(フリガナ) 

∟ 認証に使用します 

・お勤め先(フリガナ) 

∟ 今後の参考にさせていただきます。 

・業種、業種詳細 

∟ 今後の参考にさせていただきます。 

・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-Mail 

∟ 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。 

 

入力前 入力後 
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④ 登録内容確認画面 

 

 

ⅰ) ③で［登録］ボタンを押すと、確認画面が表示されま

す。お伝えいただいた内容が間違っていないか確認し

てください。 

 

ⅱ) もし誤入力があれば、携帯端末のブラウザ機能を使用

して前の画面に戻ってください。問題なければ、［送信

する］を選択した上、携帯端末の決定ボタンを押しま

す。 

 

※ 必須入力項目に入力漏れがあると、登録ができません。
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⑤ 登録情報送信完了画面 

 

 

ⅰ) ④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。 

 

ⅱ) 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。 

 

 

☆ 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 Top 画面 

 

 

 

ⅰ) 携帯端末から［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/m/ 

・ QR コードからアクセスする 

 

※ 携帯端末のブラウザ機能から、URL を直接打ち込むか、

バーコードリーダーを起動して QR コードを読み取って

ください。 

(詳しくはご利用端末の説明書をご参照ください) 

 

ⅱ) Top ページの［入口］に選択を合わせ、携帯端末の決

定ボタンを押します。 

 

② 作業選択画面(１) 

 

 

ⅰ) 左のような画面が表示されたら、【千手観音と対話】 

から[駅務機器]を選択します。 

[対話する]に選択を合わせて、携帯端末の決定ボタンを

押してください。 

 

 

 

 

http://www.senjukannon.com/m/
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③ ログイン画面 

 

 

ⅰ) ログインページが開きましたら、あなたのユーザーID

を［名前］欄に入力します。 

 

ⅱ) 次に、メールでお知らせいたしましたパスワードを

［Pass］欄に入力します。 

  

ⅲ) 最後に、ユーザー登録の際、あなたが登録された地域

を［地域］欄で選択しましたら、［ENTER］を選択し、

携帯端末の決定ボタンを押してください。 

 

※ 【千手観音】は、あなたがあなたであることを認証した

後、使用ができるようになっています。 

 

④ 作業選択画面(2) 

 

 

ⅰ) ログイン後、作業選択画面が表示されますので、 

［千手観音さま］に手伝ってほしい項目を選択し、 

携帯端末の決定ボタンを押してください。 
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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. 各機能について 

『千手観音』には幾つかの機能があります。 

ここでは、その使用方法を説明します。 

4-1．【勤怠登録】を行う 

① 作業選択画面(2) 

 

 

ⅰ) ポータルページより作業選択画面へ進み、【勤怠登録】

を選択し、携帯端末の決定ボタンを押してください。

 

※ 【勤怠登録】は勤務状況をその場ですぐに報告できる機

能です。移動中などの空き時間に手早く登録すること

が可能です。 

② 認証画面 

 

 

ⅰ) 【勤怠登録】の Top ページが開きましたら、あなたの

ユーザーID を［名前］欄に入力します。 

 

ⅱ) 次に、メールでお知らせいたしましたパスワードを

［Pass］欄に入力します。 

  

ⅲ) 後に、所属部署を［部署］欄で選択しましたら、

［ENTER］を選択し、携帯端末の決定ボタンを押してく

ださい。 

 

※ 【勤怠登録】は、あなたがあなたであることを認証した

後、行うことができるようになっています。 
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③ 作業時間登録画面 

 

 

ⅰ) 勤務時間や状況を登録したい日付を入力し、［送信］を

選択し、携帯端末の決定ボタンを押します。 

 

※ 注意 

・ 初期状態では画面を表示した日の日付が入るようになっ

ています。 

・［日付］は半角数字で入力してください。 

・ 未入力欄がひとつでもあると、注意の画面が開きます。

 

④ 勤務状況登録画面(1) 

 

 

ⅰ) 早退、遅刻、振替出勤、振替休日、有給休暇、欠勤、

非番等の届出が必要な場合は、［はい］を選択し、携

帯端末の決定ボタンを押します。 

  特になければ［いいえ］を選択して下さい。 

 

