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この先取り情報コーナーでは、皆様からお寄せ頂いたご要望を基に開発した新機能の中で特に オススメ の
機能についてご紹介いたします。

新書式の動荷重検査表が追加
されます
動荷重検査表については、
「表面水をバッチの
途中で変えたい」
「連続 5 バッチ同じ配合がな
い」といったご質問が多く寄せられました。そ
こで新たに動荷重検査表を作成し、ご要望にお
応えすることにしました。
今回の新動荷重検査表では、備考欄を新たに追
加し、
施工者･現場名等が入力できるように柔軟
性を持たせました。また、弊社の「Super Net
PS-S 出荷管理システム｣と連動することによ
り、標準配合値から計量値、更には施工者･現場
名･車番･発時刻までが取り込めるようになりま
す。
尚、今までの動荷重検査表もメニューに残しますので用途に応じて使い分けてください。ただし、レイアウトは
異なりますのでご注意願います。

塩化物含有量試験表(塩化物測定器)の打設箇所の表示文字数を増やします
従来、塩化物測定器の打設箇所は全角 27 文字まででしたが、
「文字数を増やして欲しい」というご要望
にお応えし拡張いたしました。
配合報告書と同じ全角 38 文字まで入力･表示できるようになりますので、日次データから抜き出した時も、打設
箇所が切れてしまう心配がなくなります。

Windows には、パソコンのキーを組み合わせることで、面倒な操作が簡単にできてしまうショートカットキー
という機能があります。今回は、
「文字列検索」をご紹介します。
■ Ctrl + F キー (文字列を検索)
Yahoo! や Google を使ってインターネット検索した際、検索した文字がページのどこに書かれているかを探す
ときに便利な機能です。
メニューバーの
「編
集(E)」−「このページの検索(F)」または
「検索(F)」を使っても出来ますが、ショー
トカットキー「Ctrl + F」を押せば簡単に検
索画面を表示することができます。
このショートカットキーはインターネット
に限らず、Word 等でもご利用できます。

昨年度、生コン品質管理システムを導入していただきましたお客様を対象に今年 7 月、顧客満足度調査を実施
させていただきましたのでその結果をご報告させていただきます。アンケートでは、
「営業マンの対応」や「フリ
ーダイヤル」
、
「操作マニュアル」
、
「システム」
、
「バージョンアップ」
、
「情報誌」について質問させていただきま
した。紙面の都合上、すべての回答をご紹介することはできませんので、皆様のご関心が高そうな項目を選び説
明させていただきます。
【フリーダイヤル利用状況】
フリーダイヤルの利用度合いについて質問させていただきました。年 2〜3 回という回答が最も多く、全体の
53%を占めています。月 2〜3 回や週 2〜3 回という回答を含めると 8 割以上の方がフリーダイヤルを利用されて
いるようです。反対に利用されていない方も
17%あり、その内訳は図の通りとなります。
「その他」という回答が最も多くなっていま
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【オンラインマニュアルの利用状況】
続いてオンラインマニュアルのご利用状況をお尋ねしたところ、マニュアル

オンラインマニュアルの利用状況

をご利用されている方は全体のわずか 4 分の 1 という結果が出てしまいました。
以前より、スタジオ Q にてその意味や使い方をご紹介して来ましたが、残念な
がら上手く伝わっていなかったようで、今回の調査でも「その他」の理由に「イ
ンターネットに接続していないから利用できない」
とか、
「オンラインヘルプを
知らない」といった意見が多く見受けられました。オンラインマニュアルとい
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うとインターネットに接続して使うマニュアルと誤解されている方が多いよう
です。ちなみに「オンラインマニュアル」とは、画面で参照できるマニュアル
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のことで、従来の紙のマニュアルと異なり、調べたい箇所にカーソルを持って
行き F1 キーを押せば、関連する説明が画面に表示されるという仕組みのもの
です。いちいち紙のマニュアルを広げ、説明箇所を探すという手間がかかりま
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せんので非常に便利な機能です。それにキーワードを入力すればそれに該当す

る説明を簡単に探し出せる用語検索機能も用意されていますので是非活用していただきたいマニュアルです。そ
れにしても惨憺たる結果でしたので、この件につきましては引き続きスタジオ Q でもご紹介してまいりたいと思
います。
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【システム品質】
プログラムの品質については、半数以上の方が「満足」または「やや満足」

