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2009 年 夏号 （年 4 回発行・通算 63 号）

JIS 改正対応情報
今回の JIS A 5308 の改正により、
平成２２年４月１日からレディーミクスト
コンクリート納入書に「配合表」欄が設けられ、
単位量を記載するようになります。
今号では、変更内
容の要点を確認する
とともに、当社の変
更状況を取りまとめ
てご紹介いたします。

右が新しい納入書の例です。
用紙の大きさは、日本工業規格
Ａ列５番（148mm×210mm）又は
Ｂ列５番（182mm×257mm）とする
のがのぞましいと表記されています。

単位量出力の対応について
スミテムでは下記の単位量出力全てに対応可能です。
① 標準配合

② 修正標準配合

③ 計量読取記録から算出した単位量

④ 計量印字記録から算出した単位量

⑤ 計量印字記録から自動算出した単位量
①、②の出力については、PS-S（出荷管理システム）内に納入書表示用の設定値テーブルを用意していますの
で、その値を出力します。設定値テーブルの登録は、XL-Q からの配合転送機能で簡単にできます。また、この設
定値テーブルは品質管理システムで配合計画書を作成する際にも選択する事ができます。

出荷設定値画面

③、④の出力については、PS-S（出荷管理システム）に
単位量入力画面を用意していますので、単位量を登録するこ
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とができます。

B は運搬車 1 台あたりの平均値で表す単位量

⑤の出力については、計量制御盤から送られてくる単位量
を出力するか、動荷重をもとに PS-S（出荷管理システム）
で計算した単位量を出力するのか選択できます。ただし、後
者の場合、計量制御盤の補正値や計算手順と同じようになら
ないこともあるため、実際の値と誤差が生じる可能性もあり
ます。

単位量計算表の出力
単位量の算出例
購入者からの要求が
あれば、バッチごとの計
量記録及びこれから算出
した単位量を提出しなけ
ればなりません。
また、複数バッチで運
搬車 1 台分のコンクリー
トを練り混ぜる場合には、
各バッチの計量値を平均
して算出した単位量を提
出することになります。

出荷指示画面
出荷指示画面に伝票イメ
ージを出すことにより、単位
量を確認しやすくなっていま
す。

出荷管理システムのお問合せ、デモンストレーションのご依頼等は
巻末の本社・支店・営業所にご連絡ください！

前回のスタジオ Q 春号（６２号）では、先取り情報として、配合計画書への変更方法や指示配合テーブルを使用
した修正標準配合での配合計画書の出し方などの情報をお伝えいたしました。
今回は、最近フリーダイヤルへの問い合わせが多いＪＩＳ改正関連の質問をご紹介させていただきます。

Q１．指示配合テーブルの配合で、配合計画書を出したいのですが、指定事項で設定
した混和剤（混和材）が出てこないのは何故ですか？

A．初期メニューの「配合設計」にある「丸
め混合方法などの登録」を起動します。
「計算
値丸め方法」というタブをクリックし、その
中の「指示配合計算での指定事項混和剤・材
の使用の有無」という項目を「使用する」に
変更することで、指定事項での混和剤・材の
計算が反映されるようになります。

Q２．物件配合を登録する画面にある「報告書配合」右側の「名称」という項
目は何ですか？

A．配合計画書には“本配合の適用期間”の欄に標準配合、又は修正標準配合（季節の相違、運搬時間の相違、骨
材品質の大幅な変動によって標準配合を修正したもの）の別を記載するようになっています。XL-Q のお客様の中
には、修正標準配合にあたるものを別の配合基本データにして使っている方もいらっしゃいます。そうした場合、
報告書配合は標準配合でも“本配合の適用期間”には「修正標準配合」と出力したいといったケースがあり、それ
に対応するのが、
「名称」項目です。この「名称」に入力した文字列が“本配合の適用期間”にでるようになってい
ます。何も設定しない場合は、
（標準配合）又は（修正標準配合）が自動で出力されるようになります。
また「名称」項目にスペースを入力する事で「何も表示させない」という事も可能です。

この度、新たに大阪販売チームに加わった営業
マンをご紹介いたします。
氏

名：山中 克茂（やまなか かつしげ）

出

身：大阪府

趣

味：ラクビー観戦

大阪販売チーム最年少 27 歳とフレッシュな
彼は、芸能人にたとえると「渡辺 いっけい」
に似ています。前職は生コンとは全く無縁の業
界で働いていましたが、コンピュータに興味を
持ち、縁あって弊社に入社することになりまし
た。
プロフィールにラクビー観戦が趣味と書いて
ありますが、実は彼はバリバリのラガーマンな
のです。中学の時からラグビーを始め、高校時
代には大阪府の代表として花園に出場、社会人
になっても実業団でプレーしていますので
「超」
がつくほどのラガーマンなのです。
そんな彼の座右の銘は「腰は低く、志は高く」
ということもあり、ラグビー仕込みの低いタッ
クルで、お客様の心に「ど～ん」と飛び込んで
いくことと思います。
「コンクリート同様、お
客様と固い絆を作りたい」と意気込んでいます
ので、温かく受け止めてあげてください。
また、一見すると「まじめ一筋」に見える彼
ですが、ひとたびマイクを持たせると人が変わ
り、弊社の新人紹介の席でも 1 曲歌って場を盛り上げてしまうほど、サービス精神旺盛な人間なのです。現在は、
納品を担当し、作業服を着て西へ東へと工場を訪問させて頂いていますので、そのサービス精神を活かして、近い
将来「スミテム＝山中」とお客様に思って頂けるようになれるかと思います。
今はまだコンピュータや生コンの知識を身につけている段階ではありますが、訪問させて頂いた際には温かい目、
あるいは厳しい目でご指導していただきますよう、宜しくお願いいたします。
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新たなコンテンツが追加されました！
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ＪＩＳ改正やプログラムの修正情報など最新情報をお知らせします。
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いま最もホットな話題や、よくある質問などを毎週取り上げ解説していきます。
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当ページに初めてアクセスする際は、ユーザー登録が必要になりますので、2008 年春号（通算 58 号）を参考に登録して下さい。

ウィンドウズを発売しているマイクロソフトは 、パソコン用基本ソフト
（ＯＳ）
「ウィンドウズ７（セブン）
」を米国と同じ１０月２２日に日本国内
で発売すると発表しました。現行の「ビスタ」の後継ＯＳで、パソコンのメ
モリ容量が比較的小さくても起動が速く、動作も軽くなるというのが特徴で
す。
価格は、全般に「ビスタ」より安く設定されている上、
「ビスタ」や「ＸＰ」
といった従来のウィンドウズユーザーが乗り換える場合には、更に安くなるようです。

夏期休業のお知らせ
２００９年８月１２日（水）～８月１５日（土）
誠に申し訳ございませんが、上記期間は弊社夏期休業日となります。
つきましては、営業業務・経理業務およびフリーダイヤルといったサポート業務は
お休みとなりますので、ご注意ください。
尚、上記期間以外は平常通りの営業となります。
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