※ 勤務状況の登録のため、書類は別途提出してください。
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⑤ 勤務状況登録画面(2) 

 

 

ⅰ) 早退、遅刻、振替出勤、振替休日、有給

休暇、欠勤、非番の内、該当するチェッ

ク欄を選択し、携帯端末の決定ボタンを

押してください。 

 

ⅱ) 該当する項目を全てチェックした後、 

［選択］ボタンを選択し、携帯端末の決定

ボタンを押します。 

 

※ 注意 

・ 内容が矛盾する項目をチェックすることは

できません。 

・ 以前登録した情報を変更する場合は、確認

画面が表示されます。 

・ チェックしなかった場合は、届出がないも

のと認識します。 

 

矛盾した場合 

 

確認画面 
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⑥ 書類提出確認画面 

 

 

ⅰ) 指定書類の提出を促す画面が表示されましたら、

［はい］を選択し、携帯端末の決定ボタンを押し

てください。 

⑦ 作業時間登録画面 

 

 

ⅰ) 出勤時間と退出時間をそれぞれ入力します。 

   

ⅱ) 入力した時間は、職場により自動的に残業時間等

が集計されるため、正確にご入力してください。

 

ⅲ) 入力が終わりましたら、［送信］を選択し、携帯

端末の決定ボタンを押してください。 

 

※ 未入力欄がひとつでもあると、注意の画面が開き

ます。 
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⑧ 勤怠登録終了画面 

 

 

ⅰ) 勤務日、届出事項、作業時間の登録を行いました

ら、終了画面が表示されます。 

［終了］を選択し、携帯端末の決定ボタンを押す

と、［千手観音.com］ポータルページの 初に戻

ります。 

☆ 登録された勤怠情報について 

  登録された勤怠情報は、パソコン版『千手観音』の～経理の巻～と連携しますので、正確な情報を入力するよ

うにしてください。 

  また、各届出に対して指定書類がある場合は、必ずそちらも提出してください。 
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4-2．【虎の巻登録】を行う 

① 作業選択画面 

 

 

ⅰ) ポータルページより作業選択画面へ進み、 

【虎の巻登録】を選択し、携帯端末の決定ボタンを押

してください。 

 

※ 【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。 

 

③ 作業エリア選択、確認画面 

選択画面 

 

確認画面 

 

ⅰ) 【虎の巻登録】を行いたい内容を、どこの

場所で発見したかを選択します。 

作業を行った地域を選択した後、［次へ］

を選んでから、携帯端末の決定ボタンを押

してください。 

 

ⅱ) 選択後は確認画面が表示されます。内容が

正しければ［はい］を、修正したい場合は

［いいえ］を選択し、携帯端末の決定ボタ

ンを押してください。 

 

※ 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。 
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④ 鉄道会社選択、確認画面 

選択画面 

 

確認画面

 

ⅰ) 作業を行った鉄道会社を選択した後、 

［次へ］を選んでから、携帯端末の決定ボ

タンを押してください。 

 

ⅱ) 選択後は確認画面が表示されます。内容が

正しければ［はい］を、修正したい場合は

［いいえ］を選択し、携帯端末の決定ボタ

ンを押してください。 

 

※ 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。 

 

⑤ 線区選択、確認画面 

選択画面 

 

確認画面 

 

ⅰ) 作業を行った線区を選択した後、 

［次へ］を選んでから、携帯端末の決定ボ

タンを押してください。 

 

ⅱ) 選択後は確認画面が表示されます。内容が

正しければ［はい］を、修正したい場合は

［いいえ］を選択し、携帯端末の決定ボタ

ンを押してください。 

 

※ 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。 
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⑥ 駅名選択、確認画面 

選択画面 

 

確認画面 

 

ⅰ) 作業を行った駅を選択した後、 

［次へ］を選んでから、携帯端末の決定ボ

タンを押してください。 

 

ⅱ) 該当する駅が表示されない場合は、 

［連絡する］を選択し、携帯端末の決定ボ

タンを押してください。 

   →⑦へ 

 

ⅲ) 選択後は確認画面が表示されます。内容が

正しければ［はい］を、修正したい場合は

［いいえ］を選択し、携帯端末の決定ボタ

ンを押してください。 

 

 

⑦ 駅名送信画面 

入力画面 

 