満足
20%

普通
40%
やや満足
36%

と評価されているようです。弊社ではテスト専門のチームを設け、お客様にプ
ログラムをお渡しする前に厳しい品質チェックを行ってからリリースするよう

にしています。その結果、皆様に支持される高品質が維持できているのだと自負しております。一方、機能面で
は、
「満足」
、
「やや満足」が半数を超えている反面、
「不満」
、
「やや不満」も 1 割程度あり、一部の方には満足し
ていただけていない面もあるようですので引き続き改善努力を続けてまいります。
システム導入により業務の効率化が図れたかという質問には、４分の 3 以上の方から「成果が出ている」との
回答をいただいております。多くの方がシス
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い結果となりました。是非、今後もフル活用
していただき、業務改善に役立てていただき
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以上のような結果となりましたが、ご紹介できなかった項目につきましても概ね評価されているようです。特に
毎回の調査で最も低い評価を受けているマニュアルですが、前記のような問題がありながらも若干ながら点数は
上向き加減で推移しています。マニュアルにつきましては、皆様のご意見やフリーダイヤルでのお問い合わせ内
容を参考に随時、改良を加えております。最新のマニュアルは定期バージョンアップ時に提供させていただいて
おりますので、インストールした際には是非ともご覧いただき、活用していただきたいと思います。
皆様からお寄せいただいた貴重なご意見は、弊社システムやサービスの向上に役立てさせていただきます。今後
も多くの方に満足してご利用いただけるよう努力してまいりますので何卒よろしくお願いいたします。今回アン
ケートにご協力いただきましたお客様、大変ありがとうございました。アンケートにつきましては、今後も定期
的に行っていく予定ですのでご協力お願いいたします。

個人情報の取扱いについて
皆様にご回答していただきましたアンケートにつきましては、
厳正なる管理の下で安全に蓄積・保管いたします。
収集した個人情報は、商品開発・顧客満足度向上およびこれらに付随する業務のみに利用し、
第三者に提供・処理を委託することはありません。
弊社のプライバシーポリシーについては＜http://www.sumitem.co.jp/company/kojin.html＞をご参照下さい。

巡回フォローや皆様からのご質問・ご要望にお応えさせていただいているスミテム営業マン。今後もスーパーＸＬ−Ｑ
共々、末永くお付き合いさせていただく私たちを知っていただこうと、新たに加わった営業マンを紹介させて頂きます。

氏

名： 山内 寛之 （やまうち ひろゆき）

血 液 型： A 型
出 身 地： 長崎県
趣

味： 映画鑑賞

こんにちは！今年の 5 月から営業に加わりました山内寛之です。よろしくお願いします。
入社 6 年目で、最初の一年半はセメント SS の物流システムの管理を行っておりました。その後、現在の部署に配
属され、電話サポートを担当してきました。今まで皆様とは「声」のみの交流でしたが、これからは皆様に直接お
会いできるようになりますので、非常に楽しみにしています。期待と不安でいっぱいですが、より密着した形での
サービスが提供できるよう一生懸命励みたいと思っております。
趣味は「映画鑑賞」で、最低月に 2 回は映画を観に行っています。洋画・邦画・アニメなどジャンルは問いませ
んが、今まで観た中で一番のお気に入りは、メル・ギブソン主演・監督の『ブレイブハート』
（1995 年・アメリカ
映画）です。スコットランド独立のために戦った実在の人物 ウィリアム・ウォレス の生涯を描いた歴史ドラマ
で、主人公のウォレスの生き様には感動しました。皆様にも是非ご覧になっていただ
きたい作品です。
座右の銘は「一期一会」です。これから納品や巡回フォロー等で皆様のところに伺
うことになりますので、一つひとつの出会いを大切に、誠心誠意対応させていただき
ます。一日も早く頼りがいのある営業マンになれるよう、明るく元気に頑張っていこ
う！と思っております。皆様、ご指導の程よろしくお願い致します。

最近、
「Windows Vista 対応はいつごろですか？」という問合せがチラホラ聞こえるようになってきました。
Windows Vista も発売されて半年あまり経ちましたが、業務ソフト側の対応が進んでいないためか、ビジネスユ
ーザには余り浸透していないようです。
『品質管理システム Super XL-Q』の Windows Vista 対応については現在準備を進めていますので、リリース
時期が決まり次第またご案内いたします。
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