送信画面 

 

ⅰ) 駅名が存在しなかったときは、こちらの画

面に線区と駅名を入力し、この情報がない

ことを［千手観音さま］にお知らせくださ

い。 

 

ⅱ) 入力した後、［送信］を選択し、携帯端末の

決定ボタンを押します。 

 

ⅲ) 送信画面が表示されましたら、［前に戻る］

ボタンを押してください。あなたから教えて

いただいた駅名が選択部分に追加されます

ので、引き続き⑥から操作を行ってくださ

い。 
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⑦ 駅名送信画面 

入力画面 

 

送信画面 

 

ⅰ) 駅名が存在しなかったときは、こちらの画

面に線区と駅名を入力し、この情報がない

ことを［千手観音さま］にお知らせくださ

い。 

 

ⅱ) 入力した後、［送信］を選択し、携帯端末の

決定ボタンを押します。 

 

ⅲ) 送信画面が表示されましたら、［前に戻る］

ボタンを押してください。あなたから教えて

いただいた駅名が選択部分に追加されます

ので、引き続き⑥から操作を行ってくださ

い。 

 

⑧ 機械情報選択、確認画面 

選択画面 

 

確認画面 

 

ⅰ) 作業を行った機械の、基本情報を 

［千手観音さま］に伝えます。 

メーカーと機種を選択した後、［次へ］を

選んでから、携帯端末の決定ボタンを押し

てください。 

 

ⅱ) 選択後は確認画面が表示されます。内容が

正しければ［はい］を、修正したい場合は

［いいえ］を選択し、携帯端末の決定ボタ

ンを押してください。 

 

※ 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。 
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ヒトエキスプレス株式会社 
テクノエキスプレス株式会社 

 

⑨ 型式選択、号機入力、確認画面 

入力、選択画面 

 

確認画面 

 

ⅰ) 作業を行った機械の、基本情報を 

［千手観音さま］に伝えます。 

型式を選択し、トラブルが発生した号機を

入力してください。 

その後、［次へ］を選んでから、携帯端末

の決定ボタンを押します。 

 

ⅱ) 選択後は確認画面が表示されます。内容が

正しければ［はい］を、修正したい場合は

［いいえ］を選択し、携帯端末の決定ボタ

ンを押してください。 

 

※ 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。 

 

⑩ エラー内容入力、選択、確認画面 

入力、選択画面 

 

確認画面 

 

 

ⅰ) エラーコード、発生時間を入力し、発生頻

度を選択してください。 

エラーコードとは無関係のトラブルだっ

た場合は、エラーコードを入力せず『エラ

ーコードは出ません』のチェック欄を選択

して、携帯端末の決定ボタンを押してくだ

さい。その後、［次へ］を選んでから、携

帯端末の決定ボタンを押します。 

 

ⅱ) 選択後は確認画面が表示されます。内容が

正しければ［はい］を、修正したい場合は

［いいえ］を選択し、携帯端末の決定ボタ

ンを押してください。 

 

※ 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。 
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ヒトエキスプレス株式会社 
テクノエキスプレス株式会社 

 

⑪ 故障現象入力、選択、確認画面 

選択、入力画面 

 

確認画面(1) 

 

確認画面(2) 

 

 

ⅰ) 発生していた現象を、 

［千手観音さま］に伝えます。 

現象を選択し、現象詳細を分か

りやすく入力してください。 

 

ⅱ) 内容を入力しましたら、［次へ］

を選択し、携帯端末の決定ボタ

ンを押します。 

 

ⅲ) 選択後は確認画面が表示されま

す。内容が正しければ［はい］

を、修正したい場合は［いいえ］

を選択し、携帯端末の決定ボタ

ンを押してください。 

 

 

ⅳ) 入力欄が空欄の場合は、 

［千手観音さま］から上のように

確認されますので、入力が必要な

ければ［はい］を、書き直す必要

があれば［戻って書く］を選択し、

携帯端末の決定ボタンを押して

ください。 
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ヒトエキスプレス株式会社 
テクノエキスプレス株式会社 

 

⑫ 処置内容入力、確認画面 

入力画面 

 

確認画面(1) 

 

確認画面(2) 

 

 

ⅰ) 処置内容を［千手観音さま］に

伝えます。 

処置内容を分かりやすく入力し

てください。 

 

ⅱ) 内容を入力しましたら、［次へ］

を選択し、携帯端末の決定ボタ

ンを押します。 

 

ⅲ) 選択後は確認画面が表示されま

す。内容が正しければ［はい］

を、修正したい場合は［いいえ］

を選択し、携帯端末の決定ボタ

ンを押してください。 

 

 

ⅳ) 入力欄が空欄の場合は、 

［千手観音さま］から上のよう

に確認されますので、入力が必

要なければ［はい］を、書き直

す必要があれば［戻って書く］

を選択し、携帯端末の決定ボタ

ンを押してください。 
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ヒトエキスプレス株式会社 
テクノエキスプレス株式会社 

 

⑬ 故障原因入力画面 

入力画面 

 

確認画面 

 

確認画面 

 

 

ⅰ) 原因を［千手観音さま］に伝え

ます。 

故障原因を分かりやすく入力し

てください。 

 

ⅱ) 内容を入力しましたら、［次へ］

を選択し、携帯端末の決定ボタ

ンを押します。 

 

ⅲ) 選択後は確認画面が表示されま

す。内容が正しければ［はい］

を、修正したい場合は［いいえ］

を選択し、携帯端末の決定ボタ

ンを押してください。 

 

 

ⅳ) 入力欄が空欄の場合は、 

［千手観音さま］から上のように

確認されますので、入力が必要

なければ［はい］を、書き直す

必要があれば［戻って書く］を

選択し、携帯端末の決定ボタン

を押してください。 
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ヒトエキスプレス株式会社 
テクノエキスプレス株式会社 

 

⑭ 裏技入力画面 

入力画面 

 

確認画面 

 

確認画面 

 

 

ⅰ) 裏技を［千手観音さま］に伝え

ます。 

あなたの一押しの裏技を分かり

やすく入力してください。 

 

ⅱ) 内容を入力しましたら、［次へ］

を選択し、携帯端末の決定ボタ

ンを押します。 

 

ⅲ) 選択後は確認画面が表示されま

す。内容が正しければ［はい］

を、修正したい場合は［いいえ］

を選択し、携帯端末の決定ボタ

ンを押してください。 

 

 

ⅳ) 入力欄が空欄の場合は、 

［千手観音さま］から上のよう

に確認されますので、入力が必

要なければ［はい］を、書き直

す必要があれば［戻って書く］

を選択し、携帯端末の決定ボタ

ンを押してください。 
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ヒトエキスプレス株式会社 
テクノエキスプレス株式会社 

 

⑮ 虎の巻登録終了画面 

 

 

ⅰ) 裏技の登録を行いましたら、終了画面が表示されます。

［終了］を選択し、携帯端末の決定ボタンを押すと、 

［千手観音.com］ポータルページの最初に戻ります。 

 

※ 【虎の巻】を登録すると、1件の情報につき Xpress ポ 

イントが 500 ポイントたまります。 

   このポイントの使用用途は現在企画中です。 

   お楽しみにしてお待ちください！ 

 

※ 【虎の巻】の内容はその情報を検索し、活用した他のサ

ービスマンにより、評価を受けます。 

  評価によって Xpress ポイントも増減します。 

  また、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。 

 

  あなたの【虎の巻】が 1 位に表示される快感を、味わ

ってみませんか？ 
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ヒトエキスプレス株式会社 

 

4-3．【虎の巻検索】を行う 

① 作業選択画面 

 

 

ⅰ) ポータルページより作業選択画面へ進み、 

【虎の巻検索】を選択し、携帯端末の決定ボタンを 

押してください。 

 

※ 『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。 

② 製造元、機種選択画面 

 

 

ⅰ) 虎の巻検索の Top ページが開きましたら、 

検索したいマシンの製造元、機種を選択し、 

[選択]を選んでから、携帯端末の決定ボタンを 

押してください。 

 

※ 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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ヒトエキスプレス株式会社 

 

③ 型式選択画面 

 

 

ⅰ) 検索したいマシンの型式を選択し、 

[次へ]を選んでから、携帯端末の決定ボタンを 

押してください。 

 

※ 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。 

 

④ エラーコード入力画面 

 

 

ⅰ) 検索したいマシンのエラーコードを入力し、 

[次へ]を選んでから、携帯端末の決定ボタンを 

押してください。 

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。 

 

テクノエキスプレス株式会社 



資料 No.Senju-20110406-a 

ヒトエキスプレス株式会社 

 

⑤ 虎の巻検索結果表示画面 

 

 

ⅰ) ポイントランキング上位 5 位までの虎の巻が 

表示されます。 

一覧から虎の巻を選ぶ場合は 

1～5 番の中で見たい虎の巻を選択して、 

[表示]ボタンを選んでから、携帯端末の 

決定ボタンを押してください。 

 

ⅱ) 現象別に虎の巻を絞り込む場合は、 

  ページ下部の現象選択ボックスから現象を選択して、

  [絞り込む]ボタンを選んでから、 

携帯端末の決定ボタンをおしてください。 

 

 

テクノエキスプレス株式会社 
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ヒトエキスプレス株式会社 

 

⑥ 虎の巻選択画面 

 

 

ⅰ) 選択した虎の巻の現象が表示されます。 

  この記事を詳しく見る場合は、[はい]を 

  前の画面に戻る場合は[いいえ]を選択して、 

携帯端末の決定ボタンを押してください。 

 

⑦ 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。 

  虎の巻を読み終えましたら、[次へ]ボタンを選択して、

携帯端末の決定ボタンを押してください。 

 

 

テクノエキスプレス株式会社 
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ヒトエキスプレス株式会社 
テクノエキスプレス株式会社 

⑧ 虎の巻評価画面 

 

 

ⅰ) 虎の巻の評価を入力します。 

  5 段階の評価から 1 つを選択して評価して下さい。 

［選択］を選択し、携帯端末の決定ボタンを 

押してください。 

⑨ 虎の巻評価完了画面 

 

 

ⅰ) 評価した虎の巻の作者が表示されて、 

この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次の虎の巻を[見る!]を 

選択し、携帯端末の決定ボタンを押すと 

⑤ 虎の巻検索結果表示画面に戻ります。 

 

ⅲ) 検索を終了する場合は検索を終了[する!]を選択し、 

  携帯端末の決定ボタンを押すと 

① 作業選択画面に戻ります。 
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ヒトエキスプレス株式会社 
テクノエキスプレス株式会社 

 

4-4．【エラーコード検索】を行う 

① 作業選択画面 

 

 

ⅰ) ポータルページより作業選択画面へ進み、 

【エラーコード検索】を選択し、携帯端末の決定ボタン

を押してください。 

 

※ 『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。 

② 製造元、機種選択画面 

 

 

ⅰ) エラーコード検索の Top ページが開きましたら、 

検索したいマシンの製造元、機種を選択し、 

[選択]を選んでから、携帯端末の決定ボタンを 

押してください。 

 

※ 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。 
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ヒトエキスプレス株式会社 
テクノエキスプレス株式会社 

 

③ 型式選択画面 

 

 

ⅰ) 検索したいマシンの型式を選択し、 

[次へ]を選んでから、携帯端末の決定ボタンを 

押してください。 

 

※ 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。 

 

④ 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、 

[次へ]を選んでから、携帯端末の決定ボタンを 

押してください。 
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ヒトエキスプレス株式会社 
テクノエキスプレス株式会社 

 

⑤ エラーコード検索結果画面 

 

 

ⅰ) 検索したエラーコードの内容が表示されます。 

 

ⅱ) 同じマシンで別のエラーコードを検索したい場合は、

  同一型式のエラーコードを調べますか？[はい]を選択

し、携帯端末の決定ボタンを押すと、 

  ④ エラーコード入力画面に戻ります。 

 

ⅲ) 検索したエラーコードで虎の巻を検索する場合は、 

  【虎の巻】を調べますか？[はい]を選択し、携帯端末

の決定ボタンを押すと、虎の巻検索結果表示画面に 

  戻ります。 

 

iiii) エラーコード検索を終了する場合は、画面上部の 

  千手観音のバナーを選択し、携帯端末の決定ボタンを

押すと、① 作業選択画面に戻ります。 
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ヒトエキスプレス株式会社 
テクノエキスプレス株式会社 

 

4-5．【おすすめ定食】(登録・検索)を行う 

4-5-1．定食登録 

① 作業選択画面(2) 

 

 

ⅰ) ポータルページより作業選択画面へ進み、 

【おすすめ定食】を選択し、携帯端末の決定ボタンを

押してください。 

 

※ 『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。 

② 認証画面 

 

 

ⅰ) 勤怠登録の Top ページが開きましたら、あなたのユー

ザーID を［名前］欄に入力します。 

 

ⅱ) 次に、［ENTER］を選択し、携帯端末の決定ボタンを押

してください。 

 

※ 【おすすめ定食】は、いつでも簡単に情報を確認できる

よう、名前のみの簡易認証になっています。 
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ヒトエキスプレス株式会社 
テクノエキスプレス株式会社 

 

③ 作業選択画面(3) 

 

 

ⅰ) 【おすすめ定食】の登録を行います。 

【定食】登録を選択し、携帯端末の決定ボタンを押し

ます。 

 

※ 検索を行いたい場合は『5-5-2. 定食検索』をご覧くださ

い。 

 

④ 登録地域選択画面 

 

 

ⅰ) 【おすすめ定食】情報として登録したいお店がある 

地域を選択します。 

 

ⅱ) 地域を選択した後、［選択］を選び、携帯端末の決定

ボタンを押してください。 
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ヒトエキスプレス株式会社 
テクノエキスプレス株式会社 

 

⑤ 登録鉄道選択画面  

通常の選択画面 

  

選択内容表示不可 

 

ⅰ) 【おすすめ定食】情報として登録したいお

店がある、近くの鉄道会社を選択します。

 

ⅱ) 鉄道を選択した後、［選択］を選び、携帯

端末の決定ボタンを押してください。 

 

※ 登録したい鉄道会社名が選択部分に表示さ

れなかった場合は、［千手観音さま］の情報

が不足している場合があるため、下記までお

知らせください。 

 

連絡先［ info@senjukannon.com ］ 

 

  現在情報蓄積中です。 

あなたのご協力をお待ちしています。 

 

⑥ 登録線区選択画面 

 

 

ⅰ) 【おすすめ定食】情報として登録したいお

店がある、線区を選択します。 

 

ⅱ) 線区を選択した後、［選択］を選び、携帯

端末の決定ボタンを押してください。 

 

※ 登録したい線区が選択部分に表示されなか

った場合は、［千手観音さま］の情報が不足

している場合があるため、下記までお知らせ

ください。 

 

連絡先［ info@senjukannon.com ］ 

 

  現在情報蓄積中です。 

あなたのご協力をお待ちしています。 

 

mailto:info@senjukannon.com
mailto:info@senjukannon.com
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ヒトエキスプレス株式会社 
テクノエキスプレス株式会社 

⑦ 登録駅名選択画面 

 

 

ⅰ) 【おすすめ定食】情報として登録したいお店がある、

近くの駅名を選択します。 

 

ⅱ) 駅名を選択した後、お店がある方面の改札口と、徒歩

でおおよそかかる移動時間を分数で入力してくださ

い。 

 

ⅲ) ［次へ］を選び、携帯端末の決定ボタンを押します。

 

※ 登録したい駅名が選択部分に表示されなかった場合は、

［千手観音さま］の情報が不足している場合があるた

め、下記までお知らせください。 

 

連絡先［ info@senjukannon.com ］ 

 

  現在情報蓄積中です。 

あなたのご協力をお待ちしています。 

 

⑧ お店情報入力画面 

 

 

ⅰ) 【おすすめ定食】情報として登録したいお店の情報を

入力します。 

 

ⅱ)  店名を入力し、【おすすめ定食】の料理の種類を選択

して下さい。 

 

ⅲ) 定休日、連絡先が分かる場合は、そちらもご入力くだ

さい。 

分からない場合は空欄のままで［次へ］を選択し、携

帯端末の決定ボタンを押します。 

mailto:info@senjukannon.com
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⑨ おいしさ評価画面 

 

 

ⅰ) あなた自身のおいしさの評価に該当するものを選択

し、携帯端末の決定ボタンを押してください。 

 

ⅱ) 評価のチェックができましたら、［次へ］を選択し、携

帯端末の決定ボタンを押します。 

 

※ この評価は検索するときの並び替えの基準にはなりま

せんが、検索したサービスマンが利用するときの参考基

準となります。 

⑧ 定食登録終了画面 

 

 

ⅰ) 評価の登録を行いましたら、終了画面が表示されます。

［終了］を選択し、携帯端末の決定ボタンを押すと、 

［千手観音.com］ポータルページの 初に戻ります。 

 

※ 【おすすめ定食】を登録すると、1件の情報につき Xpress

ポイントが 100 ポイントたまります。 

このポイントの使用用途は現在企画中です。 

  お楽しみにしてお待ちください！ 

 

※ 【おすすめ定食】の内容はその情報を検索し、活用した

他のサービスマンにより、評価を受けます。 

  評価によって Xpress ポイントも加減します。 

  また、ポイントの高い【おすすめ定食】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。 

 

※ サービスマン同士の連携で短い休憩時間を有意義に活

用しましょう！ 
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4-5-2．定食検索 

① 認証画面 

 

 

ⅰ) 勤怠登録の Top ページが開きましたら、あなたのユー

ザーID を［名前］欄に入力します。 

 

ⅱ) 次に、［ENTER］を選択し、携帯端末の決定ボタンを押

してください。 

 

※ 【おすすめ定食】は、いつでも簡単に情報を確認できる

よう、名前のみの簡易認証になっています。 

 

② 作業選択画面(3) 

 

 

ⅰ) 【おすすめ定食】の検索を行います。 

【定食】検索を選択し、携帯端末の決定ボタンを押し

ます。 

 

※ 登録を行いたい場合は『5-5-1. 定食登録』をご覧くださ

い。 
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③ 検索地域選択画面 

 

 

ⅰ) 【おすすめ定食】を検索したい地域を選択

します。 

 

ⅱ) 地域を選択した後、［選択］を選び、携帯

端末の決定ボタンを押してください。 

 

④ 検索鉄道選択画面 

通常の選択画面 

 

選択内容表示不可 

 

ⅰ) 【おすすめ定食】を検索したい地域の鉄道

会社を選択します。 

 

ⅱ) 鉄道を選択した後、［選択］を選び、携帯

端末の決定ボタンを押してください。 

 

※ 検索したい鉄道会社名が選択部分に表示さ

れなかった場合は、［千手観音さま］の情報

が不足している場合があるため、下記までお

知らせください。 

 

連絡先［ info@senjukannon.com ］ 

 

  現在情報蓄積中です。 

あなたのご協力をお待ちしています。 

 

 

 

mailto:info@senjukannon.com


資料 No.Senju-20110406-a 

ヒトエキスプレス株式会社 
テクノエキスプレス株式会社 

⑤ 検索線区選択画面 

 

 

ⅰ) 【おすすめ定食】を検索したい線区を選択します。 

 

ⅱ) 線区を選択した後、［選択］を選び、携帯端末の決定

ボタンを押してください。 

 

※ 検索したい線区が選択部分に表示されなかった場合は、

［千手観音さま］の情報が不足している場合があるた

め、下記までお知らせください。 

 

連絡先［ info@senjukannon.com ］ 

 

  現在情報蓄積中です。 

あなたのご協力をお待ちしています。 

 

⑥ 検索駅名選択画面 

 

 

ⅰ) 【おすすめ定食】を検索したい駅名を選択します。 

 

ⅱ) 駅名を選択した後、［選択］を選び、携帯端末の決定

ボタンを押してください。 

 

※ 登録したい駅名が選択部分に表示されなかった場合は、

［千手観音さま］の情報が不足している場合があるた

め、下記までお知らせください。 

 

連絡先［ info@senjukannon.com ］ 

 

  現在情報蓄積中です。 

あなたのご協力をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@senjukannon.com
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⑦ 検索結果表示画面(1) 

リスト表示 

  

検索結果絞込み 

 

検索結果未検出 

 

 

ⅰ) 検索条件に当てはまる検索結果

がリストで表示されます。 

 

ⅱ) 確認したい【おすすめ定食】の

店名を選択し、携帯端末の決定

ボタンを押します。 

 

ⅲ) チェックマークが入りました

ら、［表示］ボタンを選択し、携

帯端末の決定ボタンを押してく

ださい。 

 

 

 

ⅳ) リストが 5 件表示されていると

きは 6 件以上の【おすすめ定食】

が登録されていることがあるの

で、必要に応じてお店の種類を

選択し、絞込みを行ってくださ

い。 

 

※ 絞込みを行わない場合は［種類］

の選択を行わないでください。 

 

※ 【おすすめ定食】情報は評価ポイ

ントが高いものから順番に表示

されます。 

   

ⅴ) 検索した結果、【おすすめ定食】

が登録されていなかった場合は、

上のような表示になります。 

 

ⅵ) ［終了］を選択し、携帯端末の

決定ボタンを押すと、 

［千手観音.com］ポータルペー

ジの 初に戻ります。 
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⑧ 検索結果表示画面(2) 

 

 

ⅰ) 選択した【おすすめ定食】の登録内容が表示されます。

内容確認後［次へ］を選択し、携帯端末の決定ボタン

を押してください。 

 

⑨ 評価画面 

 

 

ⅰ) 確認した【おすすめ定食】情報を評価します。 

この情報が役に立ったかどうか、あなたの基準で評価し

てください。 

 

ⅱ) あなた自身の評価に該当するものを選択し、携帯端末

の決定ボタンを押してください。 

 

ⅱ) 評価のチェックができましたら、［次へ］を選択し、携

帯端末の決定ボタンを押します。 

 

※ この評価は検索するときの並び替えの基準になります。

※ この評価はおいしかったかどうかではなく、お店を探す

際に役に立ったかどうか？を基準にしてください。 

※ あなたの評価によって、この【おすすめ定食】に対して

Xpress ポイントが加算、減算されます。 
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⑩ 終了画面 

 

 

ⅰ) 評価の登録を行いましたら、終了画面が表示されます。

  ［終了］を選択し、携帯端末の決定ボタンを押すと、

  ［千手観音.com］ポータルページの 初に戻ります。

 

※ 終了画面で、誰が検索した【おすすめ定食】を登録した

かがわかるようになっています。 

誰が登録した【おすすめ定食】か、ぜひ確認してみてく

ださい。 

 

※ エラー表示 

 

 

※ 認証画面で名前を未入力のまま次の画面に進もうとす

るなどの操作を行うと、左のようなエラー画面が表示さ

れます。 

 

このような画面が表示された場合は、［前に戻る］を選択

し、携帯端末の決定ボタンを押して前の画面に戻ってく

ださい。 
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■ メモ  

 

 



資料 No.Senju-20110406-a 

ヒトエキスプレス株式会社 
テクノエキスプレス株式会社 

 

4-6．【情報 BOX】を使う。 

① 作業選択画面 

 

 

ⅰ) ポータルページより作業選択画面へ進み、 

【情報 BOX】を選択し、携帯端末の決定ボタンを押し

てください。 

 

※ 『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。 

② 製造元、機種選択画面 

 

 

ⅰ) 情報 BOX のページが開きましたら、 

閲覧したいマニュアルのマシンの製造元と機種を選

択し、[選択]を選んでから、携帯端末の決定ボタンを

押してください。 

 

※ 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。 
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③ 型式選択画面 

 

 

ⅰ) 閲覧したいマニュアルのマシンの型式を選択し、 

[選択]を選んでから、携帯端末の決定ボタンを 

押してください。 

 

 

※ 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。 

 

④ 機種別マニュアル選択画面 

 

 

ⅰ) 選択したマシンのマニュアル一覧が表示されます。 

  閲覧したいマニュアルの種類を選択し、 

携帯端末の決定ボタンを押してください。 
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⑤ 区分別マニュアル画面 

 

 

ⅰ) 選択したマニュアルの区分が表示されます。 

  一覧から閲覧したいマニュアルを選択して、 

  携帯端末の決定ボタンを押してください。 

 

ⅱ) 他のマニュアルを閲覧する場合は、[戻る]を選択して

  携帯端末の決定ボタンを押してください。 

  ④ 機種別マニュアル選択画面に戻ります。 

⑥ 登録線区選択画面 

 

 

ⅰ) 選択したマニュアルが表示されます。 

   ページをスクロールしてマニュアルを 

閲覧してください。 

 

 

テクノエキスプレス株式会社 
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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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